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大学間連携研究「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」
　平成 19 年度政府予算内示において、特別教育研究経費
（研究推進）による大学間連携研究「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」が認められました。こ
の研究計画は、名古屋大学地球水循環研究センター、東京大
学気候システム研究センター、千葉大学環境リモートセンシ
ング研究センター及び東北大学大学院理学研究科付属大気海
洋変動観測研究センターが「地球気候環境研究の連携に関す
る大学附置研究センター協議会（平成 18年度幹事校：東京
大学）」を設けて内容を検討し、大学間連携研究として申請
を行ない、平成 19年度概算要求で認められました。この研
究は、温暖化など大きなストレス下にある地球気候系の診断
を行うために、気候・環境研究に関わる他の大学附置研究セ
ンターと協力してバーチャルラボラトリーを形成し、各セン
ターの特色と研究資産を活かした研究・教育を分担・連携し
て行うものです。すなわち、温暖化物質、エアロゾル・雲の

微物理量、植生指標、雲・降水系の構造に関するデータをそ
れぞれのセンターが提供し、それを領域モデルや全球モデル
によって解析するシステムを確立し、温暖化や水循環のモデ
リング精度を向上させるとともに、現場教育を通して当該分
野の若手研究者の育成を図ります。連携によるシナジー効果
によって、気候系の診断方法の確立をはかり、事業全体とし
て温暖化現象の解明などの重要課題に取り組み、地球温暖化
イニシアチブ、水循環イニシアチブ、地球観測統合システム
（GEOSS）等の我が国の重点課題に貢献します。名古屋大学
地球水循環研究センターでは現在製作中の地球水循環観測マ
ルチパラメータレーダによる観測データを雲解像数値モデル
（CReSS）に同化する研究などの新しい取り組みを行い、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の一
翼を担います。	 （上田　博）

「韓国プキョン大学校環境・海洋大学との学術交流協定締結」
　名古屋大学地球水循環研究センターとプキョン大学校環
境・海洋大学との間に学術交流に関する協定書の締結が行わ
れました。この協定は、プキョン大学校環境・海洋大学の
Lee	Dong-In 教授を研究代表者とする研究課題が韓国科技部
による研究プログラム「Global	Research	Laboratory	(GRL)	
Program	 2006」として認められ、名古屋大学地球水循環研
究センターがその連携機関として認定されたことに対応して、
両機関の共同研究及び教育協力を推進するためのものです。
協定書は 2006 年 11 月 8日にプキョン大学校環境・海洋大
学長Kim	 In-Chul 教授が本センターを訪問して調印されたも
のです。本センター長の上田博教授とプキョン大学校の Lee	
Dong-In 教授は、これまで梅雨前線にともなう降水システム
のレーダ観測に関する研究の実績があります。今後、東シナ
海における降水システムの共同観測や本センターの坪木和久
助教授が開発している雲解像数値モデル「CReSS」を用いた
台風の解析研究などの共同研究を行う予定です。	（上田　博）

学術交流協定書にサインをした、地球水循環研究センター長 上田博 
教授（右側）、プキョン大学校環境・海洋大学 Kim In-Chul 教授（中央）
及びプキョン大学校環境・海洋大学 Lee Dong-In 教授（左側）
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独立行政法人防災科学技術研究所との共同研究 
「マルチパラメータレーダ降雨観測法開発とレーダ観測データの雲解像数値

モデルへの同化法に関する研究」の締結
　名古屋大学地球水循環研究センターと独立行政法人防災
科学技術研究所は 2006 年 12 月 1日に「マルチパラメータ
レーダ降雨観測法開発とレーダ観測データの雲解像数値モデ
ルへの同化法に関する研究」の共同研究を締結しました。本
センターは現在、地球水循環観測マルチパラメータレーダを
製作中であり、防災科学技術研究所は関東において既にマル
チパラメータレーダを展開して観測網を作り、降水現象の短
時間予測を行うシステムの開発研究を開始しています。両機

