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21 世紀に入り、人類の文明は質的にも量的にもこれまでに

ないかたちで急速な進化を遂げつつあります。特に、加速度的

に進む情報化革命、太陽系全域に広がる宇宙探査と GPS など

に代表される宇宙技術の幅広い社会利用、多様な種の危機を高

めると共に人類社会の脅威にもなりつつある急激な環境変動

などは、これまでに我々が経験したことのない新しい世界を生

み出しつつあります。これらの問題に的確に対応し、我々の未

来を切り拓くためには従来の科学研究の枠組みを見直し、新し

い視点から科学と技術を発展させることが不可欠であろうと

考えられます。 

名古屋大学宇宙地球環境研究所は、これまでそれぞれ個別の分野で科学研究の最前線を担ってきた名古屋大学太

陽地球環境研究所、地球水循環研究センター、年代測定総合研究センターを統合し、分野を超えた研究者の連携に

よって未来を拓く新たな研究の発展を目指して 2015 年 10 月 1 日に発足した全く新しい研究所です。本研究所は、

地球・太陽・宇宙を一つのシステムとして捉え、そこに生起する多様な現象のメカニズムと相互作用の解明を通し

て、地球環境問題の解決と宇宙に広がる人類社会の発展に貢献することを最も重要なミッションとして活発な研究

活動を開始しています。 

このため、本研究所では総合解析研究部、宇宙線研究部、太陽圏研究部、電磁気圏研究部、気象大気研究部、陸

域海洋圏生態研究部、年代測定研究部の 7 つの多様な研究部からなる基盤研究部門を組織してそれぞれの領域の研

究力を強化すると同時に、国際連携研究センター、統合データサイエンスセンター、飛翔体観測推進センターの３

つの附属センターを設置して研究環境の整備を進めています。また、関連する分野の専門家からなる運営協議会を

所長の諮問機関として設置し、多様で活発な議論を通して、研究所の戦略と運営に対する貴重な意見を幅広く取り

入れています。 

本研究所の果すべき重要な役割の一つは異なる関連研究分野のハブとなり、融合と交流を通して優れた研究を発

展させると共に、新たな学問分野の創成に貢献することです。その一環として本研究所は 2016 年 4 月より 6 年

間、我が国の共同利用・共同研究拠点の一つに位置づけられる「宇宙地球環境研究拠点」として文部科学省の認可

を得ました。この新しい拠点として本研究所は、宇宙科学と地球科学を結びつけ宇宙地球環境を包括的に理解する

研究基盤を構築するための活動を国内外の研究者の強い協力のもとに進めています。本研究所の共同利用・共同研

究事業は、国際共同研究、外国人招聘型共同研究、国際ワークショップ、一般及び奨励（大学院生向け）共同研究、

共同研究集会、計算機利用共同研究、データベース作成共同研究、質量分析共同研究など多様な枠組みからなり、

国内外の研究者からの積極的な提案をもとに研究活動を推進しています。 

特に、本研究所では太陽活動に起因する長期的な気候変動のメカニズムを理解する「太陽活動の気候影響プロジ

ェクト」、太陽面爆発などの宇宙における変動現象とそれに起因した地球環境と社会への影響を科学的な理解に基

づいて予測する「宇宙地球環境変動予測プロジェクト」、地球と宇宙空間の境界ともいえる電離圏と下層大気の相

互作用を明らかにすることで安全・安心な宇宙利用に貢献する「大気プラズマ結合過程プロジェクト」、地球大気

のエネルギー収支を理解する上で最大の不確定性を与えるエアロゾルと雲の理解を目指して室内実験、フィールド

観測、数値シミュレーションなどの多角的研究を進める「雲・エアロゾル過程プロジェクト」の４つのプロジェク

ト課題を設定し、集中的にそれらの共同研究を推進しています。 
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2016 年度はこうした新しい共同利用・共同研究の第 1 年度にあたることから、しっかりとした準備を整えるた

め共同研究の利用開始が多少遅れましたが、最終的に 245 件の様々な共同研究を実施することができました。ま

た、本研究所は関連研究の国際化を強く推進するための施策を進めています。特に、2016 年度は国際共同研究の

充実を図るため 14 名の外国人研究者を招聘し、共同研究やセミナーなどを研究所内外で実施しました。これらの

活動は我が国の国際的な研究水準の向上と共に、研究成果の国際的な展開と普及にも大きな貢献をするものです。 

教育面では、本研究所の研究室は名古屋大学大学院理学研究科、工学研究科、及び環境学研究科のいずれかに所

属しており、研究所内には３つの異なる研究科の大学院生が日常的に交流しながら研究を進めています。こうした

文字通り分野融合型の大学院教育は他に例を見ないユニークなものであり、現在、名古屋大学で進めている博士課

程教育リーディングプログラムとも連動して、幅広い視野を持つ新たな人材の育成に繋がることが期待されていま

す。 

また、名大祭に合わせた研究所公開（6 月）、宇宙と地球の「嵐」をテーマにした公開講演会（7 月）、樹木年輪・

年縞堆積物から過去の太陽活動と地球の古気候を探る小中学生向け夏休み体験学習（8 月）、太陽観測衛星「ひの

で」10 周年記念講演会（9 月）、名古屋大学ホームカミングデイにおける研究室公開（10 月）など、市民に向けた

積極的な情報発信も実施しました。さらに、太陽フレアの前兆現象の発見、惑星形成論に重要なインパクトを与え

る系外惑星の観測、過去の宇宙線が極端に増加したイベントの発見、地球から月に到達した酸素の直接観測の成功、

磁気嵐の予測に向けた新しいシミュレーションの開発、電波を使った太陽コロナ磁場の新しい計測法の開発など最

新の研究成果のプレスリリースも多数行いました。一方、北海道陸別町や鹿児島県垂水町など、研究所の観測所が

ある地域と連携した市民参加型の科学イベントを今年も実施しています。こうした活動を通して、多数の市民のみ

なさんの本研究所に対する強い期待と研究内容への関心の高さを改めて知ることができました。 

本年報は本研究所の第 2 年目、共同利用・共同研究拠点として初年度にあたる 2016 年 4 月より 1 年間の研究成

果と研究所の活動を取りまとめたものです。なお、2017 年度より本研究所の所長を町田忍前所長から引き継ぎ、

新たな執行部体制のもとこれまでの成果をさらに拡大する努力を続けています。宇宙と地球を探る新たな科学の創

出と科学研究を通した社会への継続した貢献を目指して、未来を切り拓く新研究所としての役割を今後共果たして

行きたいと考えています。多くの皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

宇宙地球環境研究所 所長 
草野 完也 
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太陽地球環境研究所 地球水循環研究センター 年代測定総合研究センター

1949年（昭和24年）5月
名古屋大学の附置研究所として空電研
究所を設立
1958年（昭和33年）4月

名古屋大学理学部附属宇宙線望遠鏡研
究施設を設立

1990年（平成2年）6月
空電研究所と宇宙線望遠鏡研究施設を
廃止・統合し、名古屋大学太陽地球環
境研究所（全国共同利用）を設立
1995年（平成7年）4月
共同観測情報センターが発足

2003年（平成15年）4月
陸別観測所が発足

2004年（平成16年）4月
ジオスペース研究センターが発足

2006年（平成18年）3月
研究所本部を東山キャンパスに移転

2010年（平成22年）4月
共同利用・共同研究拠点に認定

1957年（昭和32年）4月
名古屋大学理学部附属水質科学研究
施設を設立

1973年（昭和48年）9月
名古屋大学水圏科学研究所に改組

1993年（平成5年）4月
名古屋大学大気水圏科学研究所（全
国共同利用）に改組

2001年（平成13年）4月
名古屋大学大気水圏科学研究所の一
部を母体として地球水循環研究セン
ターを設置

2010年（平成22年）4月
共同利用・共同研究拠点に認定

1981年（昭和56年）2月
名古屋大学アイソトープ総合センター
分室として天然放射能測定室を設置

1982年（昭和57年）3月
タンデトロン加速器質量分析計1号機
の設置完了
1987年（昭和62年）1月
タンデトロン加速器質量分析計1号機
の学内共同利用開始
1990年（平成2年）6月
名古屋大学年代測定資料研究センター
が発足

1997年（平成9年）3月
タンデトロン加速器質量分析計2号機
の設置完了

2000年（平成12年）4月
名古屋大学年代測定資料研究センター
の改組により、名古屋大学年代測定総
合研究センターが発足。CHIME年代測
定装置を理学部より移設し、運用開始。

2015年（平成27年）10月
太陽地球環境研究所、地球水循環研究センター及び年代測定総合研究センターを統合し、

宇宙地球環境研究所 が発足

2016年（平成28年）1月
共同利用・共同研究拠点「宇宙地球環境研究拠点」に認定
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運 営 協 議 会

副 所 長

所 長

共同利用・
共同研究委員会

教 授 会

基盤研究部門

附属国際連携研究センター

附属統合データサイエンスセンター

附属飛翔体観測推進センター

技術部 (全学技術センター)

図 書 室

研 究 所 事 務 部

総合解析研究部

宇宙線研究部

太陽圏研究部

電磁気圏研究部

気象大気研究部

陸域海洋圏生態研究部

年代測定研究部

母子里観測所

陸別観測所

富士観測所

鹿児島観測所

各 種 委 員 会

第一図書室

第二図書室
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所長 町田 忍 

副所長 石坂 丞二 

副所長 草野 完也 

総合解析研究部 

 
  
 教授 町田 忍 

 教授 草野 完也（兼） 

 准教授 増田 智 

 准教授 三好 由純（兼） 

 特任准教授 斎藤 慎司 *1 

 講師 梅田 隆行（兼） 

 助教 家田 章正 

 助教 今田 晋亮 

 研究員 飯島 陽久 ○ 

 研究機関研究員 津川 靖基 

 日本学術振興会特別研究員PD 栗田 怜 ▲ 

 日本学術振興会特別研究員PD 松田 昇也 ○ 

 招聘教員(客員教授) 柴﨑 清登 

 *1 理学研究科所属 

宇宙線研究部 

 教授 伊藤 好孝 

 教授 田島 宏康（兼） 

 准教授 増田 公明 

 准教授 松原 豊 

 准教授 阿部 文雄（兼） 

 特任准教授 山岡 和貴 *1 

 講師 﨏  隆志 

 助教 奥村 曉 

 特任助教 三宅 芙沙 *2 

 特任助教 毛受 弘彰 *1 

 技術補佐員 森川 欽治 

 
*1 理学研究科所属 
*2 高等研究院所属 

太陽圏研究部 

 教授 德丸 宗利 

 助教 藤木 謙一 

 
 

2016 年４月 1 日–2017 年３月 31 日 
▲：2016 年度 転出・退職 
○：2016 年度 転入・採用 

電磁気圏研究部 

 教授 平原 聖文 

 教授 塩川 和夫（兼） 

 特任教授 藤井 良一 ▲ 

 准教授 大塚 雄一 

 准教授 野澤 悟德 

 准教授 西谷 望（兼） 

 講師 大山 伸一郎 

 特任助教 西野 真木 *1 

 研究員 新堀 淳樹 ○ 

 研究員 松村 充 ○ 

 研究機関研究員 元場 哲郎 ▲ 

 招聘教員（客員准教授） 小川 泰信 

 招聘教員（客員准教授） 齋藤 義文 

 招聘教員（客員准教授） 松岡 彩子 

 学振外国人特別研究員 Cai Lei ○ 

 *1 工学研究科所属 

気象大気研究部 

 教授 水野 亮 

 教授 髙橋 暢宏（兼） 

 教授 坪木 和久（兼） 

 教授 松見 豊（兼） 

 准教授 長濵 智生 

 准教授 増永 浩彦 

 准教授 篠田 太郎（兼） 

 講師 中山 智喜 

 助教 中島 拓 

 特任助教 大東 忠保 

 研究員 大山 博史 ▲ 

 研究員 福富 慶樹 ○ 

 研究員 古澤 文江 

 技術補佐員（研究支援推進員） 鈴木 和司 

 研究アシスタント 中川 真秀 ▲ 
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陸域海洋圏生態研究部 

 教授 石坂 丞二 

 教授 檜山 哲哉（兼） 

 准教授 相木 秀則  

 准教授 熊谷 朝臣 ▲ 

 講師 藤波 初木 

 助教 三野 義尚 

 特任助教 中井 太郎  

 研究員 髙橋 厚裕 ▲ 

 研究機関研究員 齋藤 隆実 ▲ 

 技術補佐員 塚本 廣孝 ▲ 

 研究アシスタント 初塚 大輔 ▲ 

年代測定研究部 

 教授 榎並 正樹 

 教授 北川 浩之 ○ 

 准教授 南  雅代 

 准教授 加藤 丈典（兼） 

 准教授 増田 公明（兼） 

 助教 小田 寛貴 

 研究機関研究員 窪田 薫 ▲ 

 研究機関研究員 栗田 直幸 ○ 

 研究機関研究員 奈良 郁子 

 日本学術振興会特別研究員PD 田口 知樹 ▲ 

 技術補佐員 西田 真砂美 

 技術補佐員 日比 由利子 ○ 

 技術補佐員（研究支援推進員） 吉田 澪代 

 招聘教員 鈴木 和博 ▲ 

 招聘教員 田中 剛 ▲ 

 招聘教員 中村 俊夫 

国際連携研究センター 

 センター長・教授 塩川 和夫 

 教授 檜山 哲哉 

 教授 榎並 正樹（兼） 

 教授 水野 亮（兼） 

 特任教授 Martin Gerard Connors ○ 

 特任准教授 Antti Ensio Kero ▲ 

 
  
