
様式８ 

アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京大学大気海洋研究所 
（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（ 4 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東京大学大気海洋研究所 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大気海洋研究所・所長・西田睦 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大気海洋研究所・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：大気海洋研究所総務課国際・研究推進チーム 
 
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：（英文）Yonsei University 

（和文）延世大学校 
 経費負担区分：パターン２ 
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（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・Lin Pay-Liam 

 協力機関：（英文）National Taiwan University 
      （和文）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：（英文）National Climate Center 
      （和文）国立気候センター 
 協力機関：（英文）Nanjing University 
      （和文）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、東京大学大気海洋研究所（AORI）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。 
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６．平成２２年度研究交流目標 
今年度は、UAW を開催しないこととなり、各地域の研究機関のメンバーが今までのよう

に一同に会することはなくなったが、これまでに構築してきた関係をベースにして、各研

究課題を継続し、また更に発展させたいと考えている。今年度も韓国から 1 名、中国から 3
名の若手研究者を 1〜3 ヶ月日本の拠点機関、協力機関に招聘し、若手研究者の養成にも引

き続き力を注ぐ。 
昨年度までは逆に日本から他地域を訪問して長期間研究するのが難しかったが、今年度は

大気海洋研究所の大学院生 1 名が 3 ヶ月程台湾に滞在して共同で研究を行う予定である。 
昨年度までは国内協力機関との協力体制において弱い部分があったが、今年度はその点

を改善したいと考えており、特に千葉大を軸に開催されるワークショップやセミナーに韓

国より 2 名、中国より 12 名ほどの研究者を招聘し、研究の幅を広げる考えである。地上及

び衛星観測と気候モデル研究の連携によって、このように日本から他地域への訪問、日本

国内の協力機関との協力体制強化といった、今まで達成が遅れていた部分にも今年度は特

に力を注ぎ、より研究協力体制を強化することを目指している 
 
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 

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

には、各年日本、韓国、中国、台湾より約 90 名の教員、PD,学生が参加し、気候問題、環

境問題等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ると共に、

交流の基盤が形成された。平成 22 年度には UAW は開催されなくなったが、それまでに構築

されてきた交流関係により、中国、韓国から計 5 名の学生が日本を訪問し、1〜3 ヶ月の滞

在期間中に様々な研究を協力して行い、そのうち 1 名は千葉大で受け入れたことから、国

内外でさらに研究交流が進んだ。 

 また、今年度は日本からも学生 1 名が 3 ヶ月間台湾を訪問して共同研究を行う等、交流

の幅が広がった。更に、日本で開催された 2 つのワークショップに中国より各分野で活躍

している研究者を招聘して研究交流を行う等、さらに研究協力体制が強化されたと言える。 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度は 4 名の学生が東大、1 名が千葉大を訪問し、気候モデルやスカイネット等を用い

てエアロゾルと雲の気候に及ぼす影響に関する研究、スカイネット解析システムに関する

研究、亜熱帯ジェットに関する研究、雲の鉛直構造の研究等、様々な研究を行い、エアロ

ゾルの間接効果の地域的特徴の解明や不確定性の減少、雲の構造の地域的特徴の明確化等

において成果を挙げた。また、今後の中国におけるスカイラジオメータのデータの質の向

上への貢献も期待できる。一方、東大の学生 1 名が台湾を訪問して台風シミュレーション

の初期値場に関する研究で成果を挙げ、1 名は沖縄で開催された観測と気候モデリングの活

動を通した気候変化研究の国際シンポジウムに参加する等、活発な交流が行われた。 
 更に、日本で開催されたアジアモンスーンに関する国際シンポジウムには中国より 5 名
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の研究者を招聘、気候変化メカニズムに関する国際ワークショプにも中国より 3 名の研究

者を招聘して、各課題に関連した研究発表や意見交換の他、観測データの入力方法や解析

方法の習得も行った。 

 

