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アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施計画書 

 
 
１． 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．採用年度 
 平成 19 年度（ 5 年度目） 
 
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・新野宏 
 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 
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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 Atmospheric Physics 
 ・Assistant 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．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 年度に韓国より５名、中国より 1 名、平成

20 年度に韓国より 3 名、中国より 1 名、平成 21 年度には韓国より 3 名、中国より 5 名、平成 22 年度に

は韓国より 1 名、中国より 4 名、と毎年多くの学生および若手研究者が日本を訪れた。 
招聘者は、主に拠点機関である東京大学大気海洋研究所（旧気候システム研究センター）に滞在し、同

センターで開発した気候モデル等を使った共同研究を行い、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。また、協力機関である名古屋大学、千葉大学でも招聘者を受け入れて研究交

流を進めており、目標はかなり達成できたと言える。 
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エアロゾル・雲の放射を通した気候影響の研究、

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、領域モデルや気候モデルによる

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、東アジア亜熱帯ジェットと極前

線ジェットの相互作用の研究、2009 年韓国の異常気象に関する研究、エアロゾルの第一種間接効果、第

二種間接効果に関する研究等が挙げられる。このように、研究内容としても進展があり、目標は達成さ

れていると言えるであろう。 
 更に共同研究として平成 22 年度には日本の大学院生 1 名が 3 ヶ月台湾を訪問し、台風シミュレーショ

ンの初期条件に関する研究を協力して行った。 
 また、平成 22 年度には日本で開催された 2 つのワークショップに、各研究分野で活躍している中国の

研究者計 8 名を招聘し、研究交流を行った。 
セミナーとしては、平成 20 年度に日本で University Allied Workshop(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、気候や環境問題等に関する発表やディスカッション等が活発に

行われた。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。平成 21 年度に気候システム研究センターでの研究を希望する学生・若手研究

者が増えたのも、この UAW での交流によるところが大きい。平成 21 年度に韓国で開催した UAW も総

勢 85 名が参加して成功に終わり、研究面でも人的交流面でも大きな成果が上げられたことから、一定の

役目は果たしたということで、平成 21 年度をもって UAW というワークショップとしては、いったん終

了することになった。 
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。拠点機関である大気海洋

研究所では主にモデルを使用した研究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、21 年度は日本側協力機関と相手国側との直接の往

来はなかったが、平成 22 年度には千葉大に大学院生 1 名が 1 ヶ月滞在し、スカイラジオメーターの解析

手法を学んだ。 
以上のように、当プログラムを通じて様々な研究交流を行って協力関係を強化すると共に、若手研究

者の育成にも多いに貢献してきたことで、目標はかなり達成されていると言える。 
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７．平成２３年度研究交流目標 
 今年度は最終年度である。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５名の若手研究者を２−３ヶ月程度日

本の拠点機関に招聘する予定で、引き続き若手研究者の養成に力を注ぐ。具体的には、エアロゾルと雲

に係わるデータを収集して放射的な解析を行い、気候モデルと比較することでモデルの開発に寄与する。

また、客観解析データと気候モデル出力データを統合的に解析、比較検討することで気候モデルの発展

に寄与する。 
 日本からも昨年度に引き続き 1 名が台湾を訪問して台風シミュレーションに関する研究を更に進め、1
名は韓国を訪問して NICAM モデルを用いた研究を行い、1 名は中国を訪問して褐色雲のモデリングに

関する研究について協議を行う予定である。 
 今年度は国内協力機関との協力体制をさらに強化したいと考えている。具体的には東京大学を軸にワ

ークショップ、セミナーを開催し、日本から１4 名程度、韓国、中国、台湾から 10 名ほどの研究者と大

学院生が参加し、研究を進展する予定である。大気海洋研で開発された NICAM と呼ばれる気候モデル

を軸にし、地上及び衛星観測研究との連携によって、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力を注ぎ、より研究協力体制を強化することを目指す。 
 