 
特任准教授 Joseph Benjamin Harold 

Baker ○ 

 特任准教授 Pavlo Ponomarenko ▲ 

 特任准教授 Jeongwoo Lee ▲ 

 准教授 西谷 望 

 准教授 熊谷 朝臣（兼）▲ 

 准教授 野澤 悟德（兼） 

 講師 﨏 隆志（兼） 

 講師 藤波 初木（兼） 

 特任助教 五十嵐 康記 ▲ 

 研究員 金森 大成 

 研究員 西野 真木 *1 

 研究員 田 采祐 ▲ 

 
  
 
研究員 Claudia Maria Martinez 

Calderon ▲ 

 招聘教員（客員教授） 品川 裕之 

 招聘教員（客員教授） 原薗 芳信 ○ 

 招聘教員（客員教授） 朴 昊澤 ○ 

 母子里観測所  

 技術補佐員 池神 優司 

 技術補佐員 瀬良 正幸 

 外国人研究員（客員教授）  

 H28.9.15–H28.12.14 Hisao Takahashi 

 H28.10.1–H28.12.31 Nanan Balan 

 H29.3.1–H29.5.31 Bernhard Kliem 

 *1 工学研究科所属 
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統合データサイエンスセンター 

 センター長・教授 草野 完也 

 教授 坪木 和久 

 教授 石坂 丞二（兼） 

 教授 町田 忍（兼） 

 准教授 阿部 文雄 

 准教授 加藤 丈典 

 准教授 三好 由純 

 准教授 増田 智（兼） 

 准教授 増永 浩彦（兼） 

 特任准教授 堀  智昭 ▲ 

 講師 梅田 隆行 

 助教 家田 章正（兼） 

 助教 今田 晋亮（兼） 

 特任助教 金田 幸恵 

 特任助教 桂華 邦裕 ▲ 

 特任助教 塩田 大幸 ▲ 

 特任助教 小路 真史 

 特任助教 宮下 幸長 ▲ 

 特任助教 吉岡 真由美 ▲ 

 特任助教 井上 諭 ○ 

 特任助教 寺本 万里子 ○ 

 研究員 梅村 宜生 

 研究員 加藤 雅也 ▲ 

 研究員 伊集 朝哉 ○ 

 研究員 吉岡 真由美 ○ 

 研究員 諸田 雪江 ○ 

 技術補佐員 萱場 摩利子 

 技術補佐員 前田 麻代 

 技術補佐員（研究支援推進員） 塚本 隆啓 

 研究アシスタント Johan Muhamad ▲ 

 招聘教員(客員教授) 笠原 禎也 

 招聘教員(客員教授) 関 華奈子 

 招聘教員(客員准教授) 鹿野 良平 

 招聘教員(客員准教授) 篠原 育 

 招聘教員(客員准教授) 原 弘久 

飛翔体観測推進センター 

 センター長・教授 髙橋 暢宏 

 教授 田島 宏康 

 教授 松見 豊 

 特任教授 村上 正隆 ○ 

 教授 石坂 丞二（兼） 

 教授 坪木 和久（兼） 

 教授 平原 聖文（兼） 

 准教授 篠田 太郎 

 特任助教 富田 裕之 

 研究員 纐纈 丈晴 ▲ 

 研究員 Woonseon Jung ○ 

 技術補佐員 笹子 宏史 

 技術補佐員 田中 知子 

 招聘教員(客員教授) 川崎 昌博 

 招聘教員(客員教授) 小寺 邦彦 

 招聘教員(客員教授) 黒田 能克 

 招聘教員(客員准教授) 成澤 泰貴 

技術部（全学技術センター所属） 

 技術専門員 池田 晃子 

 技術専門員 児島 康介 

 技術専門職員 川端 哲也 

 技術専門職員 瀨川 朋紀 

 技術専門職員 濱口 佳之 

 技術専門職員 丸山 益史 

 技術専門職員 民田 晴也 

 技術専門職員 山﨑 高幸 

 技術専門職員 山本 優佳 

 技術職員 足立 匠 

 技術職員 久島 萌人 

 技術職員 藤森 隆彰 
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協力研究員 

 林 啓志  

 水野 晃子  

 福富 慶樹 ▲  

 堀 久美子 ▲ 

 田 采祐 ▲ 

 Claudia Maria Martinez Calderon ○ 

外国人共同研究員 

 H28.9.1–H29.8.31 Anglu Shen 

 H28.10.1–H30.1.31 Jie Ren 

 
  
 
H28.12.1–H28.12.28 Sukumaran Nair Kumari 

Sumod 

 H29.1.23–H29. 2.24 Neel Prakash Savani-Patel 

 

研究所事務部 

 事務部長 村井 澄夫 

 総務課長 坪井 直志  ▲ 

 専門員（研究支援室長） 河合 徹 

 専門職員 杉山 典史 

 総務第一係長 高阪 直樹 ▲ 

 総務第二係長 森野 小百合 

 人事係長 浅野 正次 

 研究支援係長 藤木 直樹  ▲ 

 研究支援係長 伊藤 正由 ○ 

 主任 松原 由美 

 事務職員 間合 絵里 ▲ 

 事務職員 森下 晴美 

 事務職員 伊野 月菜 ▲ 

 事務職員 加藤 杏奈 ○ 

 事務職員 佐藤 世理 

 経理課長 坂口 敏弘 ▲ 

 専門職員 中野 善之 ○ 

 経理係長 鎌田 英樹 ▲ 

 経理係長 廣井 紀明 ○ 

 用度係長 堀之内 優子 ▲ 

 用度係長 長谷川 清子 ○ 

 管理係長 中川 眞一 

 主任 木曽 友美子 ▲ 

 主任 松岡 由香 ○ 

 事務職員 加藤 美緒 

 事務職員 伊藤 愛里 ▲ 

 事務職員 中村 彩香 

 事務職員 神谷 北斗 ▲ 

豊川分室 

 技術補佐員（研究支援推進員） 淺野 かよ子 

 技術補佐員（研究支援推進員） 加藤 泰男 
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学内委員会 
本研究所の教員は、名古屋大学内で以下に挙げる学内委員会の委員として、それぞれの委員会の扱う重要事項の

審議／討論に参加している。2016 年度は、延べ 64 名の教員が参加した。 
 

 委員会等の名称 

・部局長会 ・教育研究評議会 ・計画・評価委員会 

・センター協議会 ・男女共同参画推進委員会 ・全学技術センター運営委員会 

・全学技術支援委員会 ・防災推進本部会議 ・学術研究・産学官連携推進本部員 

・防災推進本部会議 災害対策専門委員会 ・附属図書館商議員会 ・原子力委員会 

・安全保障委員会 ・環境安全衛生推進本部会議  ・施設計画・マネジメント委員会 

・全学計画・評価担当者会議 ・社会連携委員会 ・国際交流委員会 

・全学教育企画委員会 ・情報連携統括本部会議委員 ・情報連携統括本部会議 
全国共同利用システム専門委員会 

・全学技術センター運営委員会運営専門委員会 ・全学技術センター運営委員会運営専門委員会 
教育・研究技術支援室委員会 

・全学技術センター運営委員会運営専門委員会 
計測・制御技術系連絡委員会 

・全学技術センター運営専門委員会 
設備・機器共用推進委員会 

・未来材料・システム科学研究所運営協議 ・未来材料・システム科学研究所外部評価 
委員会 

・地球生命圏研究機構運営委員会 ・素粒子宇宙起源研究機構運営委員会 ・基礎理論研究センター運営委員会 

・基礎理論研究センター理論計算物理室管
理委員会 

・現象解析研究センター運営委員会 ・現象解析研究センター実験観測機器開発
室管理委員会 

・現象解析研究センタータウレプトンデー
タ解析室管理委員会 

・博物館運営委員会 ・総合保健体育科学センター運営委員会 

・シンクロトロン光研究センター運営委員会 ・工学研究科附属計算科学連携教育研究センタ
ー運営委員会 

・環境学研究科情報室運営委員 

・ホームカミングデイ実行委員会 ・ハラスメント部局受付窓口担当員 ・ハラスメント防止対策委員会 

・ハラスメント調停専門委員 ・理学研究科教育委員会 ・物理学教室教育委員会 

・環境学研究科水循環講座主任 ・環境学研究科水循環講座教務担当 ・地球惑星科学教室研究委員会 

・地球惑星科学教室教育委員会 ・地球惑星科学教室図書委員会 ・地球惑星科学教室広報委員会 

・地球惑星科学教室車両運営委員会 ・情報セキュリティ組織責任者 ・情報セキュリティ組織担当者 

・情報連携統括本部情報戦略室次期スパコ
ン検討ＷＧ 
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学外委員会（国内） 
本研究所の教員が委員等の委託を受けている学外委員会（国内）は、以下の表のとおりである。 

2016 年度は、延べ 38 名の教員が参加した。 
 

機関・組織名 委員会・役職等の名称 

宇宙航空研究開発機構 ・地球環境変動観測ミッション（GCOM）AMSR 後継機センサチーム委員会委員 
・地球環境変動観測ミッション(GCOM）総合委員会委員 
・地球環境変動観測ミッション(GCOM)SGLI 利用ワーキンググループ委員会委員 
・地球観測研究センター（EORC）アドバイザリ委員会委員 
・GCOM-W/AMSR2 後継センサ GOSAT-3 搭載検討委員会委員 
・GPM プロダクト Ver.4 提供確認会 確認委員 
・EarthCARE/CPR 欧州輸送前審査 外部専門委員 
・宇宙理学委員会委員 
・宇宙工学委員会委員（第 7 期） 
・ASTRO-H 終了審査委員 

情報・システム研究機構 
データサイエンス共同利用基盤施設 

・運営会議委員 

情報・システム研究機構 国立極地研究所 ・非干渉散乱レーダ委員会委員 
・非干渉散乱レーダ委員会特別実験審査部会委員 
・南極観測審議委員会宙空圏専門部会委員 
・南極観測審議委員会委員 
・運営会議委員 

自然科学研究機構 国立天文台 ・太陽天体プラズマ専門委員会委員 
・電波専門委員会 電波天文周波数小員会委員 
・人事候補者選考委員 
・台長選考委員会委員 

海洋研究開発機構 ・IOC 協力推進委員会 WESTPAC 国内専門部会委員 

理化学研究所 ・仁科加速器研究センターアドバイザリー・カウンシル（NCAC）委員 

量子科学技術研究開発機構 ・炉心プラズマ共同企画委員会理論シミュレーション専門部会専門委員 

高エネルギー加速研究機構 ・B ファクトリー実験専門評価委員会委員 

人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 ・地球環境学リポジトリ事業運営委員 

環日本海環境協力センター ・調査研究委員 
・環日本海海洋環境検討委員会委員 

地球・人間環境フォーラム ・「GOSAT に関する専門家会合」メンバー 

リモート・センシング技術センター ・海洋・宇宙連携委員会 End-to-End ユーザグループ「水産・沿岸環境」委員 

河川情報センター ・レーダ活用による河川情報高度化検討会委員 

住友財団 ・2016 年度選考委員 

電力中央研究所 ・委員 

北海道大学 北極域研究センター ・北極域研究共同推進拠点共同研究推進委員会委員 

北海道大学 大学院理学研究院 ・拡大人事選考委員会委員 

北海道大学 低温科学研究所 ・共同利用・共同研究拠点運営委員会委員 

東北大学 学位プログラム推進機構 ・評価助言委員会委員 

東北大学 大学院理学研究科 ・論文審査委員 

東京大学 宇宙線研究所 ・運営委員会委員 
・人事選考委員会委員 
・将来計画検討委員会 
・共同利用研究運営委員会委員 
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機関・組織名 委員会・役職等の名称 

三重大学 生物資源学研究科 ・附属練習船教育関係共同利用運営協議会委員 

京都大学 生存圏研究所 ・運営委員会委員 
・電波科学計算機実験全国国際共同利用専門委員会委員 
・MU レーダー/赤道大気レーダー全国国際共同利用専門委員会委員 
・附属生存圏学際萌芽研究センター運営会議委員 

京都大学 防災研究所 ・京都大学防災研究所協議会委員･3 号委員 
・文部科学省機構変動リスク情報創生プログラムテーマ D「課題対応型の精密な影響評

価」平成 28 年度第 2 回研究運営委員会 

日本学術会議 ・電気電子工学委員会 URSI 分科会プラズマ波動小委員会委員 
・電気電子工学委員会 URSI 分科会電離圏電波伝搬小委員会委員 
・情報学委員会 国際サイエンスデータ分科会 WDS 小委員会委員 
・情報学委員会 国際サイエンス分科会 WDS 小委員会委員 
・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSTAS 合同分科会

MAHASRI・GEWEX 小委員会委員 
・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSITAS 合同分科会 IGAC

小委員会委員 
・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSTAS 合同分科会 

iLEAPS 小委員会委員 
・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSTAS 合同分科会 CliC

小委員会委員 
・地球惑星科学委員会 地球惑星科学国際連携分科会 STPP 小委員会委員 
・地球惑星科学委員会 地球惑星科学国際連携分科会 SCOSTEP 小委員会委員 
・地球惑星科学委員会 IUGS 分科会地質年代学小委員会委員 
・地球惑星科学委員会 IUGG 分科会 IAGA 小委員会委員 
・地球惑星科学委員会 IUGG 分科会 IAHS 小委員会委員 
・地球惑星科学委員会 地球惑星科学国際連携分科会 IASC 小委員会委員 
・総合工学委員会 原子力事故対応分科会原発事故による環境汚染調査に関する検討小委

