(別紙様式１０)

２０２１年度 北極域研究共同推進拠点 共同研究等報告書
【申請区分】：

□萌芽的異分野連携共同研究

□共同推進研究

□産学官連携フィージビリティ・スタディ
■共同研究集会
【研究課題名】：

□産学官連携課題設定集会

北極域研究に関する分野横断研究の発展のためのボトムアップ型研究集会

【研究期間】：2021 年度
【共同研究員】
共同研究員

氏名

研究代表者

伊藤 優人

所属・職名

専門分野

国立極地研究所・特任研究 海氷物理
員

（拠点外）
(注 2)

研究分担者 川合 美千代

東京海洋大学 学術研究院 海洋化学

（拠点外）

・准教授

(注 2)

溝端 浩平

東 京 海 洋 大 学 学 術 研 究 海洋物理学、衛
院・助教

星リモートセン
シング

田村 岳史

国立極地研究所・准教授

海氷リモートセ
ンシング

三瓶 真

函館国際水産・海洋都市推 海洋生態学、動
進機構 調査・研究部門 プ 物プランクトン
ロジェクトマネージャー

塩崎拓平

東京大学 大気海洋研究 植物プランクト
所・准教授

阿部 泰人

ン、微生物

北海道大学 大学院水産科 海洋物理学、衛
学研究院・助教

星リモートセン
シング

和賀 久朋

日本学術振興会・海外特別 海洋光学、ベン
研究員（アラスカ大学）

トス、衛星リモー
トセンシング

藤原 泰

東京大学 新領域創成科学 海洋物理学
研究科・特任研究員

漢那 直也

東京大学大気海洋研究所・ 海洋化学
助教

徳弘 航季

北海道大学 大学院水産科 洋生物学、プラ
学院・博士３年

ンクトン学
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区分

村松 美幌

北海道大学 大学院水産科 海洋物理学
学院・博士２年

深井 悠里

北海道大学 大学院環境科 海洋生物学
学院・博士２年

鄭 心源

北海道大学 大学院環境科 海洋化学
学院・修士２年

角谷 皓平

北海道大学大学院 水産科 植 物 プ ラ ン ク ト
学院・博士２年

大嶋 護

ン

北海道大学 大学院環境科 海洋物理学
学院・修士２年

戸澤 愛美

北海道大学 大学院水産科 海洋化学
学院・修士２年

内山 亮介

東京大学大学院 新領域創 船舶海洋工学
成科学研究科・修士１年

辻本 晴香

東京海洋大学 海洋科学技 海洋化学
術研究科・修士１年

研究分担者 渡邉 英嗣

海洋研究開発機構 北極環 海洋物理学、海

（拠点内）

境変動総合研究センター・ 洋生態系モデリ

(注 2)

副主任研究員
西野 茂人

ング

海洋研究開発機構 北極環 海洋物理学、海
境変動総合研究センター・ 洋化学
主任研究員

八田 真理子

海洋研究開発機構 北極環 海洋化学
境変動総合研究センター・
副主任研究員

藤原 周

海洋研究開発機構 北極環 衛星海洋学
境変動総合研究センター・
研究員

大島 慶一郎

北海道大学 低温科学研究 海洋物理学、衛
所・教授

星リモートセン
シング

深町 康

北海道大学 北極域研究セ 海洋物理学、係
ンター・教授

上野 洋路

留観測

北海道大学 大学院水産科 海洋物理学、中
学研究院・准教授

野村 大樹

北海道大学

規模渦

北方生物圏 海洋化学、海氷

フィールド科学センター 化学、二酸化炭
素

・准教授
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松野 孝平

北海道大学 大学院水産科 海洋生態学、動
学研究院・助教

研究協力者

伊東 素代

物プランクトン

海洋研究開発機構 北極環 海洋物理学

(注 2)

境変動総合研究センター・

(注 3)

副主任研究員

(注 2) 拠点内外については、募集要項別添の北極域研究共同推進拠点を形成する３研究施設の
研究者リストをご覧ください。
(注 3) 計画申請書に含まれていなかった方でも結果的に本共同研究に参画された方（招へい者等）
が居られれば、研究協力者として記述して下さい。