 
８．平成２３年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

 昨年度まで実施していた研究課題 7 件を今年度も継続する。課題１に関しては、韓国から Yoon 氏を客

員教授として招聘し、エアロゾルが雲に与える影響を研究し雲の間接効果の誤差を減少させる。また、

大気海洋研の教授が中国を訪問し、大気の褐色雲のモニタリングに関する討議を行い、研究交流を図る。

課題２に関しては、セミナーをおこなうことで、研究の継続をはかる。課題３に関しては、中国から 3
名の若手研究者が 2〜3 ヶ月東京大学大気海洋研究所に滞在し研究を行う。また、昨年 3 ヶ月間台湾を訪

問した日本の学生が再度台湾を訪問し、台風に関する研究を継続して行う予定である。課題４に関して

は、中国側より 1 名の大学院生を招聘し、日本の気候モデルと中国の気候モデルの比較検討をおこなう。

課題５に関しては、中国から１名の学生を招聘し、モデルと観測との融合により、雲に関する気候研究

をさらに進める。また、日本の学生 1 名が韓国を訪問し、NICAM モデルに関する研究成果について協

議を行う予定である。課題６に関しては、気候に対するエアロゾルの間接効果の放射強制力の値の精度

向上について日中両国において更に研究を進める。課題７に関しては、韓国の学生を１名招聘すること

で、融雪過程と気候変動の関係を研究する。 
 
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きた。１昨年までで計 6 回開催し、毎回総勢約 80〜90 名が参加

し、気候問題・環境問題に関する発表や講義、ディスカッションを活発に行って来たが、研究交流・人

的交流の基盤作りという面でかなり目的は達成できたと思われる。また、年々規模が大きくなり、研究

分野が広がり過ぎてしまったことなどもあり、各地域の代表者で協議した結果、UAW は平成 21 年度を
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もっていったん終了することとなった。 
 それに代わるものとして、今年度は気候モデルと地上観測および衛星観測との融合をはかり、エアロ

ゾル・雲・放射に関するワークショップおよび講習会をおこない、これに中国・韓国・台湾から数名を

招聘、研究交流を続けていく予定である。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成 23 年度は実施しない。 

 

平成２３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> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 1/14 1/30 1/3   3/47 

韓国 

<人／人日> 
5/106     5/106 

台湾 

<人／人日> 
2/8     2/8 

中国 

<人／人日> 
 9/436      9/436 

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
 16/550 1/14 1/30 1/3   19/597 

 

※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 

14／56  <人／人日> 
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１０．平成２３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 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 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 1/3  
1/3 

 

<人／人日> 

    
 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
 1/3  1/3 

② 国内での交流       人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

昨年度までに 3度韓国より来日し、エアロゾルが雲に及ぼす影響に関す

る研究を行っていた Choi In-Jin 氏は、その研究成果を博士論文にまと

め、受理された。今年度は Choi 氏の指導教官である Yoon 氏が大気海洋

研究所に東京大学の客員教授として着任し、エアロゾルと雲の関係に係

わる研究を行う予定となっている。また、日本より中島教授が中国を来

訪し、大気の褐色雲のモデリングに関する協議を行う。 

期待される研究

交流活動成果 

Yoon 氏の大気海洋研の客員教授としての来日により、エアロゾルと雲の

関係に係わる研究において、更なる共同研究による新たな知見が得られ

ることが期待される。 

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 ）国（地域）側参加者数 

6 名 （１３－２ （韓国）国（地域）側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

8 名 （１３－４ （中国）国（地域）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> 

   
 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
    

② 国内での交流       人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

22 年度は中国から学生 1名が千葉大を来訪し、スカイラジオメーターで

得られたデータを解析することでエアロゾルの光学的特性について研究

した。今年度はスカイラジオメーターで得られた光学的特性とモデル出

力との比較検討を行うセミナーを開催予定なので、それと関連した、エ

アロゾルの気候への影響についての研究活動をさらに進める。 

期待される研究

交流活動成果 

地上観測、衛星観測、気候モデルを比較研究することにより、各々の精

度向上と研究連携の強化が期待される。 

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  ）国（地域）側参加者数 

3 名 （１３－４（中国）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 台湾  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

  1/30 

 

 
1/30 

中国 

<人／人日> 

3/180   
3/180 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
3/180 1/30  4/210 

