
別添 1. 北極域研究共同推進拠点を形成する 3 研究施設の研究者リスト 

 

2020 年 12 月 1 日現在 

北海道大学北極域研究センター   

※メールアドレスの 「...」 は 「.hokudai.ac.jp」 に置き換えてください。 

職位 氏名 専門分野  

教授 深町 康 海洋物理学、極域海洋学 yasuf@arc... 

准教授 平譯 享 衛星海洋学、海洋生態学 hirawake@salmon... 

教授 綿貫 豊 動物生態学、海洋生態学 ywata@fish... 

教授 大島 慶一郎 海洋物理学、極域海洋学 ohshima@lowtem... 

教授 山本 正伸 地球惑星科学、有機地球化学、

古海洋学 

myama@ees... 

准教授 上野 洋路 海洋生態学 ueno@fish... 

准教授 山口 篤 生物海洋学、海洋生態系 a-yama@fish... 

准教授 大木 淳之 環境学、海洋化学 ooki@fish... 

准教授 佐藤 友徳 気象学、気候学、気候変動 t_sato@ees... 

准教授 西岡 純 海洋化学 nishioka@lowtem... 

准教授 野村 大樹 生物地球化学 daiki.nomura@fish... 

助教 平野 大輔 地球惑星科学、海洋物理学 hirano@lowtem... 

助教 松野 孝平 海洋生物学 k.matsuno@fish... 

教授 杉本 敦子 同位体水文学、水・炭素循環 atsukos@ees... 

教授 露崎 史朗 植物群集生態学 tsuyu@ees... 

教授 増田 隆一 分子系統学、進化遺伝学 masudary@mail.sci... 

教授 古屋 正人 地球惑星科学、自然災害科学 furuya@mail.sci... 

教授 日置 幸介 地球惑星物理学、宇宙測地学 heki@mail.sci... 

准教授 石川 守 環境学、地理学 mishi@ees... 

博士研究員 宮本 裕美子 森林生態学、生物多様性 miyamoto_y@arc... 

教授 杉山 慎 雪氷学、環境学、地球惑星科学 sugishin@lowtem... 

助教 Evgeny 

Podolskiy 

雪氷学 e.podolskiy@arc... 

教授 Greve Ralf 

Gunther  

氷床・氷河力学、惑星雪氷学 greve@lowtem... 

准教授 飯塚 芳徳 地球化学、陸域水・物質循環 iizuka@lowtem... 

助教 的場 澄人 地球惑星科学、氷河、古気候 matoba@lowtem... 

教授 大塚 夏彦 船舶海洋工学、海上物流 natsuhiko.otsuka@arc... 

教授 瀬戸口 剛 建築学、都市計画、住環境計画 setoro@eng... 

教授 森木 亮 海洋政策、海上輸送、港湾整備 amoriki@arc... 

准教授 森 太郎 建築環境、建築設備、科学教育 mori.taro@eng... 



准教授 山田 朋人 社会基盤、水工学 tomohito@eng... 

助教 安成 哲平 環境学 、気象学、雪氷学、 

大気エアロゾル 

t.j.yasunari@eng... 

助教 渡部 典大 建築学 、都市計画、建築計画 n-watanabe@eng... 

准教授 大西 富士夫 政治学 、国際関係論 fujio.ohnishi@arc... 

教授 田畑 伸一郎 理論経済学、ロシア経済 shin@slav... 

教授 加藤 博文 先住民考古学、北方人類学 h-kato@let... 

教授 児矢野 マリ 国際法学、新領域法学、政治学 koyano@juris... 

准教授 高瀬 克範 植物考古学、古民族植物学、 

先史考古学 

takase@let... 

准教授 白岩 孝行 地理学、流域保全学 shiraiwa@lowtem... 

講師 池 炫周 直美 政治学、マイノリティ n_chi@hops... 

助教 Saunavaara 

Juha Mikael 

政治学、歴史学 juha.saunavaara＠arc... 

