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Research Center・Professor・Kang 

In-Sik 

台湾 

 

台湾国立中央大学  

 
 

Institute of Atmospheric Physics  

・Assistant Professor・Lin Pay-Liam 

中国 

 
中国科学院大気物理

研究所  

 
 

Laboratory of Numerical Modeling 
for Atmospheric Sciences and 
Geophysical Fluid Dynamics・
Professor・Shi Guang-Yu 



 総合的評価（書面評価）  

 

評  価 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

社会問題ともなっている地球環境変動に関する学術的課題について、アジア近隣諸国の

研究者との共同研究を推進することは重要である。特に、越境汚染、台風・梅雨前線とい

った国境を越えた問題について共通認識を築くことは大変意義があり、同時に、アジアに

おける日本のリーダーシップを保持するためにも重要である。全体として日本側拠点機関

および事業推進者の努力を評価する。 

国際共同研究は、体制としては機関間の枠組みであったとしても、実際には研究者個人

間の信頼と相互理解に基いたものになるので、この事業を通じて培われた若い世代の研究

者同士の交流は、今後の当該分野、特に共通理解が必要な環境問題に関する研究の発展に

大きく寄与するものと期待できる。繰り返し実施された 1 ヶ月から数ヶ月の短期留学及び

短期間のセミナーを通した研究交流は、若い研究者の国際コミュニティを形成する機会を

与えた点でその役割は評価できる。共同研究に基いた成果が一流の国際誌に公表され、ま

た学位論文に結びつくなど、学術的成果も得られている。 

しかし、UAW 終了後の継続的なセミナーや研究交流の枠組みが新たに構築されていない

など、今後の当該グループの研究交流の発展を具体的に支援する方策が明確に示されてい

ない点は課題として残る。 

また、本事業の趣旨である「対等なパートナーシップに基づき、世界水準の研究教育拠

点を形成する」というガイドラインに沿った活動が達成されたかは少々疑問である。アジ

アから共同研究で日本を訪問した院生等が５年間で２６名に対し、日本からは院生１名が

台湾を訪問しただけであった。日本がアジアの研究教育拠点となる事を目指した事業なの

で、アジア諸国から日本へ留学する若手研究者を支援する事が中心となり、日本の若手研

究者がアジア諸国に留学する事は二次的な事業となってしまっている。本事業では、主に

日本の研究資源と知的財産を用いて、特に中国と韓国の研究者を指導したように思える。

このことは、今後の将来展望に留学生の学位指導、キャリアパス支援が主要な活動である

と記載されていることからも伺える。これは、当該課題について、相手国と日本との学術

レベル、研究インフラに差があったため、やむを得なかったのであろう。日本側と相手国

側との往来を対等に行う事は、実際問題として容易な事ではない。事業の前提として相手

側にマッチングファンドを求めているが、対等な関係の構築にやや無理が生じている。日

本が支援し、アジア諸国の若手研究者が育成され、それによってグローバルな自然科学的

問題が解決されてゆく事はすばらしい事であるが、一方で、日本の若手研究者が国際活動

の場で主導的な役割を果たすためには、本事業内容の実質的な継続への配慮も重要であろ

う。 

経費のマッチングについては、当初の 4 年度は日本側の予算に対して相手国の予算が少



なかったが（およそ 40-60%）、最終年度では相手国側（特に中国）の総予算が、日本側の

約 5 倍に急増している。これは、当該国の研究予算の増加にも関連すると思われるが、最

近の中国・インド等での研究予算の大幅な増加を考えると、日本が経費を提供することだ

けではアジアでの共同研究の優位性やイニシアチブを維持できない状況になると考えら

れる。欧米を含めて国際的に最高水準の研究レベルを示すことで、リーダーシップを維持

できるのであり、当研究拠点のポテンシャルを踏まえて、今後の事業展開に期待する。 

 



１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがっている。  

■ 概ね成果があがっている。  

□ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

 