員会委員 
・日本学術会議連携会員 

日本学術振興会 ・先端科学（FoS）シンポジウム事業委員会日英先端科学（UK-Japan FoS）シンポジウム・
プランニング・グループ・メンバー（PGM）主査 

日本気象学会 ・気象集誌編集委員 
・第 39 期理事 
・企画調整委員会委員 
・岸保・立平賞候補者推薦委員会副委員長 
・気象災害委員会副委員長 
・気象研究コンソーシアム委員会委員長 
・人材育成・男女共同参画委員会副委員長 
・気象災害委員会委員 
・評議員 
・学術委員会委員 
・気象研究ノート編集副委員長 
・天気編集委員会委員 
・山本賞候補者推薦委員会委員 

日本気象学会中部支部 ・日本気象学会秋季大会実行委員 
・理事 

日本鉱物科学会 ・理事（代表理事、副会長） 
・Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 編集委員会委員 

生存圏フォーラム ・生存圏フォーラム運営委員 

サイエンティフィック・システム研究会（SS 研） ・SS 研メニーコア時代のアプリ性能検討ＷＧ推進委員 

水文・水資源学会 ・理事・編集出版委員会アドバイザー 
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機関・組織名 委員会・役職等の名称 

地球電磁気・地球惑星圏学会 ・運営委員会委員 
・編集委員会委員 
・副編集長 

日本エアロゾル学会 ・日本エアロゾル学会編集委員 

日本科学協会 ・笹川科学研究助成海洋・船舶科学系選考委員 

文部科学省 ・日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会調査委員 

総務省情報通信国際戦略局 ・構成員 

気象庁 ・ひまわりデータ利活用のための作業グループ（大気）委員 
・異常気象分析作業部会委員 

愛知県 ・愛知県環境審議会専門委員 

名古屋市天白保健所 ・天白区地域環境審議会委員 

アラブ首長国連邦気象地震センターUAE 
降水強化研究プログラム ・審査委員会委員 

日本気象株式会社 ・環境省「花粉症に関する調査・検討業務」検討会委員 

有限会社トリプルアイ ・EarthCARE 委員会委員 

 

  



 
5. 学内委員会・学外委員会 
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学外委員会（国外） 

担 当 職 位 機関・組織名 委員会・役職等の名称 

草野 完也 教授 International Astronomical Union (IAU) Organizing Committee Member of Commission E3 Solar 
Impact throughout the Heliosphere 

三好 由純 准教授 Committee on Space Research (COSPAR) Vice-chair of the Panel on Radiation Belt Environment 
Modeling (PRBEM) 

三好 由純 准教授 Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics 
(SCOSTEP) Campaign coordinator of VarSITI/SPeCIMEN 

三好 由純 准教授 Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics 
(SCOSTEP) 

Co-leader of the SCOSTEP VarSITI (Variability of the Sun 
and Its Terrestrial Impact)/SPeCIMEN (Specification and 
Prediction of the Coupled Inner-Magnetospheric Environment) 

三好 由純 准教授 American Geophysical Union (AGU) Guest Editor of Journal of Geophysical Research 

三好 由純 准教授 Annales Geophysicae Editor 

伊藤 好孝 教授 Telescope Array collaboration Telescope Array External Advisory committee 

田島 宏康 教授 ISTS (International Symposium on Space Technology 
and Science) special issue Associate Editor 

田島 宏康 教授 Progress of Theoretical and Experimental Physics Editor 

田島 宏康 教授 The Scientific World Journal Editorial Board member 

塩川 和夫 教授 Committee on Space Research (COSPAR) Chair of the COSPAR Sub-Commission C1 (The Earth’s 
Upper Atmosphere and Ionosphere) 

塩川 和夫 教授 Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics 
(SCOSTEP) 

Co-chair of the SCOSTEP VarSITI (Variability of the Sun and 
Its Terrestrial Impact)  

塩川 和夫 教授 Annales Geophysicae Guest editor for the 14th International Symposium of 
Equatorial Atmosphere (ISEA-14) 

塩川 和夫 教授 Journal of Atmosphere and Solar-Terrestrial Physics  Guest editor for the special issue of the 1st VarSITI General 
Symposium (VarSITI2016) 

塩川 和夫 教授 Earth, Planets and Space (EPS) Guest Editor for Global Data Systems for the Study of Solar-
Terrestrial Variability 

西谷 望 准教授 Super Dual Auroral Radar Network Executive Council  

西谷 望 准教授 Earth, Planets and Space (EPS) Guest Editor for Global Data Systems for the Study of Solar-
Terrestrial Variability 

西谷 望 准教授 Earth, Planets and Space (EPS) Editor 

西谷 望 准教授 Earth, Planets and Space (EPS)  Vice Editors-in-Chief 

西谷 望 准教授 Earth, Planets and Space (EPS) 
Guest Editor for the special issue of Coupling of the High and 
Mid Latitude Ionosphere and Its Relation to Geospace 
Dynamics 
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担 当 職 位 機関・組織名 委員会・役職等の名称 

大塚 雄一 准教授 Journal of Astronomy and Space Sciences Editor 

野澤 悟德 准教授 EISCAT Scientific Association Council member 

増永 浩彦 准教授 World Climate Research Programme (WCRP) Global 
Energy and Water cycle Exchanges (GEWEX)  GEWEX Data and Assessments Panel (GDAP) member  

石坂 丞二 教授 North Pacific Marine Science Organization (PICES) Co-Chair of Advisory Panel for a CREAMS/PICES Program 
in East Asian Marginal Seas  

石坂 丞二 教授 North Pacific Marine Science Organization (PICES) Member of Working Group 35: Third North Pacific Ecosystem 
Report 

石坂 丞二 教授 Northwest Pacific Action Plan (NOWPAP) 
Focal Point of Center for Special Monitoring and Coastal 
Environmental Assessment Regional Active Center 
(CEARAC) 

石坂 丞二 教授 Journal of Oceanography Editor-in-Chief 

檜山 哲哉 教授 Integrated Land Ecosystem - Atmosphere Processes 
Study (iLEAPS), a core project of the Future Earth Scientific Steering Committee (SSC) member 

相木 秀則 准教授 American Meteorological Society (AMS) Associate Editor of Journal of Atmospheric and Oceanic 
Technology (JAOT) 

中村 俊夫 招聘教員 Radiocarbon  Member of Editorial Board 
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名古屋大学宇宙地球環境研究所は、2016 年 1 月 14 日付で、文部科学省より共同利用・共同研究拠点「宇宙地球
環境研究拠点」として認定されました。この拠点の活動期間は 2016 年度から 2021 年度までの 6 年間です。この
間、我々は「国際広域地上観測網による太陽地球系結合過程の研究基盤形成」（プロジェクト事業）および「宇宙
太陽地球システムの包括的研究による地球環境と宇宙利用の課題解決のための国際共同研究拠点の構築」（基盤事
業）という 2 つの事業を推進します。前者のプロジェクト事業では、国際協力によりアジア・アフリカ域で赤道か
ら極域までをつなぐ広域地上観測網を構築し、太陽地球系結合過程のエネルギーと物質のグローバルな流れを計測
することにより、太陽活動の短期・長期変動に対する地球周辺環境の応答過程を明らかにします。また、後者の基
盤事業では、宇宙太陽地球システムの包括的研究を行い、太陽活動による地球環境変動、宇宙天気予測、極端気象
をはじめとする地球環境と宇宙利用の課題を解決するための国際共同研究拠点を構築します。 

これらの事業の一環として、2016 年度から 2021 年度までの毎年度、大学やその他の研究機関に所属する研究者と
本研究所との共同利用・共同研究を公募します。共同利用・共同研究の公募タイプは、以下の 10 種類です。 

 

01) 国際共同研究 

02) ISEE International Joint Research Program 

03) 国際ワークショップ 

04) 一般共同研究 

05) 奨励共同研究 

06) 研究集会 

07) 計算機利用共同研究 

08) データベース作成共同研究 

09) 加速器質量分析装置等利用(共同利用) 

10) 加速器質量分析装置等利用(委託測定) 

 

これらのうち、01) 国際共同研究、02) ISEE International Joint Research Program、03) 国際ワークショップ
については国際連携研究センターが全面的に協力・推進し、07) 計算機利用共同研究と 08) データベース作成共同
研究については統合データサイエンスセンターがサポートします。また、09) 加速器質量分析装置等利用(共同利
用)と 10) 加速器質量分析装置等利用(委託測定)については、年代測定研究部が所外研究者との共同研究を進めます。 
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採択課題一覧 

 国際共同研究（2016 年度） 
*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

笠羽 康正 東北大学 教授 三好 由純 
ハワイ展開する小口径望光赤外遠鏡群と電波望遠鏡群・軌道上
望遠鏡群・惑星探査機による木星・火星・金星大気上下結合の
研究

岩花 剛 アラスカ大学 Research Associate 檜山 哲哉 永久凍土を利用した古環境復元の可能性 

淺原 良浩 名古屋大学 講師 南 雅代 Chibanian (千葉時代) の地球磁場逆転にかかるテクタイトの精
密年代測定 

藤原 均 成蹊大学  教授 野澤 悟德 北極域総合観測と大気圏・電離圏統合モデル・シミュレーショ
ンによる極域熱圏・電離圏変動の研究 

大矢 浩代 千葉大学 助教 塩川 和夫
三好 由純 

東南アジア VLF 帯電磁波ネットワーク (AVON) による下部電
離圏のグローバルサーキット効果の研究 

宗像 一起 信州大学 教授 德丸 宗利
松原 豊 

改良された汎世界的宇宙線観測ネットワークによる宇宙天気の
観測 

纐纈 佑衣 名古屋大学 助教 榎並 正樹 炭質物ラマン温度計と CHIME 年代測定法を組み合わせた台湾
造山帯の形成史解明 

齋藤 享 海上・港湾・航空
技術研究所 主幹研究員 大塚 雄一 複数衛星系・複数周波数 GNSS 信号に対するプラズマバブルの

影響評価 

藤本 晶子 九州大学 学術研究員 西谷 望 電離圏電場と地上磁場同時観測に基づくグローバルPc5波動の
研究 

小島 浩司 愛知工業大学 客員教授 德丸 宗利 宇宙線で探る太陽風擾乱の空間構造 

土屋 史紀 東北大学 助教 塩川 和夫
三好 由純 高エネルギー電子降下領域の時空間発展の実証的研究 

門叶 冬樹 山形大学 教授 増田 公明 第 24 太陽活動期における極域から低緯度までの大気中宇宙線
生成核種の濃度変動の観測研究 

鈴木 臣 愛知大学 准教授 塩川 和夫 ヨーロッパ中緯度での大気光イメージング観測網の構築 

吉川 顕正 九州大学 講師 塩川 和夫 赤道域地磁気変動の稠密観測に基づく太陽地球環境変動モニタ
リングシステムの開発 

尾花 由紀 大阪電気通信大学 講師 塩川 和夫 プラズマ圏質量密度の長期モニタリングと経度比較研究 

寺尾 徹 香川大学 教授 藤波 初木 インド亜大陸北東部モンスーンの変動メカニズムの解明 

一本 潔 京都大学 教授 増田 智 彩層微細構造のダイナミクスから探る太陽面爆発のメカニズム 

平原 靖大 名古屋大学 准教授 水野 亮 ALMA アーカイブデータによるタイタン大気の化学組成と変動
要因の解明 

Chai, T.-T.  トゥンク・アブドゥ
ル・ラーマン大学 

Associate 
Professor 熊谷 朝臣 スズ鉱山跡地に生育する植物の環境修復能力の比較 

高橋 透 国立極地研究所 特任研究員 野澤 悟德 脈動オーロラによる中間圏ナトリウム密度減少の観測 

八代 誠司 
アメリカ・カトリ
ック大学 助教 増田 智 噴出型フレアと非噴出型フレアの包括的な比較研究 

坂野井 健 東北大学 准教授 平原 聖文
三好 由純 衛星搭載イメージング光学系用バッフル・ベーンの設計と開発

芳原 容英 電気通信大学 教授 塩川 和夫 東南アジアにおける ELF 帯電磁波観測を用いた、大規模雷の電
気的、時空間特性に関する研究 
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 ISEE International Joint Research Program（2016 年度） 
*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

Bolaji, O. S. University of Lagos, 
Akoka-Yaba Lecturer I Shiokawa, K. The role of day-to-day plasma movement in triggering 

and modifying ionospheric irregularities 

Huang, J. 
National Astronomical 
Observatories, Chinese 
Academy of Sciences 

Associated 
Professor Masuda, S. Joint investigation of solar activities by MUSER and 

NoRH 

Gupta, S. Tata Institute of 
Fundamental Research Senior Professor Matsubara, Y. Study on dynamics of galactic cosmic rays in the 

heliosphere 

Kota, J. The University of 
Arizona 

Senior Research 
Scientist  Matsubara, Y. Study of Ground  Based Cosmic Ray Observations  - 

Start date: Sept. 15, 2016     

Yu, H.-S. University of 
California, San Diego 

Post-Doctoral 
Scholar Tokumaru, M.

Three-dimensional tomograpic analysis using 
integrated global IPS data sets from MEXART and 
ISEE observations

Park, K.- S. Chungbuk National 
University 

Invited Associate 
Professor/ 
Lecturer 

Miyoshi, Y. The study of the magnetospheric phenomena for the 
dipole tilt effect by using a Global MHD simulation 

 

 
 国際ワークショップ（2016 年度） 

*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

Iijima, Y. Mie University Associate Professor Hiyama, T. International Workshop on Water-Carbon Dynamics 
in Eastern Siberia 

Takahashi, 
H. 