関は相互に協力して、マルチパラメータレーダを用いた新た
な降水現象観測方法の開発と、観測データを雲解像数値モデ
ル（CReSS）に同化する方法に関する研究を行い、降水シ
ステムの各種過程の理解と短時間量的予測を目指します。最
初の3年間で基礎的な観測方法及びデータ同化方法の開発を
行い、将来的には実用化に向けたシステムの提案ができるよ
うな研究を目指しています。	 （上田　博）

HyARC-SELIS 合同シンポジウム「地球温暖化は水循
環をどう変えるか？」
　2006 年 11 月 9日（木）に環境総合館レクチャーホール
において、本センターと21世紀COEプログラム「太陽・地球・
生命圏相互作用系の変動学」の合同シンポジウム「地球温暖
化は水循環をどう変えるか？」を開催しました。シンポジウ
ムでは、真鍋淑郎 COE 客員教授、堀正岳 COE 研究員、気
象研究所気候研究部室長の鬼頭昭雄博士、本センターの安成
哲三教授、坪木和久助教授、東京大学生産研究所の沖大幹教
授の 6人の講演がありました。
　真鍋氏は地球温暖化の簡潔な定義の後、大気海洋結合モデ
ルを用いて、地球温暖化により湿潤域では降水量の増加に
よってさらに河川流量や土壌水分量が増加するが、相対的に
乾いた地域と季節においては、その逆になることを示しまし
た。堀氏は世界の各気象研究機関から提供された大気海洋結
合モデルによる地球温暖化シナリオ実験結果を用いて、地球
温暖化によってハドレー循環やモンスーン循環は弱くなる
か、あるいはほとんど変化しない一方、水蒸気量の増加によっ
て降水量は増加することを示しました。鬼頭氏は気象研究所
の 20km格子の高解像度大気大循環モデルを用いて 21世紀
末の気候予測実験を行い、地球温暖化による台風・熱帯低気
圧、梅雨や極端な大気現象への影響評価ができることを示し
ました。坪木助教授は台風の構造やそれに伴う暴風・豪雨

を、雲解像モデルによってかなり定量的かつ精度よく再現さ
れることを示しました。安成教授は降水量等の観測値の長期
変化傾向の研究結果と、大気モデルによる地球温暖化シミュ
レーションの予測結果を示し、モデルによる予測結果を用い
て地域的な差異を議論するにはまだ問題が多いことを示しま
した。また、地球温暖化問題に関しては、観測と理論の両面
からの研究がさらに必要であることを強調しました。沖氏は
21世紀の水需要の変化と気候変動による利用可能な水資源
量の変化の両者を考慮して、世界の水需給バランスが今後ど
のように変化していくかを最新の推計結果から示し、今後の
水循環に関する研究の方向性や洪水と気候変動の問題に関す
る議論を行いました。
　このシンポジウムは、地球温暖化による気候変動研究の最
先端の研究成果から、温暖化が世界の水需要にどのような影
響を及ぼすかといった社会問題までを理解できる非常に有意
義なものとなりました。また、平日にもかかわらず約 90名
もの参加者があり、各講演後及び総合討論では、様々な分野
からの参加者から非常に的確な質問があり、それに対する講
師の応答などを含めて、非常に活発な議論が行われました。
地球温暖化に対する関心の高さと、我々、地球水循環研究に
たずさわる者の責任の重さを痛感しました。	 （安成　哲三）
The･Fourth･China-Japan･Workshop･on･the･Lower･
Atmosphere･and･Precipitation･Study･(LAPS)
　標記ワークショップが 2006 年 9 月 19、20 日に中国北
京の中国国家気象局において 40名近くの参加者を得て開催
されました。本ワークショップは戦略的創造研究推進事業
CRESTの研究領域「水の循環系とモデリングシステム」の
中の研究課題「湿潤・乾燥大気境界層の降水システムへ与え
る影響の解明と降水予測精度の向上」の活動の一つです。本
研究は 2001 年度に採択されました。この研究では、中国淮
河流域にある寿県（Shouxian）における観測が一つの目玉
であり、中国国家気象局との共同研究がなされました。本ワー
クショップはその共同研究の一環であり、今回で第 4回目と
なります。なお、この共同研究は、故武田喬男教授がリード
された研究観測実験計画GAME/HUBEXにより培われた共
同研究実績が土台となっています。
　発表は、観測結果をもとにした数値実験 large	 eddy	