気候・環境変動という喫緊の課題について、アジア諸国と共同研究を推進することは

重要である。本課題は、この分野の研究を国際的にも推進している拠点機関であり、ア

ジア近隣諸国との共同研究を推進するのに適している。 

平成 20、21 年度に日本、韓国、中国、台湾で合同開催した UAW (University Allied 

Workshop) を通して、国際動向等について情報交換したことも意欲的であり、若手研究

者の育成に貢献した。このワークショップによる交流をきっかけに、日本での研究活動

を希望する海外若手研究者が増え、交流が盛んになった。本事業とは別に、既に始めら

れていた枠組みのように思われる UAW を利用した活動は、本事業をより活発化したもの

として評価できるが、UAW は平成 20 年に始まり平成 21 年で終わり、その後は開催され

ていない。UAW 終了後、本事業独自の発展がどのように行われたのかが、ややわかりに

くいとともに、UAW と本事業との関係がやや不明瞭である。 

学術面では、雲とエアロゾルが気候モデルに与える影響の解析、ビン型雲モデルを用

いた雲とエアロゾルの間接効果の不確定性の評価、亜熱帯ジェットと夏季モンスーンの

関係、モデル内の寒帯前線の再現性の問題、亜熱帯ジェットの季節変化と北極振動との

関係、全球対流モデルを用いた台風やメソ低気圧、スコールラインの降雨特性の解析な

どが展開された。事業期間の数年にわたって、拠点機関を中心とした特定の研究グルー

プで繰り返し行われた学術交流は、実質的な研究面での相互理解に繋がり、地球環境研

究で大きな位置を占めるデータなどの情報収集の今後の進展に大きな役割を果たすも

のと思われる。しかし、具体的な研究成果の評価について少々疑問がある。研究目標と

して気候モデル研究、ならびにアジア域におけるデータ収集・解析が主題となっている

が、成果報告は主にモデル研究に関して記載されており、後者に関する研究成果が不明

確である。また、モデル研究についても、「各国の得意分野を活かしたモデル開発」が

いかに実施されたか不明である。本事業の支援で５年間に２編の査読付き論文が JGR に

発表され、優れた研究業績が得られているが、相手国研究者が共著者に含まれておらず、

そのうち#1 は本事業の学術的側面での成果のどの部分に対応するのかやや不明瞭であ

り、共同研究の成果と判定できない。また、成果の社会還元として、一般向け講演会の

開催や解説書の刊行が望まれる。 



若手研究者の養成に関しては、韓国・中国を中心に多くの大学院生が拠点機関を訪問

して、特にモデリング技術を修得し、一部は学位論文に結び付けるなどの交流の成果が

見られる。国際会議等で多数の成果発表が主に海外若手研究者により行なわれている。

これらの研究交流を通して、若手研究者の育成がなされ、日本側の拠点機関である東京

大学大気海洋研究所での研究教育拠点の構築に十分な成果を挙げる事ができた。しか

し、相手国からの受入は十分に行われたが、日本人若手研究者は相手国にほとんど派遣

されておらず、相互訪問による若手育成が一方的であったと思われる。また、事業終了

後の拠点活動の方策が具体的に示されていない。 

様々な複雑な側面も持つ日本･韓国･中国･台湾の相互関係の中で、気候・環境研究を

進めるのは簡単なことではないが、研究者間の、特に若い世代の実質的な交流を通して、

相互理解を深めたことには大きな意義がある。もっとも、予期していなかった出来事に

対しては、その不都合を回避できるだけの対応がなされたが、「予期しなかった成果」

というわけではない。 

 

 



２．研究交流活動の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施されている。  

■ 概ね効果的に実施されている。  

□ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

 