【研究の内容】
(1) 概要を 400 字以内（文字のみ）で記載してください。
本研究集会の目的は若手研究者同士が研究テーマを共有して課題解決に取り組む為の「横の繋
がり」や、多面的に研究を支える中堅・ベテラン研究者と若手研究者との「縦の繋がり」の強化し、北
極域の海洋・海氷研究のボトムアップ的な発展に貢献することである。２日間に渡る研究集会を現地
＋オンライン（ハイブリッド）にて開催し、主に４０歳未満の研究者による１４件の研究口頭発表とそれ
に対する質疑応答を行った他、若手研究者のみでの意見交換も行った。集会参加者は全３０名で、
うち２１名が４０歳未満の研究者・学生であった。研究発表に関しては成果の公表よりも研究の遂行
に関わる問題点や疑問点の共有・解決に主眼を置いた。その結果、質疑応答では若手研究者およ
び学生が主体的に意見を交換する理想的な環境となった。まずはボトムアップ型の研究推進体制の
構築の第一歩となったと判断するが、今後これを如何に発展させるかが大きな課題である。
(2) 図表や写真も交えて、研究の内容や成果等を 2000 字程度でまとめてください。
研究成果の求められる大型研究プロジェクトでは研究の効率化や、そもそもの予算獲得基盤の確
立の為にトップダウン的な研究体制がとられることが多い。限られた時間の中で確実な成果を得る為
には至極真っ当な体制である。それでも、短期間で成果が得られるか否かに関わらず、新たな課題
を抽出し、解決する為の取り組みは科学の発展には欠かせない。比較的フットワークが軽く、且つ、
研究の実質的な担い手となる若手研究者や大学院生が、現行の研究プロジェクトの枠組みや研究
分野に囚われずに協力し、主体的に研究に取り組むことは新たな研究課題の抽出・解決を導きうる。
このボトムアップ的な研究体制を、我が国の北極研究の海洋・海氷分野にも取り入れる為には、①若
手研究者（以降は大学院生も含む）が各々の研究課題を他者と共有すること、②若手研究者が研究
課題を協力して解決する体制・人間関係を構築すること、③若手研究者が自身の研究課題を中堅・
ベテラン研究者と共有し、課題解決の為の支援を受けとれることにすること、が重要と考える。つまり、
若手研究者同士の横の繋がりと若手研究者とベテラン研究者の縦の繋がりの強化が重要である。
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学会発表などを通じて研究課題の共有は可能だが、実際のところ学会から共同研究（課題を協力
して解決する）に繋がったケースはあまり見られない。学会の主な目的は「得られた成果」や「完成し
た成果」の公表の場の一つであり、自身の研究に対して他人がつけいる隙をなるべく与えない事を
良しとする風潮が、学会が共同研究の発展の場にならない原因の一つではないかと考えた。特に若
手研究者においては、学会発表の際にはベテラン研究者からの矢のような質疑を如何にして回避
するかを考える面さえある。そこで、本研究集会では、むしろ若手研究者が各個人の研究の遂行上
の問題点や疑問点、端的に言えば「わからないこと」、を若手間や中堅・ベテラン研究者と共有する
ことで、ボトムアップ的な研究体制構築の足がかりとなることを目指した。
上記の様な観点の下で、１４件の口頭発表（うち１３件は４０歳未満の研究者による）を１日半、それ
に加えて若手研究者のみでの意見交換に半日の時間を設け、合計で２日にわたる研究集会を開催
した。活発な意見交換の為には現地開催が好ましいが、昨今の新型コロナウイルスに関する情勢も
鑑みて、現地（北海道大学函館キャンパス）＋オンラインでの同時開催とした。開催地を北海道大学
函館キャンパスに選定した目的として、本研究集会を大学院生向けの授業と並行することで、より多
くの若手研究者の参加を促す狙いがあった。参加者は(3)-①の通りに全３０名であり、半数以上が若
手研究者であった。また、偶然ではあるが、現地参加者のほぼ全員が４０歳未満の若手であった。現
地会場の様子は写真①②を参照。