Instituto Nacional de 
Pesquisas Espacias 

Head of  
Aeronomy Division Otsuka, Y. Ionospheric Plasma Bubble Seeding and Development

Nishitani, N. Nagoya University Associate Professor Nishitani, N. Review of the Accomplishments of the Mid-Latitude 
SuperDARN Network 

 

 

 一般共同研究（2016 年度） 
*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

小島 正宜 （名古屋大学） 名誉教授 德丸 宗利 IPS 観測による太陽風研究 

加藤 俊吾 首都大学東京 准教授 松見  豊 光化学オキシダント関連物質のリモート地での長期変動測定 

堤 雅基 国立極地研究所 准教授 野澤 悟德 トロムソ流星レーダーとナトリウムライダーによる大気重力
波解析手法の開発 

藤谷 雄二 国立環境研究所 主任研究員 中山 智喜 自動車排ガス起源 SOA の物理化学特性の測定 

堀田 英之 千葉大学 特任助教 今田 晋亮 平均場モデルを用いた次期太陽活動周期予測 

伴場 由美 宇宙航空研究開発
機構 

宇宙航空プロジェ
クト研究員 草野 完也 太陽面爆発・噴出現象の発生機構解明および発生予測を目指し

た統計的研究 

高橋 けんし 京都大学 准教授 松見 豊
中山 智喜 レーザー分光法による温室効果気体のフラックス計測 

渡邉 恭子 防衛大学校 講師 増田 智 白色光フレア統計解析による太陽フレアにおける粒子加速機
構の研究 
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*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

湯口 貴史 山形大学  講師 加藤 丈典 TitaniQ 温度計を用いた結晶化温度の決定のための石英中の Ti
濃度の定量分析 

滝川 哲太郎 水産研究・教育機構 准教授 石坂 丞二 日本海南西海域における現場海洋観測と人工衛星 GCOM-C に
よるリモートセンシング 

大橋 勝文 鹿児島大学 准教授 松見 豊 大気中の温室効果ガス計測システムの装置開発 

佐藤 正樹 東京大学 教授 増永 浩彦 衛星観測データを利用した雲物理スキームの改良 

岩崎 杉紀 防衛大学校 准教授 坪木 和久 ライダと雲粒子ゾンデによる大粒子・低個数密度の雲の観測 

笠羽 康正 東北大学 教授 三好 由純 内部磁気圏 DC 電場・低周波電場波動における地上データ処
理・校正手法の確立 

米村 正一郎 
農業・食品産業技
術総合研究機構 主席研究員 松見 豊 レーザ分光法による連続二酸化炭素安定同位体炭素比測定を

用いた土壌炭素フローの理解 

本多 牧生 海洋研究開発機構 上席技術研究員 相木 秀則 気象イベントに伴う海洋生物地球化学の変動 

竹谷 文一 海洋研究開発機構 主任研究員 松見 豊
中山 智喜 洋上における蛍光性エアロゾル粒子の時空間個数分布の把握 

菊池 崇 （名古屋大学） 名誉教授 町田 忍 伝送線モデルを応用した磁気圏電離圏結合の研究 

Siswanto, E. 海洋研究開発機構 研究員 石坂 丞二 海色衛星観測による東シナ海での懸濁物の時空間変動 

阿部 学 海洋研究開発機構 技術副主任 藤波 初木 地球システムモデルを用いたシベリア域における大気水循環
の経年変動特性の解明 

鹿島 基彦 神戸学院大学 准教授 相木 秀則 北太平洋域の大気大循環場が台湾北東沖黒潮に及ぼす影響 

笠原 慧 
宇宙航空研究開発
機構 助教 平原 聖文 ジオスペース探査衛星 ERG 搭載機器 MEPs フライトモデルの

性能試験 

松本 淳 早稲田大学 教授 松見 豊 粒子状有機硝酸全量の大気観測に基づくガス－粒子分配の評価

成行 泰裕 富山大学 准教授 梅田 隆行 ブラソフ方程式の高精度数値解法の開発と宇宙プラズマ現象
への応用 

西田 哲 岐阜大学 准教授 松見 豊 プラズマ CVD 中での微粒子を利用した凝集構造膜の作製 

佐藤 興平 気象庁 非常勤講師 南 雅代 日本の揺籃期地殻に関する年代的研究 

山田 広幸 琉球大学 准教授 篠田 太郎 地上レーダーと航空機を用いた台風強度の最適推定方法の検討

深沢 圭一郎 京都大学 准教授 梅田 隆行 宇宙プラズマ流体シミュレーションのための超並列計算フレ
ームワークの開発 

佐藤 友徳 北海道大学 准教授 藤波 初木 北ユーラシアにおける降水の年々変動に対する大気と陸面の役割

和田 龍一 帝京科学大学 准教授 松見 豊 大気中窒素酸化物・オゾン濃度測定装置の改良 

小池 真   東京大学 准教授 

坪木 和久
篠田 太郎 
髙橋 暢宏 
松見 豊

航空機観測と数値モデル計算によるエアロゾル－雲相互作用
研究 

大友 陽子 北海道大学 日本学術振興会特
別研究員(SPD) 加藤 丈典 初期太古代石墨片岩中に含まれるジルコン、モナザイト、ゼノ

タイムの CHIME 年代測定 

村木 綏 （名古屋大学） 名誉教授 

増田 公明
松原 豊 
阿部 文雄 
増田 智 
水野 亮

太陽活動と日照時間の相関研究 
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*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

大矢 浩代 千葉大学 助教 塩川 和夫 LF 帯標準電波を用いた地震後の D 領域電離圏変動 

柴田 隆 名古屋大学 教授 松見 豊
長濵 智生 

GOSAT 検証のための陸別観測所におけるエアロゾル・雲のラ
イダー観測 

佐藤 永 海洋研究開発機構 研究員 熊谷 朝臣 気候変動下における東南アジア熱帯林の応答予測 

勝俣 昌己 海洋研究開発機構 主任技術研究員 篠田 太郎 偏波レーダーを用いた海洋性メソスケール降水系の研究 

宗像 一起 信州大学 教授 德丸 宗利
松原 豊 宇宙線ネットワーク観測による宇宙天気研究 

根田 昌典 京都大学 助教 相木 秀則 耐波浪環境シースプレー測器の開発と海上試験 

鈴木 和良 海洋研究開発機構 主任技術研究員 檜山 哲哉 ユーラシア大陸における植生と水文気候の相互作用と経年変
動に関する研究 

森岡 昭 （東北大学） 名誉教授 三好 由純 サブストーム強度分布から探る磁気圏エネルギー解放過程 

廣川 淳 北海道大学 准教授 松見 豊 不飽和炭化水素のオゾン分解で生じるクリーギー中間体と有
機酸の反応性に関する研究 

中田 裕之 千葉大学 助教 大塚 雄一 台風に伴う電離圏変動の解析 

鷲見 治一 アラバマ大学ハン
ツビル校 研究員 德丸 宗利 太陽圏構造とダイナミックスの研究 

Lee, K.-S. 国立天文台 特任研究員 今田 晋亮 Investigation of elemental abundance of flares using 
Hinode/EIS 

宮本 仁美 気象庁気象衛星セ
ンター 部長 増永 浩彦

篠田 太郎 
大気放射モデルを用いた「ひまわり」シミュレーション画像の
作成と応用 

佐藤 尚毅 東京学芸大学 准教授 相木 秀則 現地観測データを用いた、気象じょう乱に伴う黒潮続流の変動
の解析 

中村 健治 獨協大学 教授 篠田 太郎 名大 X/Ka レーダによる GPM 主衛星上の二周波降水レーダの
データ検証 

薄 良彦 大阪府立大学 准教授 坪木 和久 高解像度気象シミュレーションデータの洋上電力システム解
析・運用への利用に関する研究 

西山 尚典 国立極地研究所 助教 三好 由純 脈動オーロラの全自動解析手法の開発と時空間特性の統計的導出

薮下 彰啓 九州大学 准教授 松見 豊 高感度レーザー吸収分光法を用いた安定炭素同位体比分析 

村田 功 東北大学 准教授 長濵 智生 フーリエ変換型分光計で観測された大気微量成分の経年変動 

伊藤 耕介 琉球大学 助教 
坪木 和久
篠田 太郎 
髙橋 暢宏

航空機を用いた台風観測ミッション 

馬場 賢治 酪農学園大学 准教授 坪木 和久 アジアダストに付着したバイオエアロゾルの時空間変遷 

川村 誠治 情報通信研究機構 主任研究員 髙橋 暢宏 地上デジタル放送波を用いた水蒸気遅延測定 

中田 聡史 神戸大学 特命助教 石坂 丞二 
相木 秀則 

GOCI データを用いた高解像度塩分動的マップの作成・補完方
法の開発 

藤本 晶子 九州大学 学術研究員 三好 由純 ERG 衛星と MAGDAS 地磁気観測網に基づくグローバル Pc5 波
動マップの構築 

花土 弘 情報通信研究機構 研究マネージャー 髙橋 暢宏 雲・降水観測レーダの航空機観測に関しての検討 

高橋 浩 産業技術総合研究所 主任研究員 南 雅代 沈殿法による海水試料の放射性炭素分析の高精度化に関する研究
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*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

中根 英昭 高知工科大学 教授 長濵 智生 レーザーとドローンを用いたメタン空間分布測定システムの開発

三浦 和彦 東京理科大学 教授 増田 公明 自由対流圏における新粒子生成と雲凝結核への成長に関する研究

山崎 了 青山学院大学 准教授 梅田 隆行 高ベータプラズマ中を伝播する無衝突衝撃波の研究 

天野 孝伸 東京大学 助教 三好 由純 自己無撞着な内部磁気圏数値モデル 

行松 彰 国立極地研究所 准教授 西谷 望 SuperDARN北海道-陸別レーダーによる超高層大気高精度観測

大嶋 晃敏 中部大学 准教授 松原 豊 太陽圏における銀河宇宙線伝播の研究 

堀 和明 名古屋大学 准教授 北川 浩之 海水準変動や気候変動が河川・海岸地形の形成に与える影響の解明

藤木 利之 岡山理科大学 講師 北川 浩之 花粉分析による高分解能なアジア地域の植生変遷史の解明 

門叶 冬樹 山形大学 教授 増田 公明 2 台の低バックグラウンドベータ線計数装置による遠隔地間の
バックグラウンド時間変動の測定 

後藤 直成 滋賀県立大学 准教授 石坂 丞二
三野 義尚

衛星リモートセンシングを利用した大規模湖におけるクロロ
フィル a・SS 濃度の推定

持田 陸宏 名古屋大学 准教授 松見 豊
中山 智喜 

沖縄の大気エアロゾルに含まれるフミン様物質のキャラクタ
リゼーション 

近藤 美由紀 国立環境研究所 研究員 北川 浩之 森林大気の二酸化炭素の 14Ｃの高精度分析に向けた試料調整
法の共同開発 

石丸 隆 東京海洋大学 特任教授 三野 義尚 セジメントトラップ実験による福島沖底層生態系における放
射性物質の移行過程に関する研究 

皆巳 幸也 石川県立大学 准教授 松見 豊 自由対流圏における大気微量成分の輸送と洗浄に関する研究 

細川 敬祐 電気通信大学 准教授 塩川 和夫 光と電波を組み合わせた極冠域電離圏の 3 次元観測 

鈴木 臣 愛知大学 准教授 塩川 和夫 高感度カメラによる大気光の多地点同時観測 

河野 英昭 九州大学 准教授 西谷 望 SI に伴い中緯度 SuperDARN で観測される FLR 現象の統計
的解析 

町田 敏暢 国立環境研究所 室長 髙橋 暢宏
松見 豊 

航空機と数値モデルを利用した東アジアにおける CO2 フラッ
クスの評価 

河野 光彦 関西学院大学、オー
ストラリア国立大学

教諭、 
Visiting Fellow 松見 豊 高校生に対する地球環境教育研究 

川手 朋子 宇宙航空研究開発機構 
(2016年6月より) 

研究員 (2016 年
6 月より) 今田 晋亮 太陽フレアの彩層蒸発における高温プラズマ診断 

田上 高広 京都大学 教授 南 雅代 チーク年輪同位体比モデルを用いたインドネシアジャワ島の
環境変遷解析

加藤 雄人 東北大学 准教授 三好 由純 グローバルモデルと素過程シミュレーションによる地球内部
磁気圏での波動粒子相互作用の研究 

小川 泰信 国立極地研究所 准教授 野澤 悟德 電離圏 D/E 層のプラズマ温度導出と検証 

村田 文絵 高知大学 講師 藤波 初木 世界最多雨地域における夜雨型降水とモンスーン気流場との関係

岩井 一正 情報通信研究機構 日本学術振興会
特別研究員 PD 

増田 智
三好 由純 太陽電波の観測的研究を通じた宇宙天気予測システムの開発 

福島 あずさ 神戸学院大学 講師 藤波 初木 夏季インド北東部・アッサム州の豪雨に対する季節内変動の影響

渡辺 正和 九州大学 准教授 西谷 望 電離圏対流パターンの観測－シミュレーション比較 

若月 泰孝 茨城大学 准教授 坪木 和久 MP レーダと雲解像モデルを利用した降水量の推定・予測に関
する研究 
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*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

