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and there is more to do. Prof. Hiyama, Dr. 
Park, and I have decided to continue the 
joint work into the future. We will rerun 
the hydrology model for some large artic 
basins, and we expect better results in 
flow simulations with improved precipita-
tion input.
　　During my visit at ISEE, I attended 
some workshops and meetings. In late 
September, I went to the Third Pole Envi-
ronment Program annual workshop at 
the Gothenburg University in Sweden and 
presented my work on the applications of 
remote sending products for northern 
hydrology research. In late September, I 
a lso part ic ipated the iLEAPS-Japan 
Science Meeting at ISEE and learnt the 
new development of the program in 
Japan. In early November, I took part in 

discontinuities of precipitation measure-
ments induced by changes in observation 
methods and by different observation 
techniques used across national borders; 
and (4) biases of gauge measurements, 
such as wind-induced under-catch, wet-
ting and evaporation losses, and underes-
timate of trace amount of precipitation. 
Prof. Hiyama and I decide to take on this 
challenge, i.e. working together through 
close collaboration with Dr. Park from the 
Japan Agency for Marine-Earth Science 
and Technology (JAMSTEC) to improve 
and update an Arctic snowfall/precipita-
tion dataset, and to assess the impacts of 
better data in large-scale hydrological 
model  analyses.  Over  the past  few 
months, we have updated the bias-cor-
rected Arctic precipitation database to 
2017. We have generated a subset for the 
Lena river in Siberia, i.e. daily meteorolog-
ical and precipitation data for about 150 
stations in the watershed. We have com-
pared our data with other products and 
found some differences. We also worked 
on the data to produce inputs for the 
hydrological model, the CHANGE model. 
We will soon set up the model and run it 
with different precipitation inputs. We 
have made good progress on this project 

　　In early September 2018, I came to 
ISEE as a Designated Professor to con-
duct joint research on northern climate 
and hydrology with  my host ,  Prof .  
Tetsuya Hiyama and his group. Now it is 
late November, I am writing this piece for 
the ISEE newsletter, since my 3 months 
visit is almost over. I cannot stop wonder-
ing where and how my time went? Time 
really flies when we are having fun. It is 
indeed a great time for me to work and 
l ive at Nagoya University in the fal l  
season. I really enjoyed the warm weath-
er, my work, and the friendship with my 
Japanese colleagues.
　　The joint  project  is  about high 
latitude precipitation and its impact to 
large scale hydrology, including modeling 
of streamflow. Arctic precipitation has 
been a challenge for decades and is still a 
major obstacle to our current efforts to 
quantify the water and energy cycle of 
the northern regions. The major factors 
for the uncertainties in the estimation of 
precipitation in the high latitude regions 
include: (1) sparseness of the precipita-
tion observation networks; (2) uneven 
distribution of measurement sites, i.e. 
biased toward coastal and the low-eleva-
tion areas; (3) spatial  and temporal 
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fascinating history.
　　Finally, I want to say thanks all at 
ISEE to host me and I will miss this group 
at the Nagoya University. I do hope to 
visit this wonderful city and university in 
the future. I am also ready and looking 
forward to meeting and hosting some 
Japanese visitors in Victoria Canada.

on water and chemical flux from large 
rivers in permafrost regions of Canada. I 
also attended the weekly seminar of the 
Laboratory of Hydroclimatology at ISEE. I 
enjoyed the meetings and discussions 
with colleagues both at ISEE and from 
other groups in Japan. In mid-November, 
I traveled to Takayama via JR train and I 
was very happy to tour the old town with 

the  ISEE Workshop on Urban "Wa -
ter-Food-Energy" nexus, and presented 
my work at the 40th ISEE/CICR colloqui-
um on arctic hydroclimatic regimes and 
changes in a warning climate. In mid-No-
vember, I participated in the ISOP and 
Japan Permafrost Association annual 
meeting at the National Institute of Polar 
Research (NIPR), and gave a review talk 

「世界中のど
こかで空を見上
げている人達の
世界を限りなく
拡げ、そんな世
界を限りなく身

近なものにしたい」、これが約12年
前、その後入社することになる会社の
エントリーシートに書いた志望動機
でした。現在、私は航空会社の整備部
門に所属し、ボーイング787型機に
おけるエンジン整備契約の履行管理
を担当しています。非常にやりがいの
ある仕事で、航空運送事業における
エンジン整備の知見はもちろんのこ
と、エンジンメーカーが展開するビジ
ネスモデルの理解や、ファイナンス・
アカウンティングの知識が求められ、
確実な契約履行のために日々奮闘し
ております。
私の学生時代は、すでにご勇退さ

れた小島先生をはじめ、徳丸先生、藤
木先生のご指導のもと、太陽風の消
失イベントについて研究をしていまし
た。非常にアットホームな研究室で、
教員と学生の距離が近く、毎日歓談

の場があり、日常のたわいもない話に
花を咲かせていたのを覚えています。
研究のための一要員ではなく、学問と
向き合う一人の人間としてご指導頂き、
非常に恵まれた環境で2年間を過ごす
ことができました。
振り返ってみると、当時の研究所に

集った研究者や学生は様々なバックグ
ラウンドを持った人達ばかりだったの
で、日々、多様な価値観に触れることが
できました。今考えると、こういった環
境での経験が新しい価値観に対する
興味を強くし、宇宙物理学を専攻する
動機となった「物理的に非常に遠くで
起きているであろう現象を、数字を使っ
て目の前にある紙の上で表現できる学
問」への好奇心と相まって、上で書いた
志望動機を持つに至ったのかもしれま
せん。
入社後は整備士としてエンジン整備

に6年間従事し、その後の5年間で、エ
ンジンの生産管理や部品計画を担当し
てきました。2017年には当時担当して
いたボーイング767型機という機種
で、エンジンメーカーとエンジン部品
に関する整備契約を締結し、この出来

事は新聞にも掲載されました（写真
は契約交渉の妥結直後にメーカー
側の担当者と撮ったものです、本人
左から2番目）。学問の世界にしかな
い美しさはそこにはありませんが、ビ
ジネスの世界にしかない、人が介在
することで生まれる難しさや楽しさ
を強く感じたことを今でも覚えてい
ます。今後も志を高く保ち、世界中の
どこかで空を見上げている人達の未
来に貢献できるよう、日々、尽力して
参ります。末筆ながら、皆様のご活躍
と、貴校の益々のご発展をお祈り申
し上げます。

村上　太一
平成19年3月 理学研究科博士前期課程修了
（太陽地球環境研究所 太陽圏プラズマ物理学研究室
  所属）
勤務先： 全日本空輸株式会社
所　属： 整備センター 部品事業室 部品計画部 
　　　　契約管理チーム

　8月2日から10日まで、中国浙江海洋大
学から学部生14名・大学院生14名・教員
３名が宇宙地球環境研究所を訪れ、衛星
海洋学に関するトレーニングコースを受
講しました。これは2014年に環境学研
究科で学位を取得し、現在浙江海洋大学
の講師Xu Yongjiu博士が企画したもの

です。本研究所陸域海洋圏生態研究部
の石坂丞二教授、相木秀則准教授、富田
裕之特任助教などが講師を務め、物理海
洋学、生物海洋学、衛星海洋学の授業お
よび、船舶・モデル・衛星のデータ解析の
実習を行い、最後にグループ研究の結果
を発表しました。

中国浙江海洋大学学生を対象とした衛星海洋学に関する
トレーニングコースを開催　陸域海洋圏生態研究部　教授　石坂　丞二
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