各種会議・研究集会の報告

講演者と積極的に議論する真鍋淑郎 COE 客員教授
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simulation（LES）による結果、メイユ、梅雨に伴う降水シ
ステム、また広域の大気場に関する発表などがありました。
観測からは地表面の変化による大気境界層の発達過程の変化
が明瞭に示され、また LES によりその内部構造が明らかに
されました。地面の起伏による強制上昇の影響なども示され
ました。広域解析や降水システムについてもいくつもの発表
がありました。さらに広域の地面状態の変化と降水分布との
関係についての領域気候モデルの結果なども示されました。
本研究課題は本年度で終了します。本ワークショップは本研
究計画の一つの到達点を示しました。しかし、課題名にある
もともとの目的に関していえば、未だやっとその緒についた
ところと言えます。今後の共同研究が必要とされる所以で
す。	 （中村　健治）

上海周辺と東シナ海上の梅雨前線帯における降雨シス
テムに関するワークショップ
　名古屋大学国際交流推進経費（国外派遣事業）の支給を
受け、2006 年 9月 25日（月）に名古屋大学上海事務所に
おいて、梅雨前線帯における降雨システムに関するワーク
ショップを実施しました。名古屋大学地球水循環研究セン
ターの上田博教授、坪木和久助教授、篠田太郎助手、前田
伸一郎氏（修士 2年）、Sun	Zhaobo 南京信息工程大学教授、
Min	Jinzhong 南京信息工程大学教授、Ma	Weichun 復旦大
学助教授及び上海気象局のChen	 Jingyang 博士の 8名で、
9時半から 16 時半まで、最近の研究成果と将来の共同研
究の課題について議論しました。長江から東シナ海に至る
梅雨前線周辺の降水システムや台風に関する研究及び上海
市周辺の大気境界層に関する数値実験結果について議論し、
地球水循環研究センターで開発している雲解像数値モデル

CReSSの利用を中心とする共同研究の必要性について共通
認識を得てワークショップを終了しました。	 （上田　博）

研究集会「東京湾・相模湾から太平洋への物質輸送に
与える黒潮変動影響」
　2007 年 1月 11 日に開催しました。この集会は現在まで
に行われた内湾から外洋への物質輸送の研究の結果にみられ
た、大きな外洋側の擾乱の影響の要因として黒潮を取り上げ
て、今までの国内での研究成果をレビューし、これからの共
同研究の方向性を討論することを目的としたものです。参加
者は所外から 6名、所内から 6名の 12人で、台湾からは以
前当センターの客員教授であった陳鎮東中山大教授の参加を
得ました。日本と台湾での黒潮に隣接している湾における物
質循環に及ぼす黒潮の変動を比較したところ、場所に関わら
ず黒潮の大きな影響があること、さらに台風の通過も黒潮の
変動に関係するらしいことも明らかになりました。次年度に
台湾側と合同でワークショップを開催することで合意しまし
た。	 （才野　敏郎）

LAPS ワークショップ集合写真

名古屋大学上海事務所におけるワークショップの様子。坪木助教授
の台風に関する数値実験結果について熱心な質問がなされました。

研究集会の様子

第 16回 IHP トレーニングコース（海洋学基礎）を実施
　2006 年 11 月 27 日（月）から 12 月 8 日（金）まで、
第 16 回 IHP トレーニングコースを実施しました。今回は
“Oceanography	Basics”をテーマとし、9名の講師による
3日間の講義、三重大学練習船勢水丸による 2泊 3日の伊勢
湾での海洋観測実習、愛媛大学沿岸環境科学研究センターお
よび愛媛県水産試験場への研修、人工衛星データ処理の演習