関 華奈子 東京大学 教授 三好 由純 数値モデリングおよびデータ解析に基づく環電流-放射線帯エ
ネルギー階層間結合機構の研究 

三谷 烈史 宇宙航空研究開発
機構 助教 平原 聖文 ERG 衛星搭載 HEP の半導体検出部の低エネルギー側の応答評

価 

津田 卓雄 電気通信大学 助教 野澤 悟德 人工オーロラを活用した地上リモートセンシングによる酸素
原子密度観測の検討 

宮田 佳樹 金沢大学 博士研究員 南 雅代 遺跡出土遺物を用いた古食性、古環境復元研究 

北 和之 茨城大学 教授 
松見 豊
坪木 和久 
中山 智喜

航空機を用いた大気微量気体、エアロゾルのリモートセンシング

高垣 直尚 兵庫県立大学 助教 相木 秀則 台風下における風波の砕波機構の解明とモデリング 

三澤 浩昭 東北大学 准教授 德丸 宗利
三好 由純 木星放射線帯粒子変動要因の観測研究 

野澤 恵  茨城大学 准教授 德丸 宗利 IPS 観測による太陽風と人工衛星の CCD 画像から検出された
speckle との統計的解析 

 

 

 奨励共同研究（2016 年度） 
*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 学年* 所内担当教員 研究課題 

廣瀬 公美 京都大学 博士後期課程1年 草野 完也 フィラメント噴出の 3 次元速度場とコロナ質量放出の関連に
ついての研究

北原 理弘 東北大学 博士課程後期3年 三好 由純 ERG 衛星ミッションに向けたジオスペースにおける波動粒子
相互作用の実証研究 

高橋 直子 東北大学 博士課程後期3年 三好 由純 地上‐衛星同時多点観測による大規模擾乱時の電場の発達お
よび伝搬過程の研究 

平田 英隆 九州大学 博士後期課程3年 篠田 太郎 暖流域における温帯低気圧の急発達に関する正のフィードバ
ック過程の検証

金田 和鷹 東北大学 博士課程後期2年 増田 智 多波長観測に基づく太陽電波放射過程の研究 

 

 

 研究集会（2016 年度） 
*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究集会名 

陣 英克 情報通信研究機構 主任研究員 大山 伸一郎 中間圏・熱圏・電離圏研究会 

増永 浩彦 名古屋大学 准教授 増永 浩彦 衛星データシミュレータの開発および応用研究に関わる研究集会

片岡 龍峰 国立極地研究所 准教授 西谷 望 地球磁気圏複合系の科学

德丸 宗利 名古屋大学 教授 德丸 宗利 太陽圏・宇宙線関連の共同研究成果報告会 

Siswanto, E. 海洋研究開発機構 研究員 石坂 丞二 第 4 回アジア海色ワークショップ「第 13 回日韓海色ワークシ
ョップ」の開催

星野 真弘 東京大学 教授 草野 完也 第 6 回東アジア・プラズマスクールおよびワークショップ：実
験室からスペース、宇宙まで
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*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究集会名 

中野 智子 中央大学 教授 檜山 哲哉 統合生態系‒大気プロセス研究計画（iLEAPS）―諸過程の統合
的理解と Future Earth との連携― 

西谷 望 名古屋大学 准教授 西谷 望 SuperDARN 研究集会 

新堀 淳樹 京都大学 研究員 塩川 和夫 太陽地球環境データ解析に基づく超高層大気の空間・時間変動
の解明

根田 昌典 京都大学 助教 石坂 丞二 大気海洋相互作用に関する研究集会 

宗像 一起 信州大学 教授 松原 豊
德丸 宗利 太陽地球環境と宇宙線モジュレーション 

宮下 幸長 名古屋大学 特任助教 
町田 忍
家田 章正 
三好 由純

サブストーム研究会 

河野 英昭 九州大学 准教授 塩川 和夫 電磁圏物理学シンポジウム 

成行 泰裕 富山大学 准教授 德丸 宗利 内部太陽圏プラズマ研究会 

廣川 淳 北海道大学 准教授 松見 豊 第 2 回不均一大気化学国際ワークショップ 

前澤 裕之 大阪府立大学 准教授 水野 亮 ミリ‒テラヘルツ波受信機ワークショップ 

櫻井 隆 （国立天文台） 名誉教授 草野 完也
増田 智 ひので科学会議 10 

横山 央明 東京大学 准教授 草野 完也 太陽研連シンポジウム 

桂華 邦裕 名古屋大学 特任助教 今田 晋亮 太陽惑星系宇宙プラズマ中の重イオンに関する研究集会 

佐々木 英治 海洋研究開発機構 主任研究員 相木 秀則 Meeting on  Perspectives in Computational Climate Science 
and 8th OFES International Workshop 

榎並 正樹 名古屋大学 教授 榎並 正樹 第 29 回（2016 年度）名古屋大学宇宙地球環境研究所年代測
定研究部シンポジウム

伊藤 耕介 琉球大学 助教 篠田 太郎 台風セミナー2016 

青梨 和正 気象研究所 室長 増永 浩彦 衛星による高精度降水推定技術の開発とその利用の研究企画
のための集会 

阿部 修司 九州大学 学術研究員 
西谷 望
草野 完也 
塩川 和夫

STE 研究連絡会現象報告会および現象解析ワークショップ 

田口 聡 京都大学 教授 塩川 和夫 シンポジウム－太陽地球環境の現状と将来 

永岡 賢一 核融合科学研究所 准教授 三好 由純 実験室・宇宙プラズマ研究会「乱流・輸送・粒子加速」 

笠原 慧 宇宙科学研究所 助教 三好 由純 電磁イオンサイクロトロン波動が駆動する放射線帯消長に関
する研究会 

笠原 禎也 金沢大学 教授 三好 由純 ERG ミッションのための新しいデータ解析手法・解析ツールに
関する研究会 

土屋 史紀 東北大学 助教 三好 由純 惑星超高層大気・惑星電磁圏の時間変動に着目した比較惑星研究

塩川 和夫 名古屋大学 教授 塩川 和夫 超高層大気・電磁気圏研究の成果公表のための論文執筆ワーク
ショップ 

松田 昇也 名古屋大学 博士研究員 三好 由純 ERG 衛星の観測データを活用した電磁場・プラズマ波動解析ワ
ークショップ

篠原 学 鹿児島工業高等専
門学校 教授 塩川 和夫 地域ネットワークによる宇宙天気の観測・教育活動に関する研究集会
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*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究集会名 

市川 香 九州大学 准教授 石坂 丞二 小型飛翔体による海象観測；データの即時性はどこまで保証できるか

渡邉 堯 
ICSU WDS 
International 
Programme Office 

Senior Advisor 草野 完也 
阿部 文雄 科学データ研究会 

加藤 雄人 東北大学 准教授 梅田 隆行 STE シミュレーション研究会：太陽地球惑星系探査とシミュレ
ーション研究

今村 隆史 国立環境研究所 センター長 松見 豊 大気化学討論会 

阿保 真 首都大学東京 教授 松見 豊 第 21 回大気ライダー研究会 

細川 敬祐 電気通信大学 准教授 三好 由純 脈動オーロラ研究集会 

持田 陸宏 名古屋大学 准教授 中山 智喜 有機エアロゾルに関するワークショップ：大気におけるその動
態・性状・役割（第３回）

長濵 智生 名古屋大学 准教授 
水野 亮 
塩川 和夫 
西谷 望 

陸別観測施設設立 20 周年記念シンポジウム「宇宙から地球
まで」 

尾花 由紀 大阪電気通信大学 講師 三好 由純 「プラズマ圏の観測とモデリング」研究集会 

堀 智昭 名古屋大学 特任准教授 西谷 望 北海道-陸別短波レーダー10 周年記念研究集会 

小川 泰信 国立極地研究所 准教授 野澤 悟德 EISCAT 研究集会 

齊藤 昭則 京都大学 准教授 大塚 雄一 宇宙空間からの地球超高層大気観測に関する研究会 

田口 真 立教大学 教授 三好 由純 地球型惑星圏環境研究会 

池田 大輔 東京大学 特任助教 﨏 隆志 宇宙素粒子若手の会 光検出器研究会 

飯田 佑輔 関西学院大学 契約助手 今田 晋亮 太陽観測データにおける特徴検出ワークショップ 2016 

吉川 顕正 九州大学 講師 塩川 和夫 太陽地球系科学に於ける地上観測の現状と課題 

浅井 歩 京都大学 准教授 増田 智
塩田 大幸 太陽フレアデータ解析ワークショップ 

平原 聖文 名古屋大学 教授 平原 聖文 宇宙惑星結合系科学の実証的研究の創設に向けて 

田村 仁 海上・港湾・航空
技術研究所 研究官 相木 秀則 海洋波および大気海洋相互作用に関するワークショップ 

三澤 浩昭 東北大学 准教授 三好 由純 第 18 回惑星圏研究会 

小池 真 東京大学  准教授 
篠田 太郎 
髙橋 暢宏 
坪木 和久 

航空機観測による気候・地球システム科学研究の推進 

 

 
 計算機利用共同研究（2016 年度） 

*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

横山 央明 東京大学 准教授 草野 完也 フレアを起こす 4 重極活動領域の形成 

横山 竜宏 情報通信研究機構 主任研究員 大塚 雄一 赤道プラズマバブルの生成機構解明と発生予測に向けた研究

大橋 勝文 鹿児島大学 准教授 松見 豊 温室効果ガス観測地周囲の大気流の解析 
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*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

中村 晃三 海洋研究開発機構 主任研究員 坪木 和久 雲解像モデル CReSS に組み込まれたビン法雲微物理モデルの
改良

坪内 健 東京工業大学 研究員 德丸 宗利 太陽圏境界領域におけるピックアップイオンダイナミクス 

深沢 圭一郎 京都大学 准教授 梅田 隆行 エクサフロップス計算に向けた MHD コードの様々な CPU ア
ーキテクチャへの最適化 

松清 修一 九州大学 助教 梅田 隆行 無衝突衝撃波遷移層における微視的不安定性 

森本 昭彦 愛媛大学 教授 石坂 丞二 物理低次生態系結合モデルによる日本海の低次生態系の変動
に関する研究

渡邉 智彦 名古屋大学 教授 塩川 和夫 磁気圏‒電離圏結合系における磁気流体不安定性と Alfven
乱流

梅田 隆行 名古屋大学 講師 梅田 隆行 プラズマ境界層における流体的不安定性のブラソフシミュレ
ーション

中村 琢磨 オーストリア科学
アカデミー 任期付研究員 梅田 隆行 ３次元運動論的シミュレーションによる磁気リコネクション

ジェット先端領域の研究

薄 良彦 大阪府立大学 准教授 坪木 和久 広域電力システムのデータ駆動型運用技術構築に向けた 200 
m 超解像度気象シミュレーション 

寺田 直樹 東北大学 准教授 梅田 隆行 高次精度中心スキームの開発 

近藤 光志 愛媛大学 講師 梅田 隆行 磁気圏サブストームの計算機シミュレーション 

馬場 賢治 酪農学園大学 准教授 坪木 和久 アジアダストに付着したバイオエアロゾルの時空間変遷 

天野 孝伸 東京大学 助教 梅田 隆行 高エネルギー粒子ハイブリッドコードの開発 

草野 完也 名古屋大学 教授 草野 完也 太陽フレアの数値予測に関する研究 

品川 裕之 情報通信研究機構 短時間研究員 草野 完也 全大気圏－電離圏結合モデル（GAIA）を用いた宇宙環境じょ
う乱の研究

井上 諭 マックスプランク
太陽系研究所 フンボルト研究員 草野 完也 観測磁場データに基づいた太陽フレア・CME の電磁流体シミ

ュレーション

安永 数明 富山大学 教授 篠田 太郎 日本海沿岸地域における冬季の降雨・降雪の特性に関する
研究

齊藤 慎司 名古屋大学 特任准教授 梅田 隆行 磁気圏シース領域での電子運動論を含んだミラーモード不安
定性の研究

塩田 大幸 名古屋大学 特任助教 草野 完也 データ同化連結階層太陽コロナシミュレータの開発 

銭谷 誠司 国立天文台 特任助教 梅田 隆行 無衝突磁気リコネクションの運動論的研究 

朴 京善 忠北大学校 招聘副教授/講師 三好 由純
梅田 隆行

3 次元グローバルMHD シミュレーション 使用した dipole tilt
の影響の研究

杉山 耕一朗 
松江工業高等専門
学校 准教授 坪木 和久 火星版 CReSS を用いた火星表層環境評価 

町田 忍 名古屋大学 教授 町田 忍 粒子プラズマシミュレーションと衛星データ解析を用いた非
対称磁気リコネクションの物理過程の実証的研究 

松村 充 名古屋大学 研究員 塩川 和夫 太陽フレアに対する電離圏の応答の数値シミュレーション 

林 啓志 
名古屋大学 
中国科学院国家宇宙
科学中心 

協力研究員 
招聘副教授 德丸 宗利 複数の太陽周期 にわたる時間的に連続した太陽風 MHD モデ

リング 
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 データベース作成共同研究（2016 年度） 
*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