 
７－３ 若手研究者養成 

 今年度は韓国より 1名、中国より 3名の大学院生が東大大気海洋研究所に 2〜3ヶ月間滞

在し、中でも韓国の Choi In Jin 氏は計 3 度の来日により同研究所での研究を基にした博

士論文を提出しており、大気海洋研究所の中島教授が審査員となって韓国を訪問している。

また、協力機関である千葉大環境リモートセンシング研究センターにも中国より大学院生 1

名が 1 ヶ月滞在し、スカイネット解析システムに関する研究を行った。以上計 5 名の学生

が来日し、各機関で有意義な研究成果を挙げた。 

 日本からも大学院生 1名が台湾の協力機関である国立台湾大学を来訪し、3ヶ月の滞在期

間に台風シミュレーションの研究においてプログラムを作成する等の成果を挙げた。また、

日本の大学院生 1名は沖縄のワークショップに参加したことが自己の研究に役立っている。   

 上記博士論文以外にも数編の論文を発表、或いは準備中であり、若手研究者の養成には

多いに貢献したと言える。 

 

 

７－４ 社会貢献 

 毎年中国、韓国からの若手研究者の受け入れが定着し、また今年度は日本からも台湾を

来訪するなど、国際交流が活発に行われ、研究の幅も広がったという意味で、社会的貢献

も大きいと言えるであろう。特になかなか海外を長期訪問する機会に恵まれない学生たち

にとっては、非常に貴重で有意義な体験になったと思われる。また、温暖化やエアロゾル

と雲の気候への影響など、世界的に社会問題となっている気候問題の研究に当プログラム

を通して行われた研究が今後更に活かされれば、大きな社会貢献と言える。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 今年度は日本の学生 1 名が台湾を来訪したが、依然として経済レベルに依存する設備面・

技術面に差があることから、海外からの受け入れの方が多くなってしまい、日本側と相手

国側の往来を対等に行うのは難しい、という問題がある。マッチングファンドに融通性が

あるとより交流が深まるのではないか、と思われる。 
 また、今年度からそれまで行われていた UAW が開催されなくなった為、日本・韓国・台

湾・中国の若手研究者が全体で集結し交流する場がなくなってしまったのは残念であるが、

平成 23年度は研究課題を絞った形でのワークショップを開催するなどの形で対応を考えて

いる。 
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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  3 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  1 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 

 

 
 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 昨年度まで実施していた研究課題 7件を今年度も継続して研究を行った。 

平成 22 年度は、韓国から 1名、中国から 3名の大学院生が東京大学大気海洋研究所に 2〜3

ヶ月滞在し、また中国の大学院生 1 名が千葉大リモートセンシング研究センターに 1 ヶ月

滞在して、各課題に関する研究を行った。東京で開催されたアジアモンスーンに関する国

際シンポジウムには中国より 5 名の研究者を招聘し、京都で開催された気候変化メカニズ

ムに関する国際ワークショプにも中国より 3 名の研究者を招聘して、各課題に関連した研

究発表や意見交換等を行った。更に、日本からは大学院生 1 名が台湾を訪問し、別の 1 名

は沖縄で開催された国際シンポジウムに参加する等、様々な活動を行った。 

 具体的には、10-1 共同研究に記載の通りである。 

 

 

８－２ セミナー 

 

平成 22 年度は実施していない。 

 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

平成 22 年度は実施していない。 
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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>

台湾 

<人／人日>
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/90 1/90 

実績 1/89 1/89 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/92  3/92 

実績 1/73  

（1/７）

 1/73 

（1/7） 

台湾 

<人／人日> 

実施計画   0/0 

実績  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 15/214  15/214 

実績 12/283

（2/10）

 12/283

（2/10）

合計 

<人／人日> 

実施計画 18/306 1/90 19/396 

実績 13/356

（3/17）

1/89 14/445

（3/17）

 

※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>   1 ／ 4  <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 

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 23 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・東京大学大気海洋研究所・教授 