写真①（左）、②（右）、現地会場の様子
口頭での研究発表は一人あたり２５分程度の持ち時間の中で、発表と質疑応答が半々程度になる
よう行った。発表よりも質疑応答を重視するような準備をお願いしたこともあり、各発表において平均
４名程度からの質問があった（表①）。質問者の半数が若手、半数が中堅・ベテランであった。学会
のようなベテラン研究者の質問が主体となることもなく、一方で若手会のような天真爛漫に収束のな
い議論になることもなく、課題に対する問題点の共有・解決に向けたバランスの良い質疑応答となっ
た。大学院生同士での質疑応答の掛け合いも目立ったのは特筆する点である。例えば、海洋生物を
専門とする大学院生が抱いていた海洋物理的な疑問に対して、海洋物理を専門とする大学院生の
研究テーマがその解決の糸口となるなど、大学院生同士での研究の繋がりも見られた。各個人の研
究遂行上の疑問点や問題点は自身の研究の専門外である場合が多く、本研究集会のような海洋物
理・生物・化学を専門とする研究者が一度に集う場は疑問の解決の糸口として有効であった。
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若手研究者のみの研究討論では、質疑応答の時間に収まり切らなかった議論を再度行ったほか、
本研究集会を通しての意見交換を行った。現状のコロナ禍ではほぼ全ての学会や研究集会がオン
ラインで開催されており、多くの大学院生にとっては本研究集会が初めての現地対面式の集会とな
った。オンラインによって資金的な制約がなく研究集会を行えるようになった一方で、モニターに向け
て淡々と話す形式では発表のやりがいを感じなかったが、今回の対面式の発表では手応えを感じ、
研究意欲が湧いたとの意見が、大学院生だけでなく現地参加者の共通認識であった。対面での集
会は学生間での活発な議論が生じたひとつのモチベーションとなったようである。また、現地参加者
のほぼ全員が若手研究者であり、中堅・ベテラン研究者の目を気にすることなく質疑が行えた点も、
学生間での活発な議論が行えた大きな要因となったようだ。
オンラインでの参加者にも意見を募ったところ、出張の都合がつかなかったり、コロナ禍のため移動
制限があったりする中で、現地開催のみでなくハイブリッド開催としたことで参加が可能となったメン
バーも多くいた。各質疑応答において、オンライン参加者からも適宜質問が出ていた（表①）。
以上、研究集会を通じて若手研究者同士での「横の繋がり」と若手研究者と中堅・ベテラン研究者
との「縦の繋がり」を強化し、北極域の海洋・海氷研究をボトムアップ的に推進する足がかりとなること
を目指した本研究集会の目的は達成されたと考える。しかし、これに満足してはいけない。事後アン
ケートの結果として、発表者の全員が研究の問題点解決のために何らかの手応えを感じているが、
手応えだけ感じて研究に進展がなく、時間がたってから他の研究集会などで今回と似たような発表
をして、また似たような手応えを感じることを繰り返しては、本研究集会を開催した意味が全くない。
本研究集会の参加者、特に若手研究者においては、今回を通じて得た協力関係を最大限に活かし
て自身の研究課題の進展に邁進するよう確認した。
表①、発表スケジュールおよび質疑応答
名前の太字は４０歳未満の若手研究者、下線は大学院生、斜体はオンラインでの参加者を示す。
発表開始時刻

発表者/質問者

発表タイトル
12/8

09:30~

角谷 皓平/村松、遠藤、八田

秋季太平洋側北極海におけるマイクロプランクトン群集の時空間変動
09:55~

徳弘 航季/藤原周、松野

北極海に生息する大型カイアシ類の生態に関する研究
10:35~

松野 孝平/阿部

太平洋側北極海におけるプランクトン研究を通じて
11:00~

深井 悠里/松野、徳弘、西野、阿部

堆積物中の珪藻類休眠期細胞を起点とした基礎生産過程の可能性
11:30~

藤原 周/深井、野村、西野

海氷は植物プランクトンのタネ撒き機？
13:20~

伊藤 優人/上野、伊東、阿部、藤原泰、松野、野村
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バロー峡谷での ADCP 観測で見えるもの
13:45~