木村 智樹 理化学研究所 基礎科学特別研究
員 三好 由純 木星磁気圏研究のためのシミュレーションデータベースの開発

大川 隆志 気象庁 技術課長 三好 由純 アナログ時代に遡る高時間分解能地磁気デジタルデータベース

大矢 浩代 千葉大学 助教 塩川 和夫
三好 由純

AVON－VLF/LF 帯電磁波観測ネットワークデータベースの作
成

加藤 千尋 信州大学 准教授 德丸 宗利 SSE および GMDN データの比較可能なデータベース化 

加古 真一郎 鹿児島大学 助教 石坂 丞二 複数衛星観測データを用いた全球海上風ベクトルデータセッ
トの構築

土屋 史紀 東北大学 助教 増田 智
三好 由純

高時間・周波数分解能太陽・木星電波スペクトルデータベース
構築

小山 幸伸 大分工業高等専門
学校 講師 家田 章正 電離圏電気伝導度モデル計算データベースの Linked Open 

Data 形式での公開

渡邉 堯 情報通信研究機構 招聘専門員 阿部 文雄 宇宙線 WDC データベース 

吉川 顕正 九州大学 講師 塩川 和夫 MAGDAS/CPMN データのデータベース化 

高田 拓 高知工業高等専門
学校 准教授 平原 聖文 れいめい衛星搭載の磁力計 GAS のデータベース作成・整備 

 
 
 
 加速器質量分析装置等利用（共同利用）（2016 年度） 

*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

佐藤 興平 気象庁 非常勤講師 南 雅代 火山体崩壊に起因する火山災害軽減のためのパイロット
研究

増田 公明 名古屋大学 准教授 増田 公明 年輪中炭素 14 測定による過去の太陽活動及び宇宙環境の
研究

Wallis, S. 名古屋大学 教授 南 雅代 アンデス山脈における湖段丘の変形と地殻におけるマグマ
流動

三宅 芙沙 名古屋大学 特任助教 北川 浩之
南 雅代 過去 5000 年間の超巨大 SPE 頻度の解明 

佐藤 亜聖 元興寺文化財研究所 主任研究員 南 雅代 日本における家畜導入についての基礎的研究 

坂井 亜規子 名古屋大学 研究員 南 雅代 北半球における大気中炭素14濃度の地域差とその経年変化の
把握

植村 立 琉球大学 准教授 南 雅代 沖縄県の鍾乳洞における滴下水の 14C 濃度 

高橋 浩 産業技術総合研究所 主任研究員 南 雅代 沈殿法による海水試料の放射性炭素分析の高精度化に関する
研究

渡邉 彰 名古屋大学 教授 渡邉 彰 熱帯泥炭の炭素循環プロセス：開発インパクトの学際的評価

岩花 剛 アラスカ大学 Research 
Associate 檜山 哲哉 永久凍土を利用した古環境復元の可能性 

池盛 文数 名古屋市環境科学
調査センター 研究員 中山 智喜

南 雅代 大気エアロゾルの炭素フラクションの 14C 測定 

小元 久仁夫 （日本大学） 元教授 南 雅代 ビーチロック試料の正確な膠結年代決定法の開発 

堀 和明 名古屋大学 准教授 北川 浩之 海水準変動や気候変動が河川・海岸地形の形成に与える影響の
解明
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*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

藤木 利之 岡山理科大学 講師 北川 浩之 ベトナム中央高原の火山湖堆積物の年代測定 

吉田 英一 名古屋大学 教授 南 雅代 炭酸塩天然コンクリーション形成速度の算出 

中村 俊夫 名古屋大学 招へい教員 
（名誉教授） 南 雅代 高精度の 14C 測定達成にむけて：測定プロセスの全過程の検討

持田 陸宏 名古屋大学 准教授 北川 浩之 インド都市域の大気有機エアロゾルの起源の解析 

中西 利典 福岡大学 ポストドクター研
究員 南 雅代 唐比低地における古環境変遷および千々石断層の活動履歴の

評価 

奥野 充 福岡大学 教授 南 雅代 アリューシャン列島とエチオピアにおける生態考古学に関す
る日露共同研究

小林 哲夫 福岡大学 客員教授 南 雅代 環太平洋地域の活動的火山の高精度年代学的研究 

宮田 佳樹 金沢大学 博士研究員 南 雅代 遺跡出土遺物を用いた古食性，古環境復元研究 

 
 
 
 加速器質量分析装置等利用（委託測定）（2016 年度） 

*所属機関・職名は申請時のとおり

研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究課題 

堀田 知希 ダイチ株式会社 技術課長 南 雅代 高原川流域地質調査業務（国土交通省 北陸地方整備局 神通川
水系砂防事務所 発注業務）

降幡 順子 奈良文化財研究所 主任研究員 南 雅代 奈良県瀬田遺跡から出土した木材・炭の年代測定 

越田 育世 － － 南 雅代 仏像年代測定 

知北 和久 北海道大学 准教授 北川 浩之 北海道・十勝海岸における多点掘削に基づく巨大津波による潟
湖群形成過程の理解

武藤 貴之 警視庁城東警察署 警部補 南 雅代 年齢不詳の被害者の歯牙および骨片の 14C 年代測定 

岡 孝雄 北海道技術コンサ
ルタント株式会社

地質調査部長 南 雅代
北川 浩之 北海道石狩低地帯の第四紀末地史と環境変遷の解明 

Amin-Rasouli, 
H. 

クルディスタン大
学 

Assistant Professor 南 雅代 イラン・クルディスタン、Karaftu 洞窟から採取したグアノ試
料の 14C 年代測定

南 雅代 名古屋大学 准教授 南 雅代 石筍の放射性炭素を用いた古環境復元の試み 

窪田 薫 名古屋大学 研究機関研究員 南 雅代 長寿二枚貝殻を利用 した北西太平洋の海水放射性炭素濃度の
復元
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共同利用機器等 

観測機器／データ処理装置 担当教員

大気組成分可視分光器（母子里、陸別） 長濵 智生

大気組成赤外干渉分光器（母子里、陸別） 長濵 智生

大気中不均一反応解析システム（名古屋） 松見  豊

二酸化炭素安定同位体レーザー分光計（名古屋） 松見  豊

大気中二酸化窒素・オゾン濃度測定装置（名古屋） 松見  豊

超高層大気イメージングシステム（国内・海外の多点観測） 塩川 和夫

ISEE 磁力計ネットワーク（国内・海外の多点観測） 塩川 和夫

ELF/VLF 帯電磁波観測ネットワーク（国内・海外の多点観測） 塩川 和夫

ナトリウム温度・風速ライダー（トロムソ） 野澤 悟德

太陽中性子望遠鏡（東大宇宙線研、乗鞍観測所内） 松原   豊

低バックグラウンドベータ線計数装置 増田 公明

多地点 IPS 太陽風観測システム（豊川、富士、木曽） 德丸 宗利

野辺山電波へリオグラフ 増田   智

多方向宇宙線ミューオン望遠鏡（東山） 阿部 文雄

３次元画像処理装置（名古屋） 梅田 隆行

SuperDARN 北海道-陸別短波レーダー（陸別） 西谷   望

ゾンデ観測システム（2 式） 坪木 和久

マルチパラメータレーダ（2 式） 坪木 和久

HYVIS/ビデオゾンデ受信機 坪木 和久

ソフトウェア／データベース 担当教員

大気組成赤外観測データ（母子里、陸別） 長濵 智生

二酸化窒素・オゾン観測データ（母子里、陸別） 長濵 智生

ISEE 磁力計ネットワーク観測データ（国内・海外の多点観測） 塩川 和夫

オーロラ全天カメラデータ（カナダ、アラスカ、シベリア） 塩川 和夫

超高層大気イメージングシステムデータ（国内・海外の多点観測） 塩川 和夫

VHF レーダー／GPS シンチレーション（インドネシア） 大塚 雄一

EISCAT レーダーデータベース（ロングイヤビン、トロムソ、キルナ、ソダンキレ） 野澤 悟德／大山 伸一郎

ELF/VLF 帯電磁波観測ネットワークデータ（国内・海外の多点観測） 塩川 和夫

惑星間空間シンチレーションデータ 德丸 宗利

太陽風速度データ 德丸 宗利

宇宙線強度データベース 阿部 文雄

磁気圏 MHD シミュレーション 梅田 隆行

S-RAMP データベース 阿部 文雄

CAWSES 宇宙天気国際協同研究データベース 阿部 文雄

ひのでサイエンスセンター＠名古屋 草野 完也
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ソフトウェア／データベース 担当教員

ERG サイエンスセンター 三好 由純

磁気圏総合解析データベース（FAST 衛星他） 三好 由純

れいめい衛星観測データベース 平原 聖文

MOA データベース 阿部 文雄

SuperDARN 北海道-陸別短波レーダーデータ 西谷   望

運動論プラズマシミュレーションコード 梅田 隆行

雲解像モデル（CReSS） 坪木 和久

衛星データシミュレータ（SDSU） 増永 浩彦

共同利用に供する施設等 担当教員

太陽地球環境情報処理システム (スーパーコンピュータ） 阿部 文雄／梅田 隆行

元素分析計・質量分析計 三野 義尚

タンデトロン加速器質量分析計 南  雅代

CHIME 年代測定装置 加藤 丈典

機器較正用イオン・電子ビームライン 平原 聖文

飛翔体搭載機器開発用クリーンルーム環境 平原 聖文

母子里観測所 松見  豊

陸別観測所 水野   亮

富士観測所 德丸 宗利

木曽観測施設 德丸 宗利

鹿児島観測所 塩川 和夫

 

 

共同利用に関する出版 

タイトル 発行年月日

第 22 回大気化学討論会講演集録 H28.10.12

第 21 回大気ライダー観測研究会講演集録 H29.2.14

Meeting on Perspectives in Computational Atmosphere and Ocean Science and 8th OFES 
International Workshop H29.3.1 

iLEAPS‒Japan 研究集会 2016： 統合陸域生態系‒大気プロセス研究計画（iLEAPS）－諸過程の統合
的理解と Future Earth との連携－ 発表資料集 H29.3.1 

平成 28 年度宇宙地球環境研究所研究集会集録「GSMaP および衛星シミュレータ合同研究集会」 H29.3.30

名古屋大学年代測定研究 第 1 号 H29.3.31
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2017 年 3 月 31 日現在 

運営協議会 

     
学 外 石井 守 情報通信研究機構 電磁波計測研究所  

宇宙環境研究室 
室長 

 小原 隆博 東北大学大学院理学研究科  
附属惑星プラズマ・大気研究センター 

センター長 

 梶田 隆章 東京大学宇宙線研究所 所長 
 河野 健 海洋研究開発機構 研究担当理事補佐 
 三枝 信子 国立環境研究所 地球環境研究センター 副センター長 

 中村 卓司 情報・システム研究機構 国立極地研究所 副所長 
 長友 恒人 奈良教育大学 前学長 
 新野 宏 東京大学大気海洋研究所 教授 
 兵藤 博信 岡山理科大学自然科学研究所 教授 
 星野 真弘 東京大学大学院理学系研究科 教授 
 満田 和久 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 研究総主幹・教授 

 安成 哲三 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 所長 
 渡部 潤一 自然科学研究機構 国立天文台 副台長 
 山本 衛 京都大学生存圏研究所 教授 
    

学 内 杉山 直 名古屋大学大学院理学研究科 教授 
 梅原 徳次 名古屋大学大学院工学研究科 副研究科長 
 柴田 隆 名古屋大学大学院環境学研究科 教授 
 石坂 丞二 名古屋大学宇宙地球環境研究所 副所長 

 伊藤 好孝 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 榎並 正樹 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 草野 完也 名古屋大学宇宙地球環境研究所 副所長 
 塩川 和夫 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 髙橋 暢宏 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 平原 聖文 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
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共同利用・共同研究委員会 

     
所 外 海老原 祐輔 京都大学生存圏研究所 准教授 

 門倉 昭 情報・システム研究機構 国立極地研究所 教授 
 北 和之 茨城大学理学部 教授 

 國分 陽子 日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター 副主任研究員 
 齊藤 昭則 京都大学大学院理学研究科 准教授 
 坂野井 健 東北大学大学院理学研究科 准教授 
 柴田 祥一 中部大学工学部 教授 
 関 華奈子 東京大学大学院理学系研究科 教授 
 関井 隆 自然科学研究機構 国立天文台 准教授 

 竹村 俊彦 九州大学応用力学研究所 
附属東アジア海洋大気環境研究センター 教授 

 長妻 努 情報通信研究機構 電磁波計測研究所  
宇宙環境研究室 研究マネージャー 

 花岡 庸一郎 自然科学研究機構 国立天文台 准教授 
 樋口 篤志 千葉大学  

環境リモートセンシング研究センター 准教授 

 松岡 彩子 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授 
 松崎 浩之 東京大学総合研究博物館 教授 

 宗像 一起 信州大学理学部 教授 
 森本 昭彦 愛媛大学沿岸環境科学研究センター 教授 
 山田 広幸 琉球大学理学部 准教授 
    

所 内 増田 智 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 松原 豊 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 德丸 宗利 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 平原 聖文 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 

 大塚 雄一 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 長濵 智生 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 相木 秀則 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 南 雅代 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 塩川 和夫 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 檜山 哲哉 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 

 西谷 望 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 坪木 和久 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 篠田 太郎 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
    オブザーバー 町田 忍 名古屋大学宇宙地球環境研究所 所長 
 草野 完也 名古屋大学宇宙地球環境研究所 副所長 
 石坂 丞二 名古屋大学宇宙地球環境研究所 副所長 
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共同利用・共同研究委員会専門委員会 

総合解析専門委員会 

     
所 外 浅井 歩 京都大学大学院理学研究科 准教授 

 海老原 祐輔 京都大学生存圏研究所 准教授 
 篠原 育 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授 