（英文）Nakajima Teruyuki・Atmosphere and Ocean Research Institute, 

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 2/85   2/85 

実績 1/73  1/73 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/20   4/20 

実績 1/88  1/88 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/105   6/105 

実績 2/161   2/161 

② 国内での交流       1 人／4人日 

２２年度の研究

交流活動 

韓国の大学院生 Choi In-Jin 氏が 3度目の来日を果たし、メソモデルを使っ

て幾つかの感度実験を行い、雲の微物理的な特性や降水効率へのエアロゾル

の効果について研究した。また、中国の大学院生 Dai Tie 氏は NICAM- 

SPRINTARS モデルを用いた研究を行った。沖縄で開催された千葉大主催のワ

ークショップは、参加者のキャンセル、予定の変更などにより、招聘はなく

なった。代わりに、この会議には東大の大学院生 1名が参加し、気候モデル

内の放射コードの感度実験と観測結果との比較について発表し、ディスカッ

ション、情報収集も行った。 

研究交流活動成

果 

Choi In-Jin 氏はエアロゾルの間接効果の不確定性を減少させることができ

た。その研究成果を基に博士の学位を取得した。沖縄ワークショップへの参

加は、学生にとっては有意義な参加となった。 

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 

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 

８ 名 （１４－４（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を用いた解析 

（英文）Analysis of Skynet flux data 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中島映至・東京大学大気海洋研究所・教授 

（英文）Nakajima Teruyuki・Atmosphere and Ocean Research Institute, 

University of Tokyo・ Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Shi Guang-Yu・中国科学院大気物理研究所・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 1/30   1/30 

実績 1/30  1/30 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/30   1/30 

② 国内での交流        人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

今年度は中国の大学院生 Bi 氏が 1ヶ月間千葉大に滞在し、スカイラジオメ

ーターを用いたスカイネット解析システムに関する研究を行った。特に、

スカイラジオメーターからのエアロゾルの光学的特性（光学的な厚さ、サ

イズ分布、複素屈折率など）を求めて、それとモデル結果とを比較する研

究を行った。 

研究交流活動成

果 

日本滞在中に得た研究成果をもとに、中国に戻った後将来的にスカイラジ

オメータのデータの質を高めることに役立つことが期待される。千葉大で

初めて受け入れる学生ということで、国内での連携も深まった。 

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 （１４－４（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－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・東京大学大気海洋研究所・教授 

（英文）Takahashi Masaaki・Atmosphere and Ocean Research Institute, 

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 

Hsu Huang-Hsiung・国立台湾大学・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 台湾  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/90  1/90 

実績 1/89  1/89 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/60   1/60 

実績 1/64  1/64 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/60 1/90  2/150 

実績 1/64 1/89  2/153 

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

中国の大学院生 Xiao 氏が 2ヶ月間大気海洋研究所に滞在し、亜熱帯ジェッ

トに関する研究を行った。また、大気海洋研究所の大学院生 1 名が国立台

湾大学に 3 ヶ月滞在し、台風シミュレーションの初期値に関する研究を行

った。 

研究交流活動成

果 

極前線ジェットと東アジア亜熱帯ジェットの相互作用に関する研究を行

い、気候モデルの中の極前線ジェットが弱く、その改良が今後の課題とな

ることがわかった。台湾を来訪した日本の大学院生は、改良したボーガス

渦を初期値として台風シミュレーションを行ったところ、結果が良くなっ

た。また、PV inversion を用いた台風初期値場作成のプログラムを作るな

どの成果を得た。 

日本側参加者数  

３ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 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）

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１４－４（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－4 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・東京大学大気海洋研究所・教授 

（英文）Kimoto Masahide・Atmosphere and Ocean Research Institute, 

University of Tokyo・ Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Jianping Li・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   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 6/30   6/30 

実績 5/19（2/10）  5/19（2/10）

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/30   6/30 

実績 5/19（2/10）   5/19（2/10）

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

アジアモンスーン観測年(AMY)が設立され、収集された観測結果のデータ

を集めて、そのデータの共有化を図ることを目的として、6月に東大駒場

キャンパスにてワークショップが開催された。本事業では中国の研究者 5

名を招聘し、データの共有化について協議した。 

研究交流活動

成果 

アジアモンスーンに関する各国の観測プロジェクトに対する相互理解が

深まり、また実際の観測データ入力方法や解析方法の習得も行い、今後の

観測データの共有化推進におおいに役立った。 

日本側参加者数  

５ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 台湾 ）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１４－３（台湾）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 