を行いました。研修生は、ユネスコから推薦されたフィリピ
ン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、スリランカ、パ
プアニューギニアからの 7名と本学環境学研究科の留学生 2
名の計 9名でした。
　講義では、地球の気候変動における海洋の役割を理解して
もらうことを目的とし陸水学、海洋物理学、海洋化学、海洋
生物学の基礎的な講義が行われました。3日間の海洋観測実

ユネスコ・アジア太平洋地域国際水文学計画（IHP）トレーニングコース
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習は 12月の伊勢湾ということもあり、熱帯域から来た研修
生には非常に厳しい環境ではありましたが、全員積極的に観
測に参加していました。
　本研修コースの内容をすべて理解し技術を身につけること
は、2週間という限られた時間の中では難しかったと思いま
すが、海洋研究に対する新たな視点を得るとともに、海洋観
測技術および観測の重要性を感じてもらえたものと考えてい
ます。研修生にはこの経験を今後の研究および仕事に生かし
てもらえればと願っています。	 （森本　昭彦）

公開講演会「人工衛星から雲と雨を観る」を開催
　2006 年 12 月 9日（土）、シンポジオンホールにおいて、
第 6回公開講演会「人工衛星から雲と雨を観る」が開催され
ました。講演会では、上田博センター長の挨拶に続き、井上
豊志郎気象庁気象研究所気象衛星・観測システム研究部第 4
室長、井口俊夫情報通信研究機構電磁波計測研究センター環
境情報センシング・ネットワークグループリーダー、増永浩
彦本センター助教授、高薮縁東京大学気候システム研究セン
ター助教授の4名が演台に立ちました。講演では、本センター
中村健治教授の司会進行のもと、気象衛星「ひまわり」等の
静止軌道衛星が捉えた雲画像の解説や、日米協力のもと開発・
運用されている熱帯降雨観測衛星（TRMM）が拓いた降水
研究の新展開などが紹介されました。
　当日はあいにくの雨模様ながら、70名近い参加者を得る
ことができ、各講演の後では活発な質疑応答が繰り広げられ
ました。台風や竜巻など、豪雨がもたらす自然災害の深刻化

公開講演会

会場の様子

名大祭研究所公開
　2006 年 6月 3日（土）の午後、名大祭の企画「研究所公
開」として一般の方に本センターに訪問いただきました。上
田センター長によるHyARCの紹介の後、各研究室の代表者
に 20分程度で最新の研究結果を分かりやすく紹介してもら
いました。参加者からは「内容は少し難しかったが、充実し
た時間が過ごせた」との好意的なコメントがありました。し
かしながら、本企画への参加者は非常に少なく、公開内容、
開催場所の再考が必要と反省しています。研究成果を世の中
に還元する意味でも一般の方に我々の研究成果を分かりやす
く紹介することは非常に重要なことであり、今後もこのよう
な企画に積極的に参加すべきだと考えています。そのために
は、一般の方が興味を引く「研究所公開」を企画しなければ
ならないと感じました。来年度以降は多くの方にHyARC研
究公開に参加して頂きたいと思っています。	 （森本　昭彦）
名古屋大学ラジオ放送公開講座
　2006 年 7月 2日、名古屋大学ラジオ放送公開講座の一環
として、本センター安成哲三教授による「水資源の問題」と
題した講演が東海ラジオで放送されました。講演では、名