村松 美幌/藤原周、藤原泰、西野、松野

Chukchi Borderland における貯熱量経年変動と太平洋夏季水の寄与
14:25~

内山 亮介/戸澤、村松、田村、漢那

2021 年度「みらい」北極海航海・波浪観測課題の結果速報
14:50~

藤原 泰/渡邊、藤原周、伊藤

海氷漂流のラグランジュ的観測
15:25~

辻本 晴香/野村、西野、藤原周、渡邊

カナダ海盆の海洋酸性化と太平洋水の性質変化
15:55~

漢那 直也/田村、八田

海氷域における微量金属研究の取り組み
12/9

09:15~

鄭心源/野村、漢那、西野、藤原周

北極海と周辺海域おける溶存メタンの動態とその生物地球化学的制御因子の解明
09:45~

戸澤 愛美/内山、渡邊、藤原泰、川合

北極海における海洋表面炭酸系成分の季節変化とその要因の定量的評価
10:10~

野村 大樹/川合、八田、西野

2021 みらい観測での採氷について
13:00~15:30

４０歳未満の全員

若手による研究討論

写真③ 若手研究者による討論後の集合写真
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(3) 本共同研究に関する活動・実績等を下表に記入してください。
①研究打合せ、学会参加・集会(注 4)、調査等
(注 4)

研究代表者、共同研究分担者、研究協力者、招へい者によるもの

日程(月日)

日数

活動内容

場所

(日)
2021.12.8

2 共同研究集会

研究代表者、共同研究分担者、研究

参加者数

協力者、招へい者の参加者名・部署

(人)

函 館 【現地参加者】

30

/オン 伊藤優人、上野洋路、阿部泰人、松野
ラ イ 孝平、藤原周、徳弘航季、深井悠里、
ン

村松美幌、角谷皓平、戸澤愛美、鄭心
源、内山亮介、辻本晴香、藤原泰、他
授業による受講者５名、（合計１９名）
【オンライン参加者】
大島慶一郎、川合美千代、伊東素代、
渡邉英嗣、田村岳史、西野茂人、八田
真理子、野村大樹、和賀久朋、漢那直
也、大嶋護、（合計１１名）

②研究論文
研究代表者並びに、研究分担者あるいは研究協力者が著者の関連論文がありましたら可能な限り
記載ください。
論文が複数ある場合は、そのフォーマットとして論文 1 の分をコピーして記載してください。
論文 1
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Abe, H., Nomura, D., and Hirawake, T. (2021): Salinity regime of the

発行年、論文タイトル、掲載

northwestern Bering Sea shelf, Progress in Oceanography, 198, 102675,

誌名、巻・号、ページ数、

https://doi.org/10.1016/j.pocean.2021.102675.

DOI、出版年月日

論文２
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Kanna, N., S. Sugiyama, Y. Fukamachi, D. Nomura, J. Nishioka: Iron supply by

発行年、論文タイトル、掲載

subglacial discharge into a fjord near the front of a marine-terminating glacier

誌名、巻・号、ページ数、

in northwestern Greenland. Global Biogeochemical Cycles, 34 (2020).
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DOI、出版年月日

論文３
項目

記入要項

回答

(1) 著 者 名 ( 共 著 者 名 含

Measures, C.I. and Hatta, M. (2021): On Using Si to Unravel Potential

む)、発行年、論文タイト

Sources of Dissolved Al to the Deep Arctic, JGR Oceans,

ル、掲載誌名、巻・号、ペ

10.1029/2021JC017399

ージ数、DOI、出版年月日

論文 4
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Fukai, Y., K. Matsuno, A. Fujiwara, K. Suzuki, M. Richlen, E. Fachon, D. M.

発行年、論文タイトル、掲載

Anderson. (2021) Impact of sea-ice dynamics on the spatial distribution of

誌名、巻・号、ページ数、

diatom resting stages in sediments of the Pacific-Arctic Ocean. Journal of

DOI、出版年月日

Geophysical

Research,

126,

e2021JC017223.

https://doi.org/10.1029/2021JC017223, July 2021.

