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アジア研究教育拠点事業 
平成２１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                        
 
 
３．開始年度 
平成 19 年度（ 3 年目） 
 
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) 
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．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
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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。 
 
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 

平成 20 年度に日本で開催された University Allied Workshop (UAW)が、平成 21 年度

には韓国で開催され、日本、韓国、中国、台湾から総勢約 85 名の教員、PD、学生が参

加した。気候問題、環境問題に関する広範な内容の研究発表や、研究テーマ毎にグループ

に分かれてのディスカッション等が活発に行われた。また、UAW で培ってきた研究交流、

人的交流関係をベースにして、数ヶ月来日して研究を行いたいという希望者も増えている

ことから、研究協力体制が着々と構築されていると言える。平成 21 年度には、韓国、中

国より計 8 名もの学生、PD が気候システム研究センターを来訪して研究を行った。ま

た、平成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、共同研究を行ったが、そのような観点からも、研究協力体制が

より強化されていると言える。 

 

 

７－２ 学術面の成果 

今年度は 8 名の学生・PD が気候システムセンターを訪問し、同センターの気候モデル

を使って多くの研究を行った。気候および環境問題は簡単に結論が出るような問題では

ないが、後述の研究交流実績状況の報告にあるように、各課題において様々な成果が得

られた。例えば、モンスーン研究に関しては、平成 21 年の韓国の異常気象や、現在と

将来の梅雨前線の変化等について、またエアロゾルと雲の気候研究に関しては、エアロ

ゾルの第一種間接効果、第二種間接効果について、などである。 

 
 

７－３ 若手研究者養成 

韓国で開催された UAW では、学生・PD が各人の研究成果を発表する機会を持つと共に、

各地域の教授による講義を聴講する機会を得た。また、研究テーマ毎にグループに分か

れてディスカッションを行い、国籍を超えてその分野をリードする教授と大学院生、PD

が一緒になって議論できる機会を持てたことは、日本側、相手国側双方の大学院生、PD

にとって、大いに有益だったと思われる。 

 また、韓国、台湾より 8 名もの学生・PD が来日して気候システム研究センターのモ

デルを使用するなどして共同研究を進めており、その研究に関連する論文を発表、或い

は準備中であることからも、若手養成に貢献していることが伺える。 
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７－４ 社会貢献 

中国、韓国から大学院生が容易に日本の研究機関に来て研究できるようになったこと、

またワークショップ開催により、日本の学生と韓国、中国、台湾の学生が、教授と一緒

になって、気候問題という、現在世界的な関心事となっている問題、特に温室効果ガス

に関する研究等について議論したことは、大きな社会貢献と言える。今年度は昨年度の

倍の 8名の大学院生を東京大学気候システム研究センターで受入れ、国際交流に繋がっ

た。国際交流・セミナー共に今後の気候問題の研究に活かされることが期待される。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

海外の若手研究者にとって、来日して気候システム研究センター等で研究できることは、

大変有益なことである。ただ、短い滞在期間でできる研究には限りがあり、如何に連携

して研究を継続していくかが課題となる。2 度、3 度と繰り返し来日して共同研究を進

めたり、自国に持ち帰り継続して研究を進展させている状況である。 

一方、日本側からは、共同研究で韓国、中国、台湾の機関に滞在して研究をしたいとい

う学生・PD がなかなか出ないことが問題であり、課題となっているが、来年度は学生 1

名が台湾を訪問する予定である。 

 

 

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   ２ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ０ 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 

 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

平成 21 年度は 8 名の若手研究者を日本に招聘して研究を行ってもらい、研究交流を進

展させた。具体的には、以下の通りである。 

1：韓国より Jang Hyun-Sung 氏を招聘し、NICAM（全球対流モデル）の降水可能な水蒸

気量を衛星データと比較し、水蒸気分布の違いが、CRF(Cloud  radiative forcing: 雲

の放射強制力)の違いに係っていることを明確にした。 

また、韓国より Lee Eun-Hui 氏を招聘し、CCSR の SPRINTERS モデルを韓国で使われて

いる ADAM(アジア域のダスト予報モデル)に適応させた。いくつかのモジュールを ADAM

に対応するように変更し、テストを行った。これらの変更により、今後 EnKF-ADAM シミュ

レーションシステムを完成させ、ダスト予報の精度を向上させる計画である。 

更に、中国より Jing Xianwen 氏を招聘し、気候モデル中の雲の重なり合い（オーバーラッ

ピング）についても研究を行った。 

2：平成 19 年度、20 年度に Kim Na-Young 氏が来日して作成した雲のスカイネットフラック
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ス解析ツールを用い、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