古屋市の水がめである木曽川の豊富な水が、アジアモンスー
ンによってもたらされる夏季の降水に大きく依存しているこ
とが述べらるとともに、そのような降水が必ずしも未来永劫
安定した水供給源ではないかもしれないと警鐘を鳴らしまし
た。「地球温暖化」が懸念される昨今、より注目すべき問題
は「地球温暖化」に伴う降水パターンの変調であり、その予
測研究の重要性と難しさが強調されました。	 （増永　浩彦）
岡崎高校夏季体験レポート
　2006 年 8月 3日（木）午後、愛知県立岡崎高等学校の 2
年生 9名（男子 8名、女子 1名）と引率教員 1名が、本セ
ンターを見学訪問しました。岡崎高校生の来訪は、昨年に引
き続き同校「夏季体験レポート」の一環であり、進路学習の
一環として大学の研究施設で専門的な説明を受け、広い視野
から進路を見つめ将来の人生設計に役立てることを目指して
います。
　見学会では、3名のセンター教員が講師として講演に当
たったほか、実際の観測機器を使った実習を行いました。講
演会は以下のような内容で進められました：（1）坪木和久「コ
ンピュータで作る雲と雨」、（2）増永浩彦「地球温暖化と気

地球水循環研究センター施設見学・協賛活動

が懸念される昨今、人々の雲・降水現象への関心の高さが実
感されるとともに、研究の現場に携わる大学が果たす役割の
重大さを再認識する機会となりました。	 （増永　浩彦）

IHP 研修コース終了式
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岡崎高校生訪問時の集合写真 野依記念学術交流館　「宇宙から地球へ」展示会場

候変動」、（3）檜山哲哉「陸域植生と地球環境変動」。また見
学会では講義室を飛び出し、海洋気候生物学研究室によるプ
ランクトンの顕微鏡観察と海洋観測機器見学、および衛星気
象学研究室によるラジオゾンデ模擬観測実験を行いました。
　後日寄せられた参加者のレポートでは、観測装置を間近に
触れた新鮮な感激や、知っているようで知らなかった気象予
測や地球環境問題の一端を学んだ感慨が綴られていました。
高校生の若い感性が捉えた地球水循環研究の現場の姿が、彼
らの進路を決めるきっかけの一つとなれば存外の幸せです。
　	 （増永　浩彦）

ホームカミングデー
　2006 年 9月 30 日（土）に第二回名古屋大学ホームカミ
ングデイが開催され当センターも参加しました。今回は全学
テーマが「宇宙から地球へ」となり、この全学テーマに沿って、
野依記念学術交流館においてパネル 6枚、海洋観測用ブイ
及び測器、熱帯降雨観測衛星TRMMの 1／ 8模型（宇宙航
空研究開発機構所有）、TRMM搭載レーダの試作部（情報通
信研究機構所有）、台風等のモデルシミュレーションの動画、
日射等のフラックス測定器、また大気観測用バルーンを展示
しました。さらに地球水循環研究センター本館ではOBを招
いての昼食会を催しました。	 （中村　健治）

才野教授「水産海洋学会論文賞」受賞
　受賞対象となった論文は、Chiba	S,	Hirota	Y,Hasegawa	S,	
Saino	T	(2005)	North-south		contrasts	 in	decadal	scale	
variations	in	lower	trophic	level	ecosystems	in	the	Japan	
Sea.	Fisheries	Oceanography.	14:	401-412 です。気候変
動に対する海洋生態系の応答過程の解明を通じて水産海洋学
に貢献した点で評価されました。
　受賞論文では、1960-90 年代の海洋・生物データセット
に基づき、日本海の北部海域と南部海域における春季の低次
生態系の経年変動のメカニズムを比較しました。この結果、
どちらの海域でも 1970 年代半ばにおこった北太平洋の気候
のジャンプに応じた海洋構造の変化が認められましたが、そ
れに対する植物／動物プランクトンの応答は、光が生産の制
限要因となる北部と栄養分が制限要因となる南部で異なるこ
とを明らかにしました。このような海域比較研究は、気候変
動に対する地球規模の生態系の応答を統合的に理解する上で
不可欠なアプローチといえます。
　また、才野教授は 9月 20日付けで、米国ビゲロー海洋科
学研究所のAdjunct	Senior	Research	Scientist に選ばれま
した。このことによって、今後ビゲロー海洋科学研究所との
間で気候変動と海洋の生物過程の変化に関する研究の交流が
より深まることが期待されます。	 （三野　義尚）
中村健治教授「日本気象学会藤原賞」受賞
　2006 年 5 月 23 日、本センター中村健治教授は、「気象
衛星による降水過程の観測的研究に関する功績」により日本
気象学会藤原賞を受賞いたしました。藤原賞は、調査・研究・
総合報告・著述その他の活動により、日本の気象学及び気象

