
2016年度研究集会採択一覧 
* 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 研究集会の名称 

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 

徳丸 宗利 名古屋大学 教授 徳丸 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 東京大学大学院 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 

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 
徳丸 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 徳丸 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 
(Hinode-10 
科学組織委
員会委員長)

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 



研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究集会の名称 

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 宇宙航空開発研
究機構 

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 

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) 

長濱 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



研究代表者 所属機関* 職名* 所内担当教員 研究集会の名称 

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 悟徳 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 
高橋 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 

 