を行った。 

3：中国より Huang Danqing 氏を招聘し、結合気候モデル MIROC の梅雨前線の構造解析を行

った。20 世紀再現実験のモデルアウトプットデータと将来の予測実験データを用いた。20

世紀再現実験では、梅雨前線の構造および年々変動が概ね再現された。また、将来予測実

験では、梅雨の継続期間が現在よりも短くなり、降雨最大場所が南の方にシフトしていた。

将来は、年間降雨量に対する梅雨期の降雨量が減少し、循環パターンが現在ほど明確では

なくなってきている、という解析結果が得られた。 

4：中国より Sun Xuguang 氏を招聘し、長期の CCSR の結合気候モデル出力の解析を行い、

ENSO と東アジアモンスーンとの関係を研究した。 

また、同じく中国より Wu Bo 氏を招聘し、アジアの夏季モンスーンの季節進行を調べた。

海からの熱輸送が重要であることを示したが、雲の再現性の悪さから、熱帯収束帯や北西

太平洋高気圧偏差(WNPAC)をうまく再現できなかった。 

更に、日本より井上誠氏がシンガポールで開催された Asia Oceania Geosciences Society 

ワークショップ(AOGS)に参加し、アジアモンスーン域の成層圏対流圏結合に関する発表を

行い、また各国参加者と意見交換も行った。 

5：今年度 CCSR の博士課程の学生となった Roh Woosub 氏が、雲解像度モデルで再現された

シラス雲の特徴を Cloudsat/CALIPSO data と比較する研究を行った。 

6：昨年度来日した Wang Zhili 氏が CCSR で SPRINTERS を用いて行った研究を活かして、平

成 21 年度は中国のエアロゾル気候モデルの改良を行った。                       

7:中国より Zhang Mang 氏を招聘し、非線形傾圧モデルを用いて、低周期擾乱のフィードバ

ックを研究した。9年間分のモデルを走らせて、夏の循環が観測結果と一致するという結果

を得た。 

また、韓国より Chu Jungheun 氏を招聘した。10 年規模変動の中の一つの例として、特に韓

国で夏季に異常低温と激しい降雨が観測された 2009 年分を取り出し、この年の冷夏につい

ての統計的な研究を行った。 

 

 

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・地域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、

2009 年 6 月に韓国で開催され、総勢約 85 名が参加した。学生や教授により気候問題・環

境問題に関する広範な内容の研究発表やディスカッションが活発に行われた。気候モデル

に関するセッションでは、様々なモデルに関する研究発表が行われた。また、気候変動に

関するセッションでは、エルニーニョ現象や数十年規模の気候の急変、アジアモンスーン、

熱帯域における総観規模渦と季節内振動との相互作用といった大気、海洋における解析的

な研究成果が多数発表された。さらに帰国後も交流を続けていくという趣旨で、年 4 回程

度の UAW News Letter を電子ジャーナルの形で刊行するという提案があり、既に 2 回発行
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されている。 
尚、2009 年の UAW において、教授により行われた講義のテーマは、以下の通りである。 
・佐藤正樹 (CCSR、日本) Global cloud-resolving model development and evaluations of 
cloud properties using satellite simulators 
・In-Sik Kang (SNU、韓国) Global climate modeling and prediction 

・渡部雅浩 (CCSR、日本) Challenges in current climate modeling toward AR5 

・Chia Chou (AS、台湾) Can El Niño be an analogue to global warming? 

・Tianjun Zhou (LASG/IAP、中国) Diurnal cycle of precipitation over eastern China 

・Xiuqun Yang (NU、中国) Tropical forcing and the persistent snowing weather of 

southern China in early 2008 

・Cheng-Ta Chen and Shou-Li Lin (NTNU、台湾) Comparing forecast skills on seasonal 

climate conditions from normal to relatively extreme 

・ 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 21 年度は実施していない。 
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９．平成２１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>

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> 

実施計画 

 

 8/40 

（5/25）

  1/7 9/47 

(5/25) 

実績 7/35 

(3/14) 

  1/7 8/42 

(3/14) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/182     3/182 

実績 3/169    3/169 

台湾 

<人／人日> 

実施計画  (13/65)    (13/65) 

実績  (11/55)   (11/55) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/361 (19/95)    5/361 

(19/95) 

実績 5/324 (17/85)   5/324 

(17/85) 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/543 8/40 

(37/185)

  1/7 17/590 

(37/185)

実績 8/493   7/35 

(31/154) 

  1/7 16/535 

(31/154)

 

※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 

 0 ／ 0  <人／人日> 0  ／ 0  <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 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> 