論文 5
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Muramatsu, M., Ueno, H., Watanabe, E., Itoh M., and Onodera., J. (2021):

発行年、論文タイトル、掲載

Transport and heat loss of the Pacific Summer Water in the Arctic Chukchi

誌名、巻・号、ページ数、

Sea northern slope: mooring data analysis, Polar Science ,29,100698,

DOI、出版年月日

10.1016/j.polar.2021.100698

論文 6
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

佐藤直、徳弘航季、松野孝平 (2021). 秋季太平洋側北極海における

発行年、論文タイトル、掲載

Limacina helicina 幼生の鉛直分布. プランクトン学会報、BPSJ21-3

誌名、巻・号、ページ数、

(2021 年 11 月 27 日受理、印刷待ち)

DOI、出版年月日

論文７
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Sasa, K., Uchiyama, R., Chen, C., Terada, D., and Prpić-Oršić, J. (2021):

発行年、論文タイトル、掲載

Multiple evaluations of speed loss in rough sea voyages for 28,000-DWT bulk

誌名、巻・号、ページ数、

carrier, Developments in Maritime Technology and Engineering, 5・2, 53-61,

DOI、出版年月日

2021, DOI: 10.1201/9781003216599-7
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論文 8
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Nomura, D., Abe, H., Hirawake, T., Ooki, A., Yamashita, Y., Murayama, A.,

発行年、論文タイトル、掲載

Ono, K., Nishioka, J. (2021). Formation of dense shelf water associated with

誌名、巻・号、ページ数、

sea ice freezing in the Gulf of Anadyr estimated with oxygen isotopic ratio.

DOI、出版年月日

Progress in Oceanography, 196, 102595,
https://doi.org/10.1016/j.pocean.2021.102595.

論文９
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Hirawake, T., Oida, J., Yamashita, Y., Waga, H., Abe, H., Nishioka, J., Nomura,

発行年、論文タイトル、掲載

D., Ueno, H., Ooki, A. (2021). Water mass distribution in the northern Bering

誌名、巻・号、ページ数、

and southern Chukchi seas using light absorption of chromophoric dissolved

DOI、出版年月日

organic matter. Progress in Oceanography, 197, 10.1016/j.pocean.2021.102641.

論文１０
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Nishioka, J., Hirawake, T., Nomura, D., Yamashita, Y., Ono, K., Murayama, A.,

発行年、論文タイトル、掲載

Shcherbinin, A., Volkov, Y. N., Mitsudera, H., Ebuchi, N., Wakatsuchi, M.,

誌名、巻・号、ページ数、

Yasuda, I. (2021). Iron and nutrient dynamics along the East Kamchatka

DOI、出版年月日

Current, western Bering Sea Basin and Gulf of Anadyr, Progress in
Oceanography, 198, 10.1016/j.pocean.2021.102662.

論文１１
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Waga, H., Fujiwara, A., Hirawake, T., Suzuki, K., Yoshida, K., Abe, H.,

発行年、論文タイトル、掲載

Nomura, D. (In press). Spatial patterns in primary productivity and

誌名、巻・号、ページ数、

phytoplankton community structure in surface waters of the western subarctic

DOI、出版年月日

Pacific and Bering Sea during summer. Progress in Oceanography.

論文１２
項目

記入要項

回答

(1)著者名(共著者名含む)、

Steiner, N. S., Bowman, J., Campbell, K., Chierici, M., Eronen-Rasimus, E.,

発行年、論文タイトル、掲載

Falardeau, M., Flores, H., Fransson, A., Herr, H., Insley, S. J., Kauko, H. M.,

誌名、巻・号、ページ数、

Lannuzel, D., Loseto, L., Lynnes, A., Majewski, A., Meiners, K. M., Miller, L.

DOI、出版年月日

A., Michel, L., Moreau, S., Nacke, M., Nomura, D., Tedesco, L., van Franeker,
J. A., van Leeuwe, M. A., Wongpan, P. (2021). Climate change impacts on

9

sea-ice ecosystems and associated ecosystem services, Elementa.
https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00007.

③研究書等著書
著書名・著者名

出版年月

出版社名

凍る海の不思議: インドア派研究者の極域奮闘記

2021 年 7 月

海文堂

④特許等出願
なし
⑤研究発表(資料添付も可)
発表年月日

発表者名（共著者を含む）

発表タイトル

発表学会等名称

発表地

招待
講演
(〇)

2021.12.16

Hatta, M., Measures, C.I., Programmable
and Ruzicka, J.