② 国内での交流       人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

中国の 3名の大学院生がそれぞれ 2カ月間大気海洋研究所に滞在する。

１名は亜熱帯ジェットの季節変動に伴う南北移動について研究を行う。

のこり 2名は亜熱帯ジェット周辺の気象現象を行う。そのうち１名は冬

季に関係する北極振動についての研究を行い、もう 1名は南シナ海のマ

ッデンジュリアン振動に関する研究を行う。また、22 年度に続き、大気

海洋研究所の大学院生が国立台湾大学を訪問し、継続して台風シミュレ

ーションの初期条件に関する研究を行う予定である。 

期待される研究

交流活動成果 

今まで行ってきた亜熱帯ジェットに関する研究を継続し、亜熱帯ジェッ

トと、北極振動やマッデンジュリアン振動との関係性に関する新しい知

見が得られることが期待される。また、昨年度完成しなかった台風シミ

ュレーションの初期値作成の為のプログラム完成が期待される。 

日本側参加者数 

3 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 台湾 ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１３－３（台湾）国（地域）側参加者リストを参照） 

（ 中国  ）国（地域）側参加者数 

8 名 （１３－４（中国）国（地域）側参加者リストを参照） 

 



 
 

9 
 

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> 

1/180   
1/180 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
1/180   1/180 

② 国内での交流       人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

今年度は中国より 1名の学生を招聘し、アジア域の気候変動や、アジア

モンスーンに関する研究を行う。具体的手法としては、MIROC モデルと

LASG/IAP モデルの出力結果の比較研究を行う。 

 

 

期待される研究

交流活動成果 

中国の気候モデルと日本の気候モデルを比較検討することにより、アジ

アモンスーンに関す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  

5 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 台湾  ）国（地域）側参加者数 

2 名 （１３－３（台湾）国（地域）側参加者リストを参照） 

（ 中国  ）国（地域）側参加者数 

13 名 （１３－４（中国）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 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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 1/14  
1/14 

中国    

<人／人日> 

1/60   
1/60 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
1/60 1/14  2/74 

② 国内での交流       人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

一昨年度韓国延世大学より当研究所の博士課程学生となった Roh 氏が行

っているNICAMモデルとCALIPSO/CLOUDSATを比較する研究を今年度も継

続し、韓国を訪問して研究成果について協議を行う。また新たに中国よ

り学生を 1名招聘し、NICAM と中国のモデルの雲と衛星から得られている

雲の物理量(Cloud Cover と雲の有効半径)との比較研究を行う。 

 

期待される研究

交流活動成果 

モデルと衛星観測で得られた雲に関する物理量を比較研究することによ

り、気候にとって非常に重要な役割を果たす雲に関する新しい知見が得

られることが期待される。 

 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  韓国 ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１３－２（韓国）国（地域）側参加者リストを参照） 

（  中国 ）（地域）側参加者数 

3 名 （１３－４（中国）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）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       人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

H20 年度に Wang 氏が来日した際に行った 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

更に進める。今年度は、日本、中国で各々研究を継続、必要においてメ

ールで討論、またセミナー開催時に講義・討論・計算機演習等をおこな

い、協力関係を維持し、研究を進める。 

 

期待される研究

交流活動成果 

中国のモデルが改良されることにより、気候に対するエアロゾルの間接

効果の放射強制力の値の精度が上がることが期待される。その結果、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 ）国（地域）加者数 

2 名 （１３－４（中国）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 

Song You Hong・Yonsei University・Professor 

Zhou Zianjun・LASG/IAP/CAS/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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

   
 

韓国 

<人／人日> 

  1/90 

 

  
1/90 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
  1/90   1/90 

② 国内での交流       人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

23 年度は韓国の学生 1名が大気海洋研究所に 3ケ月間滞在し、大気海洋

結合モデルを用いて河川からの淡水流入が海洋へ与える影響について共

同研究を行う。中国とは、古気候データ解析に基づく気候モデリングの

発展等の共同研究を継続する。 

 