実施計画     

実績    

韓国 

<人／人日> 

実施計画  2/152     2/152 

実績  2/138    2/138 

中国 

<人／人日> 

実施計画  1/60     1/60 

実績  1/59    1/59 

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/212     3/212 

実績  3/197     3/197 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

韓国から 2名、中国から 1名の研究員・学生を招聘し、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った。韓国の Jang Hyun-Sung 氏は、NICAM
（全球対流モデル）の降水可能な水蒸気量を衛星データと比較し、水蒸気
分布の違いが CRF(Cloud  radiative forcing: 雲の放射強制力)の違いに
係っていることを明確にした。同じく韓国の Lee Eun-Hui 氏は、CCSR の
SPRINTERS モデルを韓国で使われてきた ADAM(アジア域のダスト予報モデ
ル)に適応させた。いくつかのモジュールを ADAM に対応するように変更し、
テストを行った。これらの変更により、今後 EnKF-ADAM シミュレーションシ
ステムを完成させ、ダスト予報の精度を向上させる計画である。更に、中国よ
り Jing Xianwen 氏を招聘し、NICAM モデル中の雲の重なり合い（オーバーラ
ッピング）についても研究を行った。その結果、雲の重なり合いのパラメータ
の精度向上がみられた。 

日本側参加者数  

2 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

6 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

2 名 （１４－３（中国 ）国（地域）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 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> 

実施計画     

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     

実績     

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 19 年度、20 年度に韓国の Kim Na-Young 氏が来日して作成した雲のスカ

イネットフラックス解析ツールを用い、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った。複素屈折率の実数部やエアロゾルの位

相関数等において、もっともらしい値が得られた。Kim Na-Young 氏は、この

研究課題において修士を取得し、本事業としても一連の成果が得られた。その

後アメリカの大学の博士課程に進んだ為、今後は本事業とは別の形で更なる研

究の発展が期待される。その為、本課題は 21 年度で終了とする。 

日本側参加者数  

3 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

2 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）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 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> 

実施計画     

実績    

中国 

<人／人日> 

実施計画  1/60    1/60 

実績  1/60   1/60 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  1/60    1/60 

実績  1/60    1/60 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

中国より Huang Danqing 氏を招聘し、結合気候モデル MIROC の梅雨前線の構造

解析を行った。20 世紀再現実験のモデルアウトプットデータと将来の予測実

験データを用いた。20 世紀再現実験では、梅雨前線の構造および年々変動が

概ね再現された。また、将来予測実験では、梅雨の継続期間が現在よりも短く

なり、降雨最大場所が南の方にシフトしていた。将来は年間降雨量に対する梅

雨期の降雨量が減少し、循環パターンが現在ほど明確ではなくなる、という解

析結果が得られた。 

日本側参加者数  

2 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

3 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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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> 

実施計画    1/7   1/7 

実績   1/7   1/7 

中国 

<人／人日> 

実施計画  2/180    2/180 

実績  2/155   2/155 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  2/180   1/7   3/187 

実績  2/155   1/7   3/162 

② 国内での交流      0 人／0人日                 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

中国より Sun Xuguang 氏を招聘し、長期の CCSR の結合気候モデル出力の解析

を行い、ENSO と東アジアモンスーンとの関係を研究した。風－蒸発フィード

バックと海洋の力学の相対的な影響力を比較し、西太平洋高気圧偏差に対して

は海洋の力学の方がより重要であろう、ということがわかった。 

また、同じく中国より Wu Bo 氏を招聘し、CCSR の気候モデルと JRA25 再解析

データを用いてアジアの夏季モンスーンの季節進行を調べ、海からの熱輸送が

重要であることを示した。 

更に、日本より井上誠氏がシンガポールで開催された Asia Oceania 

Geosciences Society ワークショップ(AOGS)に参加し、アジアモンスーン域

の成層圏対流圏結合に関する発表を行い、また各国参加者と意見交換も行っ

た。 

日本側参加者数  

4 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

5 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（ 台湾 ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１４－３（台湾）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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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

> 

実施計画     

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    0/0 

実績    0/0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

今年度気候システム研究センターの博士課程の学生となった Roh Woosub 氏が、

引き続き全球対流モデル(NICAM)による雲微物理過程の研究を行った。 

雲微物理過程の理解のために、今年度は 2007 年の MJO の場合について感度実

験を幾つか行った。NICAM モデルと Cloudsat/CALIPSO data を比較評価し、シ

ラス雲の特徴が雲解像度モデルでよく再現された。 

 

日本側参加者数  

5 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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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 SPRINTERS 