技術の発展・向上に寄与した研究者に与えられます。受賞理
由として中村教授の数ある業績が挙げられています。中でも、
日米協力プロジェクト熱帯降雨観測衛星（TRMM）に初期
段階から深く関わりその成功に寄与したこと、衛星解析にも
とづき全球規模の降水特性を解明する新しい研究手法を開拓
したこと、また複数の国内・国際研究プロジェクトにおいて
指導的な役割を果たし多くの若手研究者を育む土壌を造り上
げた功績が高く評価されました。	 （増永　浩彦）
安成哲三教授「水文・水資源学会国際賞」受賞
　安成哲三教授が平成 18年度の水文・水資源学会国際賞を受
賞いたしました。受賞理由は、国際共同プロジェクト「アジ
アモンスーン・エネルギー・水循環観測計画 (GEWEX	Asian	
Monsoon	Experiment,	GAME)」を領導し、アジアモンスーン
地域のエネルギー・水循環過程の実態解明とそのモデリング
研究の推進を高く評価されたことによります。	（藤波　初木）
坪木和久助教授「ベストCFDグラフィックス・アワー
ド最優秀賞」受賞
　2006 年 12 月 19 日、名古屋大学において行われた第 20
回数値流体力学シンポジウム（日本流体力学会主催）におい
て、共著者の一人として坪木和久助教授がベストCFDグラ
フィックス・アワード最優秀賞を受賞いたしました。ベスト
CFDグラフィックス・アワードはシンポジウムの講演論文
で使用された画像が応募対象で、「雲解像領域気象モデルの
力学過程へのセミ・ラグランジュ法の導入（佐藤静香氏他、
坪木助教授も共著者の一人）」の CReSS で計算した 2004
年の台風 18号をボリュームレンダリングでリアルに可視化
した画像が最優秀賞を受賞しました。	 （篠田　太郎）

平成18年度　地球水循環研究センター教員受賞報告
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Ehrhard･Raschke･客員教授
　Ehrhard	Raschke	博士は、雲と放射過程およびそれらの
衛星リモートセンシングの分野で世界をリードしている研究
者です。長くドイツ国立の研究機関であるGKSS大気物理
学研究所長を務められ、現在もハンブルグ大学名誉客員研究
員として研究活動を続けておられます。国際的な活動も活発
に進めてこられ、世界気候研究計画 (WCRP) の副計画であ
る	全球エネルギー・水循環研究計画 (GEWEX) では、その
科学推進委員会（SSG）メンバーおよび国際放射パネルメ
ンバーとして長く、国際的なエネルギー・水循環研究および
放射気候学研究をリードしてきました。また、同じGEWEX
傘下の大陸スケール水文気象プロジェクトのひとつとして、
バルト海域観測研究計画 (BALTEX) を立ち上げ、そのリー
ダーを長く務めてこられました。すでに 70歳を超える高齢
にもかかわらず、現在もなお、国際的な気象学・気候学の雑
誌に主著者も含めて、研究論文や著書を出版されています。
代表的な編著書として 1996 年に出版された「気候システム
におけるエネルギー・水循環過程のリモートセンシング（英