助教 立澤 史郎 保全生態学、野生動物管理学、

人と動物の関係論、地域研究 

serow＠let... 

助教 高橋 美野梨 政治学、国際関係論、北欧地域

研究 

minoritakahashi@slav... 

特任准教授 平田 貴文 衛星海洋学、海洋生態学 tahi@arc... 

准教授 Garcia Molinos 

Jorge 

生態学、生態系モデリング jorgegmolinos@arc... 

特任教授 田中 雅人 産学官連携、北極域観光 mtanaka@arc... 

 

 

国立極地研究所国際北極環境研究センター  

問い合せ先（事務局）：aerc-kikaku@... 

※メールアドレスの「…」は「nipr.ac.jp」に置き換えてください。 

職位 氏名 専門分野 

教授 榎本 浩之 雪氷学、気候学、リモートセンシング工学 

特任教授 宮岡 宏 磁気圏・電離圏物理学 

特任教授 青木 輝夫 大気・雪氷放射学 

教授 伊村 智 植物分類学 

教授 西本 健太郎 国際法 

准教授 小川 泰信 電離圏物理学 

准教授 猪上 淳 極域気象学 

准教授 内田 雅己 微生物生態学 

助教 後藤 大輔 大気物理学 

助教 當房 豊 大気環境科学 



助教 橋本 大志 計測工学 

特任准教授 矢吹 裕伯 雪氷学、寒冷圏水循環学、凍土学 

特任准教授 西村 耕司 計測工学 

 

 

海洋研究開発機構北極環境変動総合研究センター 

問い合せ先（事務局）：jamstec-j-arcnet@... 

※メールアドレスの「…」は「jamstec.go.jp」に置き換えてください。 

職位 氏名 専門分野 

上席研究員 河野 健 海洋学 

上席研究員 菊地 隆 海洋物理学、極域海洋学 

上席研究員 村田 昌彦 海洋化学 

主任研究員 朴 昊澤 気候学、水文学、陸域生態学、モデル研究 

研究員 木村 仁 海洋物理学、極域海洋学 

副主任研究員 渡邉 英嗣 海洋物理学、極域海洋学、モデル研究 

副主任研究員 安中 さやか 海洋化学 

主任研究員 西野 茂人 海洋物理学、海洋化学、極域海洋学 

副主任研究員 伊東 素代 海洋物理学、極域海洋学 

研究員 藤原 周 生物地球化学、リモートセンシング 

上席研究員 原田 尚美 生物地球化学、古海洋学 

主任研究員 小野寺 丈尚太郎 海洋生物学、古海洋学 

主任研究員 木元 克典 海洋生物学、古海洋学 

副主任研究員 喜多村 稔 海洋生物学 

研究員 杉江 恒二 海洋生物学 

主任研究員 滝川 雅之 大気化学、気象学、計算科学 

上席研究員 金谷 有剛 大気化学、地球環境物質科学 

主任研究員 Prabir K. Patra 大気化学 

主任研究員 小林 秀樹 リモートセンシング、農業気象/森林気象、地理情報学 

主任研究員 竹谷 文一 大気化学、物理化学 

主任研究員 永井 信 リモートセンシング、植生気候学、生態学 

主任研究員 鈴木 和良 気候学、水文学、雪氷学 

副主任研究員 宮川 拓真 地球化学、大気化学、エアロゾル計測 

研究員 佐藤 永 植物生態学 

研究員 紺屋 恵子 雪氷気象学 

副主任研究員 小室 芳樹 海洋物理学、海氷-海洋モデリング 

主任研究員 建部 洋晶 気候力学、海洋物理 

研究員 草原 和弥 海洋物理学、海氷-海洋モデリング 



特任研究員 小野 純 海洋物理 

研究員 齋藤 冬樹 氷床モデリング 

副主任研究員 阿部 学 気候システム、大気・水循環、気候変動 

主任研究員 斉藤 和之 気候物理学 

副主任研究員 八田 真理子 大気水圏科学  

 