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 

Zhang Hua・National Climate Center・教授 

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画     

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    0/0 

実績    0/0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

昨年度来日した Wang Zhili 氏が、気候システム研究センターで SPRINTERS を

用いて行った研究を活かして、今年度は中国のエアロゾル気候モデルの改良を

行った。改良した AGCM を用いて、気候に対するエアロゾルの間接効果につい

て研究を行った。第一種間接効果の放射強制力は、全球年平均で-1.14Wm-2 の

値を持ち、季節変化をする。第二種間接効果は、年平均で、大気の上端で

-1.03Wm-2 の値を持つ。この研究の成果は、今年度発表された論文に反映され

ており、成果が挙がっている。   

日本側参加者数  

2 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

2 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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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・准教授 

（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> 

実施計画     

実績    

韓国 

<人／人日> 

実施計画  1/30    1/30 

実績  1/31   1/31 

中国 

<人／人日> 

実施計画  1/61    1/61 

実績  1/50   1/50 

合計 

<人／人日> 

実施計画  2/91    2/91 

実績  2/81    2/81  

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

中国より Zhang Mang 氏を招聘し、非線形傾圧モデルを用いて、低周期擾乱の

フィードバックを研究した。9年間分のモデルを走らせて、観測結果と比較検

証し、夏の循環が観測結果と一致するという結果を得た。 

また、韓国より Chu Jungheun 氏を招聘した。10 年規模変動の中の一つの例と

して、特に韓国で夏季に異常低温と激しい降雨が観測された 2009 年分を取り

出し、この年の冷夏についての統計的な研究を行った。その結果、東アジアの

夏季モンスーンは平年に比べて弱く、負の北極振動が維持されていることがわ

かった。 

 

日本側参加者数  

1 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

2 名 （１４－２（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数                     

2 名 （１４－３（中国）国（地域）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）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 
(※日本以外で開催の場合) 

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

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 韓国  ） 

 
日本 

<人／人日> 

A.   ７／３５ 
B.    ０／０ 
C. ３／１４ 

 
韓国 

<人／人日> 

A. ０／０ 
B.    ０／０ 
C. ２２／１１０ 

 
台湾 

<人／人日> 

A. ０／０ 
B. ０／０ 
C. １１／５５ 

 
中国 

<人／人日> 

A. ０／０ 
B. ０／０ 
C. １７／８５ 

 
合計 

<人／人日> 

A.   ７／３５ 
B.    ０／０ 

C.  ５３／２６４ 
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 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

ショップを開催している。 
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。 
セミナーの成果 韓国で開催された UAW では、様々な気候モデルの紹介やアルゴリ

ズム、今後の汎用性を提案する発表や、気候変動に関しては、アジ

アモンスーンをはじめとする様々な気候現象に関する解析的な研

究成果の発表や、モデルと衛星データを用いたエアロゾル、温室効

果ガス等に関する研究発表等、幅広い分野の発表が行われた。また、

研究テーマ毎のディスカッションでは活発な質問や議論が展開さ

れるなど、研究交流が積極的に行われた。各地域の専門分野の教授

による講義の聴講や、自らの研究成果の発表、議論への参加等を通

し、特に学生にとっては大変意義のある機会となり、気候モデリン

グに携わる次世代の研究者育成等の面では多いに成果を挙げたと

言える。また、回を重ねる毎に人的交流も深まり、UAW News 
Letter を電子ジャーナルで刊行したいという発案もあり、既に 2

回発行され、更なる交流へと繋がっている。 
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ている。メンバーは、日本側：気候シス

テム研究センター長・中島映至教授、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。今年度は韓国で開催され、ソウ

ル大学が事務局となった。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 往復航空券代等      金額 633,000 円 

（ 韓国 ）

国（地域）側 
内容 宿泊費・食費・会場費等  金額 1,759,000 円 

（ 中国 ）

国（地域）側 

内容 往復航空券代等      金額 1,410,000 円 

（ 台湾 ）

国（地域）側 
内容 往復航空券代等      金額 912,000 円 



１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 21 年度は実施していない。  
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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     3,976,450  

外国旅費       632,250  

謝金       704,850  

備品・消耗品購入費     1,378,392  

その他経費       383,149  

外国旅費・謝金に係る消
費税 

       83,350  

計      7,158,441  

委託手数料 820,000  

合  計 7,978,441  

 
 
 
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 2,076,770      ９／１６１ 

第２四半期 2,543,500    ３／１２９ 

第３四半期              350,884      ２／１５５ 

第４四半期 2,187,287      ２／９０ 

計 7,158,441   １６／５３５ 
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１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国名 

平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨]

（日本円換算額） 

  韓  国 
20,300[  USD  ]

                             （   1,909,000  円相当）

中  国 
117,400[   RMB  ]

                          （  1,660,000  円相当）

台  湾 
299,000[  NTD  ]

                                 （   911,950   円相当）

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

 