Pacifichem

オンラ 〇
A イン

flow injection is 2021:

a new tool for Creative Vision
chemical

for the Future

oceanography
2021.6.2

上野洋路（北大水産）, 小 Stratification in ESSAS
松瑞紀（北大環境）, 吉兆 the

Annual オ ン ラ

northern Science Meeting イン

千一（北大水産）, 土橋稜 Bering Sea in 2021
（北大水産）, 村松美幌（北 early summer of
大水産）, 阿部泰人（北大 2017 and 2018
水産）, 今井圭理（北大水
産）, 大木淳之（北大水産）,
平譯享（極地研）
2021.06.02

村松美幌 (北海道大学大 Transport

and 2021

ESSAS オ ン ラ

学院水産科学院)、上野洋 heat loss of the Annual Science イン
路(北海道大学水産学部)、 Pacific Summer Meeting
渡邉英嗣(海洋研究開発機 Water

in

the

構 北極環境変動総合研究 Arctic Chukchi
センター)、伊東素代(海洋 Sea

northern

研究開発機構 北極環境変 slope:

mooring

動総合研究センター)、小野 data analysis
寺丈尚太郎(海洋研究開発
機構 北極環境変動総合研
究センター)
10

2021.08.10

村松美幌 (北海道大学大 Transport

and International

学院水産科学院)、上野洋 heat loss of the Joint

オンラ

Seminar イン

路(北海道大学水産学部)、 Pacific Summer Series on Arctic
渡邉英嗣(海洋研究開発機 Water (PSW) in Sciences
構 北極環境変動総合研究 the

Arctic

センター)、伊東素代(海洋 Chukchi

Sea

研究開発機構 北極環境変 northern slope:
動総合研究センター)、小野 mooring

data

寺丈尚太郎(海洋研究開発 analysis
機構 北極環境変動総合研
究センター)
2021.11.16

村松美幌 (北海道大学大 Interannual
学院水産科学院)、上野洋 variability
路(北海道大学水産学部)、 heat

第 12 回極域科 オ ン ラ
in 学シンポジウム

イン

transport

渡邉英嗣(海洋研究開発機 of the Pacific
構 北極環境変動総合研究 Summer Water
センター)、伊東素代(海洋 from

Barrow

研究開発機構 北極環境変 Canyon to the
動総合研究センター)、小野 Chukchi
寺丈尚太郎(海洋研究開発 Borderland
機構 北極環境変動総合研
究センター)、溝端浩平(東
京海洋大学 海洋科学部)
2022.03.02

村松美幌 (北海道大学大 Interannual

(予定)

学院水産科学院)、上野洋 variability
路(北海道大学水産学部)、 heat

Ocean Science オ ン ラ
in Meeting 2022

イン

transport

渡邉英嗣(海洋研究開発機 of the Pacific
構 北極環境変動総合研究 Summer Water
センター)、伊東素代(海洋 from

Barrow

研究開発機構 北極環境変 Canyon to the
動総合研究センター)、小野 Chukchi
寺丈尚太郎(海洋研究開発 Borderland
機構 北極環境変動総合研
究センター)、溝端浩平(東
京海洋大学 海洋科学部)
2022.2

藤原泰、小平翼、早稲田卓 海 氷 漂 流 の ラ 第 36 回北方圏
爾、野瀬毅彦、西澤啓太、 グ ラ ン ジ ュ 的 国際シンポジウ
内山亮介（東京大学新領域 観測
11

ム

オ ン

創成科学研究科）

ラ イ
ン

2021.11.19

藤原泰（東京大学新領域創 北極海における 2021 年度北極 オ ン ラ
波 浪 海 氷 相 互 環境研究コンソ イン

成科学研究科）

作用の観測的・ ーシアム全体集
会

実験的研究

2021.3.17-21 徳弘航季(北大院水産), 松 北極海に生息す 日 本 生 態 学 会 オ ン ラ
野孝平(北大院水産), 小野

る大型カイアシ

寺丈尚太郎(JAMSTEC), 三

類

瓶真(北大院水産), 藤原周

hyperboreus

(JAMSTEC),

原 田 尚 美

(JAMSTEC),

Eva-Maria

第 68 回大会

イン

Calanus
の

生活史の海域間
比較

Nothig（AWI）, 山口篤(北
大院水産)