 関 華奈子 東京大学大学院理学系研究科 教授 
 関井 隆 自然科学研究機構 国立天文台 准教授 
 吉川 顕正 九州大学大学院理学研究科 講師 

    
所 内 草野 完也 名古屋大学宇宙地球環境研究所 副所長 

 増田 智 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 

 町田 忍 名古屋大学宇宙地球環境研究所 所長 
 三好 由純 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 

 
太陽圏宇宙線専門委員会 

     
所 外 大山 真満 滋賀大学教育学部 准教授 

 柴田 祥一 中部大学工学部 教授 
 中川 朋子 東北工業大学工学部 教授 

 羽田 亨 九州大学大学院総合理工学研究院 教授 
 花岡 庸一郎 自然科学研究機構 国立天文台 准教授 

 宗像 一起 信州大学理学部 教授 
    
所 内 伊藤 好孝 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 

 德丸 宗利 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 松原 豊 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 

 
電磁気圏専門委員会 

     
所 外 齊藤 昭則 京都大学大学院理学研究科 准教授 

 坂野井 健 東北大学大学院理学研究科 准教授 
 堤 雅基 情報・システム研究機構 国立極地研究所 准教授 

 細川 敬祐 電気通信大学情報通信工学科 准教授 

 山本 真行 高知工科大学大学院システム工学群 教授 
    
所 内 大塚 雄一 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 

 大山 伸一郎 名古屋大学宇宙地球環境研究所 講師 
 塩川 和夫 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 西谷 望 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 野澤 悟德 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 平原 聖文 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
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大気陸域海洋専門委員会 

     
所 外 梶井 克純 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授 

 高橋 けんし 京都大学生存圏研究所 准教授 
 竹村 俊彦 九州大学応用力学研究所  

附属東アジア海洋大気環境研究センター 教授 

 樋口 篤志 千葉大学  
環境リモートセンシング研究センター 准教授 

 森本 昭彦 愛媛大学沿岸環境科学研究センター 教授 
    
所 内 石坂 丞二 名古屋大学宇宙地球環境研究所 副所長 

 長濵 智生 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 檜山 哲哉 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 水野 亮 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 

 
年代測定専門委員会 

     
所 外 國分 陽子 日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター 副主任研究員 

 サイモン・ウォリス 名古屋大学大学院環境学研究科 教授 

 壷井 基裕 関西学院大学理工学部環境・応用化学科 教授 
 松崎 浩之 東京大学総合研究博物館 教授 
 山澤 弘実 名古屋大学大学院工学研究科 教授 
 山本 直人 名古屋大学大学院文学研究科 教授 

    
所 内 榎並 正樹 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 

 加藤 丈典 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 北川 浩之 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 

 増田 公明 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 南  雅代 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 

 
航空機利用専門委員会 

     
所 外 浦塚 清峰 情報通信研究機構 電磁波計測研究所 統括 

 北 和之 茨城大学理学部 教授 
 小池 真 東京大学大学院理学系研究科 准教授 

 鈴木 力英 海洋研究開発機構 分野長 
 山田 広幸 琉球大学理学部 准教授 

    
所 内 篠田 太郎 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 

 髙橋 暢宏 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 田島 宏康 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 松見 豊 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
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国際連携研究センター運営委員会 

     
所 外 海老原 祐輔 京都大学生存圏研究所 准教授 

 柴田 隆 名古屋大学大学院環境学研究科 教授 
 松崎 浩之 東京大学総合研究博物館 教授 

 宗像 一起 信州大学理学部 教授 
    

所 内 塩川 和夫 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 檜山 哲哉 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 西谷 望 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 

統合データサイエンスセンター運営委員会 

     
所 外 島 伸一郎 兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科 准教授 

 羽田 亨 九州大学大学院総合理工学研究院 教授 
 星野 真弘 東京大学大学院理学系研究科 教授 

 満田 和久 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 研究総主幹・教授 
 山本 鋼志 名古屋大学大学院環境学研究科 教授 
 渡部 潤一 自然科学研究機構 国立天文台 副台長 

    
所 内 草野 完也 名古屋大学宇宙地球環境研究所 副所長 

 坪木 和久 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 阿部 文雄 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 加藤 丈典 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 
 三好 由純 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授 

飛翔体観測推進センター運営委員会 

     
所 外 沖 理子 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター 研究領域リーダー 

 北 和之 茨城大学理学部 教授 
 中村 正人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授 

 山田 広幸 琉球大学理学部 准教授 
    

所 内 髙橋 暢宏 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 田島 宏康 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 

 平原 聖文 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
 松見 豊 名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授 
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2016年度予算額 

 

科学研究費補助金採択状況 
 科学研費補助金応募および採択状況      （転入者・研究代表者変更の伴う受入分も含む） 

研究種目の区分 審査区分  

2016 年度応募件数 
（採択は 2017 年度） 

2016 年度採択件数  

新規採択件数 
(2015 年度申請) 継続採択件数 *1 

教
員 PD RA 

学
振
特
別
研
究
員 

教
員 PD RA 

学
振
特
別
研
究
員 

教
員 PD RA 

学
振
特
別
研
究
員 

特別推進研究 1 0 - - 1 0 - 
 

- 0 0 - - 
特定領域研究 公募研究 - - - - - - - - - - - - 
新学術領域研究 研究課題提案型 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 
 研究領域提案型 0 0 - - 1 1 - - 4 0 - - 
基盤研究 (S)  2 0 - - 1 0 - - 1 0 - - 
基盤研究 (A) 一般 3 0 - - 2 0 - - 7 0 - - 
 海外学術調査 1 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 
基盤研究 (B) 一般 14 0 - 0 5 0 - 0 8 0 - 0 
 海外学術調査 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 
 特設分野研究 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 
基盤研究 (C) 一般 10

 
1 - 0 4 0 - 0 5 0 - 0 

 海外学術調査 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 
挑戦的萌芽研究 - - - - 4 0 - 0 7 0 - 0 
挑戦的研究 (萌芽) 7 0 - 0 - - - - - - - - 
挑戦的研究 (開拓) 1 0 - - - - - - - - - - 
若手研究 (S) - - - - - - - - - - - - 
若手研究 (A)  2 0 - 0 1 0 - 0 2 0 - 0 
若手研究 (B) 6 1 - 0 0 0 - 0 3 2 - 0 
研究活動スタート支援 (該当年度 5 月申請) 0 0 - - 0 0 - - 1 0 - - 
特別研究促進費 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 
研究成果公開促進費 (データベース) 1 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 
特別研究員奨励費 - 0 0 4 - 0 0 1 - 0 0 2 
国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 0 0 - - 0 0 - - 1 0 - - 
小計 49 2 0 4 20 1 0 1 39 2 0 2 
合計 55 22 44 
*1 2016 年度以前に採択され、2016 年度も継続している課題の件数。 
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外部資金及び産学官連携 
 科学研究費補助金 

事業名 研究課題名 代表者 職位 交付額（円） 

新学術領域研究 
（研究領域提案型） MOA II 1.8m 望遠鏡による重力波天体の追観測 阿部 文雄 准教授 1,040,000 

新学術領域研究 
（研究領域提案型） 

福島原発事故に関する放射線測定メタデータベース構築と初期
被曝推定 伊藤 好孝 教授 2,600,000 

新学術領域研究 
（研究領域提案型） 総括班（太陽地球圏環境予測） 草野 完也 教授 12,870,000 

新学術領域研究 
（研究領域提案型） 地球電磁気圏擾乱現象の発生機構の解明と予測 三好 由純 准教授 46,410,000 

新学術領域研究 
（研究領域提案型） 回転磁気流体波動に注目した太陽周期活動の多様性の究明 堀 久美子 研究員 1,820,000 

新学術領域研究 
（研究領域提案型） 

アジアにおけるホモ・サピエンス定着期の気候変動と居住環境の
解明 北川 浩之 教授 14,500,000 

基盤研究(S) 極限時間分解能観測によるオーロラ最高速変動現象の解明 藤井 良一 
特任教授  

（非常勤） 35,490,000 

基盤研究(S) 豪雨と暴風をもたらす台風の力学的・熱力学的・雲物理学的構造
の量的解析 坪木 和久 教授 53,040,000 

基盤研究(A) 特異な太陽ダイナモ活動に伴う太陽圏全体構造の変動の解明 德丸 宗利 教授 2,990,000 

基盤研究(A) 人工衛星－地上ネットワーク観測に基づく内部磁気圏の粒子変
動メカニズムの研究 塩川 和夫 教授 5,460,000 

基盤研究(A) LHC13TeV 陽子衝突での超前方粒子生成とファイマンスケーリ
ングの研究 伊藤 好孝 教授 9,750,000 

基盤研究(A) 地上オーロラ観測と衛星直接観測を連携させて挑む新しいサブ
ストーム像の構築 町田 忍 教授 10,790,000 

基盤研究(A) 宇宙ガンマ線観測による銀河中心におけるダークマター探査 田島 宏康 教授 14,560,000 

基盤研究(A) アブラヤシ農園の拡大が東南アジア熱帯林の水・炭素循環に与え
るインパクト 熊谷 朝臣 准教授 7,800,000 

基盤研究(A) 台風強度の高精度量的予測のための雲・エアロゾルプロセス解明 坪木 和久 教授 17,160,000 

基盤研究(A) 宇宙地球系結合機構の実証的研究と次世代電磁気圏探査計画の
基盤となる戦略的技術開拓 平原 聖文 教授 12,220,000 

基盤研究(A) 陸上試料の炭素 14 年代較正データの検証研究 北川 浩之 教授 5,980,000 

基盤研究(B) LHC 軽原子核衝突超前方測定にむけたシリコンピクセルカロリ
ーメータの開発 さこ 隆志 講師 910,000 

基盤研究(B) 北米域での高時間分解能オーロラ観測と電波観測を軸とした脈
動オーロラ変調機構の研究 三好 由純 准教授 1,820,000 

基盤研究(B) 一年輪単位の較正データを用いた暦年較正とウイグルマッチン
グの検討 中村 俊夫 招聘教員 1,690,000 
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事業名 研究課題名 代表者 職位 交付額（円） 

基盤研究(B) ハイブリッド粒子コードを用いた無衝突衝撃波における宇宙線
陽子の生成過程の研究 梅田 隆行 講師 4,030,000 

基盤研究(B) 過去三千年の宇宙線異常増加とその地球環境への影響 増田 公明 准教授 2,860,000 

基盤研究(B) 衛星データシミュレータを用いた雲解像モデル検証手法の開拓 増永 浩彦 准教授 4,030,000 

基盤研究(B) 衛星淡水フラックス変動と海洋表層塩分変動の統合的理解の研究 富田 裕之 特任助教 1,690,000 

基盤研究(B) 化学的指標に基づいた炭化物の高確度炭素 14 年代決定法の確立 南 雅代 准教授 2,600,000 

基盤研究(B) エアロゾルの一粒ごとの光散乱特性をリアルタイムで測定し組
成を検知する装置の開発 松見 豊 教授 6,240,000 

基盤研究(B) 古筆切の顕微鏡観察・書跡史学的考察を用いた間接的放射性炭素
年代測定法 小田 寛貴 助教 5,720,000 

基盤研究(B) Ka 帯雲レーダと地上観測を用いた氷晶－雪片変化過程の解析 篠田 太郎 准教授 8,190,000 

基盤研究(B) マイクロレンズ法による太陽系外惑星の探索 阿部 文雄 准教授 4,550,000 

基盤研究(B) 人工衛星電波を用いた電離圏シンチレーション観測のカスプ・極
冠域への展開 大塚 雄一 准教授 10,270,000 

基盤研究(C) 降雪粒子マイクロ波散乱問題解決に向けた３次元粒子構造モデ
ルの開発 民田 晴也 技術専門職員 780,000 

基盤研究(C) メガラヤ・バングラデシュ・ミャンマー地域に豪雨をもたらす渦
状低気圧の実態解明 藤波 初木 講師 1,040,000 

基盤研究(C) 極端に強い台風にみられる急激な中心気圧低下のメカニズムの
解明 金田 幸恵 特任助教 1,430,000 

基盤研究(C) 双補完的アプローチによる海洋の中規模渦と海面波浪の消散過
程の研究 相木 秀則 准教授 1,170,000 

基盤研究(C) 走査型雲レーダーを用いた偏波観測による過冷却雲粒存在域の
識別方法の開発 大東 忠保 特任助教 2,860,000 

基盤研究(C) サブストーム回復相における極域熱圏でのエネルギー収支の解
明 大山 伸一郎 准教授 1,300,000 

基盤研究(C) 宇宙ステーションでの太陽中性子の観測 村木 綏 名誉教授 910,000 

基盤研究(C) 編隊衛星を用いたオーロラ電流系の解明 家田 章正 助教 1,430,000 

基盤研究(C) ササ群落の蒸発散が森林衰退に与える影響 齋藤 隆実 研究機関 
研究員 3,250,000 

挑戦的萌芽研究 骨の炭酸ヒドロキシアパタイトを用いた炭素 14 年代測定の試み 南 雅代 准教授 650,000 

挑戦的萌芽研究 多衛星データ複合解析に基づく熱帯大気循環場の全球観測：「見
えない風」を見る 増永 浩彦 准教授 1,040,000 
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事業名 研究課題名 代表者 職位 交付額（円） 