期待される研究

交流活動成果 

積雪・融雪過程と気候変動との相互影響についての研究を進めているが、

今年度は山岳氷河の融解に伴う北極海への淡水流入の増加傾向が気候へ

どのような影響を及ぼすか、古気候特にヤンガードライアス期の淡水流

入過程の解明が期待される。 

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 ）（地域）側参加者数 

5 名 （１３－２（韓国）国（地域）側参加者リストを参照） 

（  中国 ）国（地域）側参加者数 

7 名 （１３－４（中国）国（地域）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）JSPS・VL 観測とモデルの融合による気候研究（仮） 

（英文）JSPS・VL Climate study combining models and  
observations （tentative） 

開催時期 平成 23 年 9 月  日 ～ 平成  年  月  日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）東京大学大気海洋研究所（仮） 
（ 英 文 ） Kashiwa-shi Chiba-ken, Atmosphere and Ocean 
Research Institute, The University of Tokyo（tentative）  

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）中島映至・大気海洋研究所・教授 
（英文）Nakajima Teruyuki・Atmosphere and Ocean Research 
Institute, The 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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（   日本   ） 

日本 
<人／人日> 

A. 14/56 
B. 
C. 

韓国 

<人／人日> 

A. 4/16 
B. 
C. 

台湾 

<人／人日> 

A. 2/8 
B. 
C. 

中国 
<人／人日> 

A. 4/16 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 24/96 

B. 

C. 

A.セミナー経費から負担 
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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。） 
 
セミナー開催の目的 気候モデルと地上観測や衛星観測との融合をはかり、気候研究の向上をは

かる。エアロゾルや微量気体の動態と雲の気候影響を研究テーマとし、こ

れまで進展させてきた雲を陽に表現する気候モデルを用い、衛星観測や地

上観測で得られたデータの解析結果と比較しながら、雲の気候に与える影

響を研究する。研究発表に加え、講義・討論・計算機演習等も行う。 

尚、当セミナーは、文部科学省特別経費事業「地球気候系の診断に関わる

バーチャルラボラトリーの形成」（気候診断 VL プロジェクト）との共催

で開催の予定である。このプロジェクトは、当プログラムの日本側拠点機

関である東京大学大気海洋研究所気候システム研究系（旧気候システム研

究センター）と、協力機関となっている千葉大、名古屋大、東北大の各セ

ンターが連携して、変化する地球気候を総合的に診断する研究を行うもの

であり、当プログラムとも関連が深い為、気候診断 VL プロジェクトと共

催の形で当セミナーの開催を計画している。 

期待される成果 検証用の高精度な観測網をもつ地上観測や気候の診断に関わる衛星観測

の解析結果と、雲を直接表現可能な雲解像気候モデルの出力結果を比較研

究することにより、各々の精度向上と研究連携の強化が期待される。観測

データをアーカイブし、今まで懸念であったデータ共有化、有効利用が可

能になること、かつ人的交流によってもたらされるより密接な連携が期待

される。また、今後の中国での観測および解析の技術向上、および研究交

流の推進が期待される。さらに、気候にとって非常に重要な役割を果たす

雲、さらにアジア域の気候変動についての新しい知見が得られることが期

待される。 

セミナーの運営組織 事務局：東京大学大気海洋研究所・教授・中島映至 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容    国内旅費            金額   50 万円 
        外国旅費                56.8 万円 
       謝 金           11.9 万円  
    備品・消耗品             8.2 万円      

   その他                41 万円     
（ 韓国 ）国（地域）

側 
内容 外国旅費        金額  40 万円 

（ 台湾 ）国（地域）

側 
内容 外国旅費        金額  30 万円 

（ 中国 ）国（地域）

側 

内容 外国旅費        金額  60 万円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 

平成２３年度は実施しない。 
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１１．平成２３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 500,000 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 5,021,000 

謝金 1,160,000  

備品・消耗品購
入費 

903,000  

その他経費 1,000,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

116,000  

計 8,700,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 870,000 
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 9,570,000  

 

 

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 1,608,000 3/134 

第２四半期 3,956,000 28/249 

第３四半期 2,357,000 2/270 

第４四半期 779,000 0/0 

合計 8,700,000 33/653 

 