2021.9.17-20 徳弘航季(北大院水産), 松 北極海に生息す 日本ベントス学 オ ン ラ
野孝平(北大院水産), 仲村

る大型カイアシ

会・プランクト

康秀(島根大), 米田壮汰(広

類食性の種間比

ン学会合同大会

島大), 角谷浩平(北大院水

較

イン

産), 辻彰洋(科博), 安藤靖
浩(北大院水産), 山口篤(北
大院水産)

2021.9.17-20 古 口 優 之 介 ( 北 大 院 水 産 ), 西部北極海にお 日本ベントス学 オ ン
徳 弘 航 季 ( 北 大 院 水 産 ),

ける中層性カイ

会・プランクト

ラ イ

Carin J. Ashjian(WHOI), 山

ア

ン学会合同大会

ン

口篤(北大院水産)

Aetideidae 科 5

シ

類

種の生態の種間
比較

2021.9.17-20 米田壮汰(広島大), 詹景鈞 デトリタス食性 日本ベントス学 オ ン ラ
(広島大), 仲村康秀(島根大),

カイアシ類スコ

会・プランクト

辻彰洋(科博), 徳弘航季(北

レシスリックス

ン学会合同大会

大院水産), 西田周平(元東

科の化学感覚機

大), 吉田将之(広島大), 大

能

イン

塚攻(広島大)

2021.4.30

Daiki

Nomura

(Hokkaido Effects of lead EGU,

General オ ン ラ

University, Japan), Alison width variation, Assembly 2021
Webb

(University

of re-freezing and
12

イン

Warwick, UK), Yuhong Li mixing
(Third

Institute

events

of on lead water

Oceanography,

MNR, structure in the

China), Manuel Dall’osto central Arctic
(Institute of Marine Science,
Spain),

Katrin

(University
UK),

Schmidt

of

Plymouth,

Elise

Droste

(University of East Anglia,
UK), Emelia Chamberlain
(University of California, San
Diego,

USA),

Kawaguchi

Yusuke

(University

of

Tokyo, Japan), Jun Inoue
(National Institute of Polar
Research,
Damm

Japan),

(Alfred

Institute,

Ellen

Wegener

Germany),

and

Bruno Delille (Universiry of
Liege, Belgium)
2021 年 6 月 6 野村大樹（北大）

雪 氷 ー 大 気 間 JpGU2021 【 大 オ ン ラ 〇

日

の 物 質 輸 送 に 気水圏科学 大 イン
関する研究：

気科学・気象学

北極海長期漂 ・ 大 気 環 境 】
流観測より

【A-AS05】 【大
気化学】

⑥国際シンポジウム等(資料添付も可)
参加をした主な国際シンポジウム等
開催時期（年月）

国際シンポジウム等名称

招待講演/議長の有無

2021.6

ESSAS Annual Science Meeting 2021

無

2021.9-10

PICES 2021 Annual Meeting

無

2021 年 6 月 6 日

JpGU2021

招待講演有

⑦本共同研究に関し実施(主催、共催、後援等)したシンポジウム・集会(注 6)等(資料添付も可)
(注 6) 研究代表者、共同研究分担者、研究協力者、招へい者以外を含む参加募集によるもの
開催日

実施

形態

シンポジ

目的及び概要
13

対象者

参加人数

地

(注 7)

ウム・集

(注 7)

(海外(注 8))

会等名称

（国、県、
市など）

2021 年 4 東京

対 面 / 北極の今 最近、北極の話題がメディ (主に)

月 25 日

オ ン ラ を知り、こ アなどで取り上げられること 一般
イン

先着 500 名

れ か ら を が多くなりました。
探る

北極は地球温暖化の影響
を最も大きく受けている地域
の一つです。今、北極では
何が起きているのでしょう
か。
北極海、シベリア、カナダ北
極圏などで長年活動してき
た研究者や北極冒険家が、
変わりゆく北極の姿を語りま
す。
また、様々な立場の人が北
極を取り巻く課題にどう取り
組もうとしているのか、その
取り組みを紹介し、北極のこ
れからについて考えます。