挑戦的萌芽研究 放射性炭素年代測定のための青銅器の新試料調製法の開発と考
古資料への適用 小田 寛貴 助教 780,000 

挑戦的萌芽研究 モルタルの高精度 14C 年代測定に向けての基礎研究 中村 俊夫 招聘教員 1,300,000 

挑戦的萌芽研究 電磁プラズマ流体シミュレーションの共通数値解法の開発：
MHD から多流体まで 梅田 隆行 講師 1,040,000 

挑戦的萌芽研究 電離圏短波レーダーによる Pc 1 帯電離圏 MHD 波動観測のため
の手法開発と実証 堀 智昭 研究員 1,040,000 

挑戦的萌芽研究 低・高エネルギー粒子、及びＸ線の同時分析機能実現に向けたハ
イブリッド検出系の試作 平原 聖文 教授 1,690,000 

挑戦的萌芽研究 オープンパス超長光路吸収分光法を用いたエアロゾルおよび雲
粒計測装置の開発と応用 中山 智喜 講師 1,820,000 

挑戦的萌芽研究 大面積の半導体光検出器アレイの製造費用を半額にする非球面
レンズアレイの開発 奥村 曉 助教 3,510,000 

挑戦的萌芽研究 7-10 世紀の大規模 SPE 発生頻度分布の解明に向けた超高精度反
復 C14 濃度測定 三宅 芙沙 特任助教 1,430,000 

挑戦的萌芽研究 圧力変動吸着同位体濃縮法による 5 万年以前の試料の炭素 14 年
代測定 北川 浩之 教授 2,100,000 

若手研究(A) 自動車排ガス起源の二次有機エアロゾルの光学特性の解明 中山 智喜 講師 3,120,000 

若手研究(A) 大気チェレンコフ光の収集効率改善による次世代ガンマ線望遠
鏡 CTA の高感度化 奥村 曉 助教 5,720,000 

若手研究(A) 過去 5000 年間の超巨大 SPE 頻度の解明 三宅 芙沙 特任助教 7,540,000 

若手研究(B) 大陸内部における気候変動周期の発見とその変動要因の特定 奈良 郁子 研究機関 
研究員 910,000 

若手研究(B) 磁気流体波動論による地磁気永年変動の解明 堀 久美子 研究員 715,000 

若手研究(B) データ同化連結階層太陽コロナシミュレータの開発 塩田 大幸 特任助教 1,040,000 

若手研究(B) 電磁イオンサイクロトロン波動放射過程における非線形イオン
ダイナミクスの研究 小路 真史 特任助教 1,170,000 

若手研究(B) 内部磁気圏編隊衛星データを用いたリングカレントイオン加速
と消失に関する研究 桂華 邦裕 特任助教 1,040,000 

国際共同研究加速基
金（国際活動支援班） 太陽地球圏環境予測における国際連携研究の推進 草野 完也 教授 14,170,000 

特別推進研究 地上多点ネットワーク観測による内部磁気圏の粒子・波動の変動
メカニズムの研究 塩川 和夫 教授 221,910,000 
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 受託研究 

研究課題名 相手方名称 代表者 職位 金額（円） 

南米における大気環境リスク管理システムの開発プロジェクト 独立行政法人国際協力機構 水野 亮 教授 5,989,416 

乾燥・半乾燥地域における降水強化に関する先端的研究 National Center for 
Meteorology and Seismology 村上 正隆 招聘教員 498,500(＄) 

IUGONET メタデータデータベースの保守・更新、及び、システ
ム刷新・新機能追加の検討 

大学共同利用機関法人 
情報・システム研究機構 塩川 和夫 教授 3,630,000 

北極気候に関わる大気物質 大学共同利用機関法人 
情報・システム研究機構 檜山 哲哉 教授 13,360,000 

半乾燥地の水環境保全を目指した洪水－干ばつ対応農法の提案 国立研究開発法人 
科学技術振興機構 檜山 哲哉 教授 6,365,000 

課題（iii） 生態系・生物多様性に関する気候変動リスク情報の
創出  
サブ課題 c.北東ユーラシア・東南アジア熱帯における気候・生態系
相互作用の解明と気候変動に対する生系影響評価研究 

国立大学法人京都大学 熊谷 朝臣 准教授 12,441,222 

(ii)高度利活用（影響評価研究等）を支える標準的気候シナリオの
整備 c. 雲解像大気・海洋･波浪結合モデルによる台風強度推定 国立大学法人筑波大学 坪木 和久 教授 20,454,546 

課題 B 新たなソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研
究開発 

国立研究開発法人 
情報通信研究機構 坪木 和久 教授 3,159,785 

人工衛星による赤潮・珪藻発生等の漁場環境観測・予測手法の開
発事業 

一般社団法人 
漁業情報サービスセンター 石坂 丞二 教授 1,890,000 

Inter-comparison of global rainfall data products for the 
improvement of satellite rainfall algorithms  
(衛星降水アルゴリズム改良に資する全球降水データプロダクト
の相互比較研究） 

国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 増永 浩彦 准教授 7,578,000 

CO2 大気カラム濃度自動計測装置の活用・普及促進 明星電気株式会社 川崎 昌博 招聘教員 1,500,000 

オゾンホール・紫外線リスクの高精度実態把握と住民への情報
伝達に関する研究 

国立研究開発法人 
科学技術振興機構 水野 亮 教授 14,738,000 

MP-PAR の開発およびパッシブレーダ利用研究 国立研究開発法人 
科学技術振興機構 篠田 太郎 准教授 1,739,130 

ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題に関す
るアプリケーション開発・研究 生命を育む惑星の起源・進化と
惑星環境変動の解明 
サブ課題 C 全体の統括及び太陽フレアとその地球環境影響の
シミュレーションの開発 

国立大学法人神戸大学 草野 完也 教授 9,730,770 

JAXA Supercomputer System Generation 2 での衛星海洋データ
同化システムの構築に関する研究 

国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 相木 秀則 准教授 729,600 

地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム基幹アプリ
ケーション FS（リアルタイム降雨・降雪モニタリングに基づく
高速道路の交通規制予報サービスの実現可能性調査） 

国立大学法人東京大学 坪木 和久 教授 1,818,117 
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 受託事業 

研究課題名 相手方名称 代表者 職位 金額（円） 

アジア・アフリカ赤道域における測位衛星障害の研究 国立研究開発法人 
日本学術振興会 塩川 和夫 教授 6,320,000 

 
 政府補助金 

研究課題名 相手方名称 代表者 職位 金額（円） 

太陽地球環境における高エネルギー粒子の生成と役割： 
気候変動への影響を探る 

国立研究開発法人  
日本学術振興会 水野 亮 教授 38,480,000 

 
 共同研究及び産学官連携 

研究課題名 相手方名称 代表者 職位 金額（円） 

50kg 級小型衛星 ChubuSat-1 の開発 三菱重工業株式会社 田島 宏康 教授 無償 

Development of light concentrators for the Cherenkov Telescope 
Array 

Max-Planck-Institut für 
Kernphysik 奥村 曉 助教 無償 

TRMM End of Mission データを用いた降雨の詳細構造の解析お
よび DPR の DSD 推定アルゴリズムの評価 

国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 髙橋 暢宏 教授 1,053,000 

「大学共同利用連携拠点の設置・運営に係る協定」に基づく共同
研究 

国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 三好 由純 准教授 21,200,000 

GCOM-W AMSR2 海洋プロダクト検証システムの構築 国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 富田 裕之 研究員 1,655,200 

大気成分検知機構に関する共同研究 パナソニック株式会社 松見 豊 教授 1,091,000 

衛星データの取得・解析による NOWPAP 海域富栄養化状況判定
手順書の検証 

公益財団法人  
環日本海環境協力センター 石坂 丞二 教授 1,125,000 

GCOM-C 沿岸プロダクトの検証用データセット取得 国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 石坂 丞二 教授 2,700,000 

太陽地球環境のモデリング 国立研究開発法人 
海洋研究開発機構 草野 完也 教授 無償 

雷雲内電荷分布推定に基づく雷放電源の位置的推定 北陸電力株式会社 坪木 和久 教授 1,964,000 

TRMM End of Mission データを用いた降雨の詳細構造の解析お
よび DPR の DSD 推定アルゴリズムの評価 

国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構 髙橋 暢宏 教授 1,053,000 

航空機やレーダーを用いた気象観測手法に関する研究 国立研究開発法人 
情報通信研究機構 坪木 和久 教授 無償 

宇宙天気観測分野における共同研究 インドネシア国立航空宇宙
研究所（LAPAN） 塩川 和夫 教授 無償 
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研究課題名 相手方名称 代表者 職位 金額（円） 

国際短波レーダー観測網を用いた超高層大気・電離圏・磁気圏ダイナ
ミクス及び宇宙天気予報への応用に関する共同研究 

大学共同利用機関法人情報・
システム研究機構、 
国立研究開発法人情報通信
研究機構、 
国立大学法人電気通信大学、 
国立大学法人九州大学国際
宇宙天気科学・教育センター 

西谷 望 教授 無償 

災害をもたらす気象現象に関する研究および河川流出、氾濫関
連の研究 株式会社 東京海上研究所 坪木 和久 教授 3,571,440 

野辺山電波ヘリオグラフのリアルタイムデータを用いた宇宙天
気予報及び高エネルギー粒子生成・輸送過程 

国立研究開発法人  
情報通信研究機構 増田 智 准教授 500,000 

Solar Physics based on the continued operation of the Nobeyama 
Radioheliograph 

National Astronomical 
Observatories, Chinese 
Academy of Sciences、
Korea Astronomy and 
Space Science Institute 

増田 智 准教授 6,815,515 

Validation experiments for GOSAT using ballon-borne CO2 
instruments  

(独)宇宙航空研究開発機構
(JAXA)、(独)国立環境研究
所(NIES)、環境省(MOE)  

松見 豊 教授 無償 

ADS-B を用いた航空交通管理に関する研究及び電離圏擾乱が
ADS-B 放送位置に与える影響の研究 

国立研究開発法人電子航法
研究所 大塚 雄一 准教授 無償 

モバイル・ワイヤレステストベッドを活用した高密度四次元気
象予測手法とそれに基づく防災情報提供手法 

国立研究開発法人情報通信
研究機構 坪木 和久 教授 無償 

 
 寄付金 

研究課題名 相手方名称 代表者 職位 金額（円） 

研究助成 日本海洋学会 石坂 丞二 教授 1,200,000 

研究助成 株式会社サイエンスアンド
テクノロジー 石坂 丞二 教授 500,000 

IHP 研修生招へい費用補助 PICES（北太平洋科学機構） 石坂 丞二 教授 375,966 

現在および将来の気候における東南アジア・熱帯人工林の水・炭
素循環の評価 

公益財団法人クリタ水・環境
科学振興財団 五十嵐 康記 研究員 993,000 

長寿二枚貝殻を利用した北西太平洋の海水放射性炭素濃度の復元 公益財団法人クリタ水・環境
科学振興財団 窪田 薫 研究機関 

研究員 1,000,000 

偏波レーダーの高度利用に関する研究 株式会社東芝 髙橋 暢宏 教授 500,000 

地球温暖化が引き起こす大規模水害発生の可能性 公益財団法人日本生命財団 奈良 郁子 研究機関 
研究員 400,000 

地球温暖化が引き起こす大規模水害発生の可能性 公益財団法人武田科学振興
財団 奈良 郁子 研究機関 

研究員 900,000 
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蔵書 
 第一図書室 

図書 

種 別 冊 数 
和 書 3,004 

洋 書 11,162 

雑誌 

種 別 種類数 
和雑誌 3 

洋雑誌 134 

 第二図書室 

図書 

種 別 冊 数 
和 書 4,591 

洋 書 8,828 

雑誌 

種 別 種類数 
和雑誌 216 

洋雑誌 228 

土地・建物 

 
地区 名称 土地 (m2) 建物 (m2) 所在地 電話 

東山地区   - 9,005 名古屋市千種区不老町  (052) 747-6306 

豊川地区 分室 157,965 (37) 7,189 愛知県豊川市穂ノ原 3-13 (0533) 89-5206 

北海道地区 母子里観測所 110,534 325 北海道雨竜郡幌加内町字母子里北西 3 (0165) 38-2345 

 陸別観測所 - (117) 北海道足寄郡陸別町宇遠別 345 (0156) 27-8103 

    (24,580) 50 北海道足寄郡陸別町字ポントマム 58-1、78-1、 
78-5、129-1、129-4 (0156) 27-4011 

鹿児島地区 鹿児島観測所 2,383 (85) 267 鹿児島県垂水市本城字下本城 3860 の 1 (0994) 32-0730 

  （アンテナ） 10,820 (124) 20 鹿児島県垂水市大字浜平字山角   

  佐多岬観測点 (37)  鹿児島県肝属郡南大隅町馬籠 349   

山梨地区 富士観測所 3,500 
(16,426) 174 山梨県南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺 1347 

の 2 (0555) 89-2148 

長野地区 菅平観測施設 (3,300) (33) 長野県小県郡真田町菅平大字長字菅平 1223  
電気通信大学菅平宇宙電波観測所内 (0268) 74-2496 

 木曽観測施設 (6,240) 66 長野県木曽郡上松町大字小川字才児山 (0264) 52-4294 

滋賀地区 信楽観測点 - - 滋賀県甲賀市 信楽町神山 京都大学生存圏研
究所 信楽 MU 観測所内  (0748) 82-3211 

岐阜地区 乗鞍観測点 - - 岐阜県高山市丹生川町岩井谷乗鞍岳 東京大学
宇宙線研究所 附属乗鞍観測所内 (090) 7408-6224 

計  285,202 
(50,829) 

17,546 
(150)   

※土地、建物の欄の（ ）内の数字は、借入分 

 