研究交流のためにセミナーの開催、研究者の交流と共同研究が適切に実施されてき

た。韓国･中国・台湾から、大学院生を中心に多くの若手研究者が共同研究のために拠

点機関を訪問し、その一部は訪問者の学位論文に結実している。セミナーは University 

Allied Workshop（UAW）（本事業の 2 年目である 20 年度が第 5 回であることから、既に

始まっていた枠組みと思われる）を平成 20 年度に日本で主催、次いで、平成 21 年度に

韓国で開かれた UAW にも積極的に参加し、特に 20 年度、21 年度には本事業の交流事業

の大きな部分を占めた。23 年度にはそのつながりを継続して、個別のテーマについてセ

ミナーを実施しており、事業を通じて研究交流が進んだことが理解できる。また、平成

23 年度は、東日本大震災の影響で国際交流が困難ななかでセミナーを開催しており、研

究集会参加による交流は十分であったと考えられる。 

相手国の拠点機関との協力体制については、UAW を通じた体制が継続的に維持された

ことが推察できるが、本事業で新たに発展した部分がやや不明瞭である。 

多くの研究者・大学院生が来日あるいは相手国に派遣されており、経費は妥当に執行

されたと思われる。相手国側のマッチングファンドは本国と対等とは言えないが、最終

年に多額の支援を頂いた。共同研究･セミナーなどの経費については応分負担がなされ

ていることが理解できるが、相手国側で、どのようなマッチングファンドが確保されて

いたかについては不明瞭であり、中国と韓国のマッチングファンドが最終年度に急増し

ているのは不可思議である。 

招聘・派遣による共同研究には少々偏りが認められる。アジアから共同研究を目的に

日本を訪問した院生等が５年間で２６名に対し、日本からの長期訪問は院生１名が台湾

を３ヶ月訪問しただけで、派遣が一方的であった。相手国は中国、韓国、台湾であるが、

台湾との交流が他 2 国と比べて盛んでなかった。特に、中国および韓国からはそれぞれ

10 名以上を約 1 ヶ月以上招聘して共同研究を進めているが、台湾からの長期招聘がな

い。また、日本側の受入研究者が数名に限られているようで、国内拠点として幅広く国

際交流および共同研究が推進されたかが不明である。もっとも近年、日本から海外に行



く留学生が少ない傾向は、国際化を推進する我が国としては深刻な問題であり、本事業

に限った事ではないと思われる。 

  

 

 



 

３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

■ 概ね成果が期待できる。   

□ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

 

気候変動予測のようなグローバルな研究課題では、国内外を問わず、多くの国と地域

における若手研究者の育成が重要であり、そのために日本が先陣を切ってアジア近隣諸

国の若手研究者を育成することには大きな意義がある。その意味では、本事業により研

究教育拠点としての注目度が高まり、今後も多くの若手研究者が東京大学大気海洋研究

所を訪れる事で、将来における科学技術の発展に貢献することが十分に期待される。実

際に、修士課程修了後に共同研究で来日した学生が博士後期課程に入学したり、学位取

得後に PD 研究員として就職している例があり、韓国･中国・台湾から、多くの優秀な大

学院生が短期留学の形で、拠点機関で学ぶ機会を得ている。今後さらに長期の留学や、

継続的に開催されることが期待できる個別のワークショップなどを通じて、相互交流が

さらに進むものと期待できる。 

一方、報告書にも記載されているように、受け入れの方が大きく超過している現状が、

今後どのように対等な相互交流に発展して行くかについてはやや不明瞭である。事業を

通じて培われた研究交流の具体的な発展形や事業終了後の研究交流活動の実施体制に

ついて、報告書には明確に示されていないが、本事業の経験を活かして積極的な取り組

みを計画されていると期待する。受け入れ中心から始め、長い目で見た研究者交流の積

み重ねが、相互の研究レベルの向上につながると期待でき、本事業による日韓中台間の

若手研究者の研究コミュニティの醸成は、そのスタートとして大きな意味がある。日本

側の拠点機関は気候研究で国際的にも高い評価を得ており、今後とも優れた研究活動を

続けていくと考えられる。大気海洋研究所が共同利用・共同研究拠点として認定されて

いることを活かし、所内あるいは大学全体からの支援をもとに、アジア域との交流をさ

らに広げていくことが望まれる。 

 

 