(注 7)
形態:シンポジウム、セミナー、公開講座、ワークショップ、その他
対象：一般、地域、学生、研究者
(注 8) 海外機関に所属するもの
⑧本拠点共同研究に係る成果が科学研究費などの外部資金の応募(予定を含む)やプロジェクトに
発展した例があればご記入ください。
・プロジェクト名

・プロジェクトの主な プロジェクト期間

・プロジェクト概要

・代表者・関係者(所属)

財源

(目的・期待効果、規模、参加

・関係研究者

・金額

国等)

・予定の場合は、(予定)

・これまでの本共同研究との関

と記載してください

連性
(300 字程度)

・極域の海氷下および 科学研究費補助金

令和 3 年～7 年

元年～2 年)の枠組みで実施し

浅海底における珪藻類 基礎研究(B)
生産の実態解明

本拠点の共同研究集会(令和
た北極海の海洋海氷研究で議

416 万円

論した珪藻類の動態に着目し、

・代表者:松野孝平 (北
14

海道大学)

海氷下と海底面での珪藻類に
よる一次生産量と種組成を明ら
かにし、海氷分布と比較するこ
とで、海氷変動による珪藻類生
産への影響を解明することを目
的としている。共同研究会の中
での議論を、本科研費申請に
向けた最初のアイデアとして活
用した。

・北極海洋生態系を育 ・ 科 学 研 究 費 補 助 令和３年～６年

・本プロジェクトでは、海氷形態

む「種」を運ぶ Dirty Ice 金 基盤研究(B)(一

の違いが北極海の春季ブルー

の役割とその空間分布 般)

ムに及ぼす影響の違いについ

の解明

て明らかにすることを目的とす

・11,050 万円

・ 代 表 者 : 藤 原 周

る。海氷融解過程を模した実験

（ JAMSTEC ） 、 八 田 真

系を構築し、異なる形態の海氷

理 子 （ JAMSTEC ） 、 塩

の下で発生する春季ブルーム

崎拓平（東京大学大気

の発達過程や形成種の違いを

海洋研究所）、松野孝

実験的に解明し、また、現場で

平（北海道大学水産学

様々な形態の海氷を採取し、

部）、伊藤優人（国立極

海氷内の堆積物量、栄養塩、

地研究所）

微量金属、および植物プランク
トン生物量を調べ、春季ブルー
ムへ及ぼす影響を評価する
・本拠点の共同研究集会(令和
２年)の枠組みで実施した北極
海の海洋海氷研究および海洋
生態系研究関係者での議論よ
り着想に至った研究課題であ
る。

⑨研究成果が一般社会産業界などに還元（応用）された事例や新しい研究分野の開拓や教育活動
に反映された事例(資料添付も可）
なし
⑩その他国際研究協力活動事例
なし
⑪学会賞等受賞、アウトリーチ、取材、その他
15

年月日

所在・出典・新聞名等

2021 年 12 日本気象学会

受賞者・関係者(所属)
田村岳史（極地研）

月7日

研究課題名・賞名・内容等
海氷生産量のグローバルマッピン
グによる地球気候の研究・2021 年
度日本気象学会堀内賞

2021.11.30

令和 3 年 日本船舶海 内 山 亮 介 ( 東 大 新 領 “Measurement and Verification of
洋 工 学 会 秋 季 講 演 域)

Directional

会 ポスターセッション

Actual Seas Using Marine Radar”・

Wave

Spectra

in

若手優秀ポスター賞 最優秀賞
2021 年 8 月 函館新聞

野村大樹

海氷の神秘感じて

14 日
記事コピ－等を添付してください。
⑫コロナ禍の影響と対策
本共同研究へのコロナ禍の影響と対策(改善・代替策、計画変更、工夫等)、助成金執行率(%)につ
いて記述してください。
影響の事象

対策の有無と内容
(計画変更・中止、改善・代替策、工夫等)

現地開催としたが、直前まで開催日程が決めら 現地にくわえてオンライン開催（ハイブリッド開
れず、都合のつかない共同研究者が多くいた。

催）も取り入れた。
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