文）」は、この分野における最も包括的で最新の教科書とし
て、世界中の研究者・学生に広く読まれています。今回は 9
月末から 3ヶ月間本センターに滞在され、アジア・太平洋域
における雲・放射過程とその変動に関する研究を、私たちと
共同で行われました。大変気さくで話し好きであり、滞在中
も、研究室のセミナーには常時出席してくださり、アフター
5の飲み会も含め、若い研究者・院生に大いに刺激を与えて
くださいました。	 （安成　哲三）
Andrey･Andreev･客員助教授
　客員助教授Andrey	Andreev 博士が 2006 年 10月 1日
から 2007 年 3 月 31 日までの予定で滞在されています。
Andreev 博士はロシア・ウラジオストックの国立太平洋海
洋研究所で海洋の炭酸系の化学を専門として北西部北太平洋
の炭素循環の研究をしています。当センターではアリュー
シャン・千島列島海域での潮汐が植物プランクトンの消長に
及ぼす影響に関して研究を進める傍ら、二酸化炭素分圧推定
アルゴリズムの研究に関しての貴重なアドバイザー役を果た
しています。	 （才野　敏郎）

客員教授紹介

新任の挨拶
局域水循環過程研究部門　

増永　浩彦
　このたび 2006 年 7 月 1日付で本センター助教授に着任
いたしました。専門は雲や雨の気候学的研究で、おもに衛星
観測データ解析をもとに地球上の雲・降水活動を調べていま
す。雲や雨は、地球水循環の重要な構成要素であることはも
ちろん、地球放射収支や大気循環の力学機構など大気物理学

のさまざまな側面において本質的な役割を担っています。雲・
降水過程を司るメカニズムの全容を解明することは、気象予
報精度の向上はもとより、地球温暖化に伴う降水パターンの
変化といった長期的な気候変動を予測する上でも欠かせませ
ん。本センターの他教員や内外の研究者と連携しながら、地
球気候の成り立ちを少しでもより深く理解するべく、微力を
尽くしていきたいと考えています。ご指導・ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。

異動教員紹介

人事異動（2006 年 7月 1日以降の人事異動）
採　用
2006.	7.	1　増永浩彦　局域水循環過程部門　助教授

配置換（転出）
2006.10.	1　藤本正喜　環境学研究科・地球水循環研究センター会計掛長（経済学部・経済学研究科会計掛長へ）
2006.10.	1　成田信周　環境学研究科・地球水循環研究センター会計掛事務職員

（理学部・理学研究科・多元数理科学研究科経理掛事務職員へ）
2006.10.	1　山本千枝　環境学研究科・地球水循環研究センター大学院掛事務職員（工学部・工学研究科教務課学生支援掛事務職員へ）

配置換（転入）
2006.10.	1　石川佳憲　環境学研究科・地球水循環研究センター会計掛長（財務部経理・資産管理課資産管理第一掛長から）
2006.10.	1　市川美穂　環境学研究科・地球水循環研究センター会計掛事務職員（医学部・医学系研究科医事課事務職員から）
2006.10.	1　大野陽子　環境学研究科・地球水循環研究センター大学院掛事務職員（農学部・生命農学研究科教務学生掛事務職員から）

昇　任
2007.	1.	1　市川美穂　環境学研究科・地球水循環研究センター会計掛主任
	 	 	 （環境学研究科・地球水循環研究センター会計掛事務職員から）

外国人研究員
劉　康克（中国・台湾）2006.	6.21 〜 2006.	9.20
　国立中央大学水文科学研究所　教授　「海洋の炭素窒素循環と陸上水循環のかかわり」
Ehrhard	RASCHKE（ドイツ）2006.10.	1 〜 2006.12.31
　ハンブルク大学　名誉教授　　「気候システムにおける雲・放射過程の役割」
Andrey	ANDREEV（ロシア連邦）2006.10.	1 〜 2007.	3.31
　ロシア太平洋研究所　主任研究員　　「北西部太平洋の炭素循環における千島列島の役割」