１３ 名 （１４－４（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－5 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雲の物理過程の研究 

（英文）Study on cloud physical process using NICAM global convective 

model 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）佐藤正樹・東京大学大気海洋研究所・准教授 

（英文）Satoh Masaki・Atmosphere and Ocean Research Institute, 

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 

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    

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/60   1/60 

実績 1/62  1/62 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/60   1/60 

実績 1/62   1/62 

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

中国の大学院生 Pen 氏が大気海洋研究所に 2ヶ月滞在し、NICAM モデルと

CALIPSO/CLOUDSAT のデータを使って解析を行い、雲の鉛直構造の研究を

行った。具体的には、雲の広がり具合や重なり具合、雲頂と雲底の高さ等、

様々な特性を調べた。 

研究交流活動成

果 

NICAM モデルと CALIPSO/CLOUDSAT を比較研究することにより、雲の構造

の地域的特徴がわかり、それにより雲の気候への影響が理解できた。 

 

 

日本側参加者数  

６ 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）

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１４－4（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－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）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）中島映至・東京大学大気海洋研究所・教授 

（英文）Nakajima Teruyuki・Atmosphere and Ocean Research Institute, 

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     

実績     

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

大気海洋研の SPRINTARS を用いたエアロゾル分布を再現する研究をもと

に、中国でのエアロゾル気候モデルの改良を更に進め、エアロゾル分布を

再現した。 

 

研究交流活動成

果 

エアロゾルの雲への影響に関わるエアロゾル分布を再現することで、間接

効果が南北の非対称性を持っていることが確認できた。北半球の方が地表

の冷却力が強いことが判明したことで、放射強制力の値の精度が上がっ

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 

２ 名 （１４－４（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

 

 



 13

 

整理番号 R－7 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）気候モデルを用いた気候の研究 

（英文）Studies on climate using climate models 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）阿部彩子・東京大学大気海洋研究所・准教授 

（英文）Abe Ayako・Atmosphere and Ocean Research Institute, University 

of Tokyo・ Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

U Xiao-Feng・南京大学・教授 

Ha Kyung-Ja・釜山大学・教授 

Kim Seong-Joong・韓国極地研究所・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 1/7   1/7 

実績 （1/7）  （1/7） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 3/20  3/20 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/21   3/21 

実績 3/20（1/7）   3/20（1/7）

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

今年度は GCM（全球気候モデル）の比較プロジェクトの 1 つである PMIP

ワークショップに中国の研究者 3名を招聘し、世界中の大気海洋結合大循

環モデル（GCM)の不確実性や差異の理解の為、気候モデリングと古気候デ

ータ解析に関する研究発表や意見交換を行った。 

研究交流活動成

果 

モデルの検証評価に利用される proxy データの質のチェックや不確実性

など、最新の知見が共有された。また古気候モデリングと古気候データに

関する情報共有、議論の場が提供された。若手研究者の積極的参加により、

教育的効果もあった。 

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 

３ 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 

７ 名 （１４－４（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 

 

平成 22 年度は実施していない。 

 

 

 

１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

平成 22 年度は実施していない。 
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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 381,880  

外国旅費 2,910,500  

謝金 1,249,675  

備品・消耗品購入費 165,866  

その他経費 436,775  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

95,304  

計 5,240,000  

委託手数料 524,000  

合  計 5,764,000  

 
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 999,895 6/92 

第２四半期 1,626,958 2/126 

第３四半期 1,930,380 7/231 

第４四半期 682,767 0/0 

計 5,240,000 15/449 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

韓国 288,000 円 3,100  [USD] 

台湾 428,000 円 153,000 ［NTD］ 

中国 1,950,000 円 150,000  [RMB] 

※ 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。 


