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資料1―7―1　協議会等委員

任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

1994. 4. 1～1996. 3.31 松　本　英　二 名古屋大学大気水圏科学研究所 教授
今　脇　資　郎 九州大学応用力学研究所 教授
斎　藤　常　正 東北大学理学部 教授
関　　　文　威 筑波大学生物科学系 教授
平　澤　威　男 国立極地研究所 企画調整官・教授
竹　内　謙　介 北海道大学低温科学研究所 教授
石　渡　良　志 東京都立大学理学部 教授
有　賀　祐　勝 東京水産大学水産学部 教授
中　尾　征　三 工業技術院地質調査所海洋地質部 部長
平　　　啓　介 東京大学海洋研究所 教授
瀬　川　爾　朗 東京大学海洋研究所 教授
沖　山　宗　雄 東京大学海洋研究所 教授
山　形　俊　男 東京大学理学部 助教授
二　村　義八朗 東京大学農学部 教授
吉　田　宏一郎 東京大学工学部 教授

1994. 4. 1～1995. 3.31 小　林　俊　一 東京大学理学部 学部長
1994. 4. 1～1994. 9.30 鈴　木　昭　憲 東京大学農学部 学部長
1994.10. 1～1996. 3.31 佐々木　恵　彦 東京大学農学部 学部長
1994. 4. 1～1996. 3.31 深　尾　良　夫 東京大学地震研究所 所長

佐　藤　國　雄 東京大学事務局 局長
雨　宮　　　忠 東京大学事務局 局長

1995. 4. 1～1996. 3.31 益　田　隆　司 東京大学理学部 学部長
1996. 4. 1 ～ 1998. 3.31

学　

外

竹　内　謙　介 北海道大学低温科学研究所 教授
松　本　英　二 名古屋大学大気水圏科学研究所 教授
谷　口　　　旭 東北大学農学部 教授
伊勢崎　修　弘 千葉大学理学部 教授
有　賀　祐　勝 東京水産大学水産学部 教授
尹　　　宗　煥 九州大学応用力学研究所 教授
石　渡　良　志 東京都立大学理学部 教授
平　澤　威　男 国立極地研究所 所長
中　尾　征　三 工業技術院地質調査所海洋地質部 部長

学　

内

小　池　勲　夫 東京大学海洋研究所 教授
川　口　弘　一 東京大学海洋研究所 教授
大和田　紘　一 東京大学海洋研究所 教授
山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
伏　谷　伸　宏 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
藤　野　正　隆 東京大学大学院工学系研究科 教授
壽榮松　宏　仁 東京大学大学院理学系研究科 学部長
小　林　正　彦 東京大学大学院農学生命科学研究科 学部長
藤　井　敏　嗣 東京大学地震研究所 所長
中　西　釦　治 東京大学事務局 局長

●海洋研究所［1994.4 ～ 2010.3］
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任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

1998. 4. 1 ～ 2000. 3.31

学　

外

河　村　公　隆 北海道大学低温科学研究所 教授
谷　口　　　旭 東北大学農学部 教授
関　　　文　威 筑波大学生物科学系 教授
伊勢崎　修　弘 千葉大学理学部 教授
松　本　英　二 名古屋大学大気水圏科学研究所 教授
淡　路　敏　之 京都大学大学院理学系研究科 教授
尹　　　宗　煥 九州大学応用力学研究所 教授
内　藤　靖　彦 国立極地研究所 教授
奥　田　義　久 工業技術院地質調査所 部長

学　

内

壽榮松　宏　仁 東京大学大学院理学系研究科 学部長
小　林　正　彦 東京大学大学院農学生命科学研究科 学部長
藤　井　敏　嗣 東京大学地震研究所 所長
中　西　釦　治 東京大学事務局 局長
藤　野　正　隆 東京大学大学院工学系研究科 教授
山　岬　正　紀 東京大学大学院理学系研究科 教授
谷　内　　　透 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
小　池　勲　夫 東京大学海洋研究所 教授
川　口　弘　一 東京大学海洋研究所 教授
大和田　紘　一 東京大学海洋研究所 教授
平　　　啓　介 東京大学海洋研究所 所長

2000. 4. 1 ～ 2002. 3.31

学　

外

河　村　公　隆 北海道大学低温科学研究所 教授
関　　　文　威 筑波大学生物科学系 教授
田　上　英一郎 名古屋大学大気水圏科学研究所 教授
淡　路　敏　之 京都大学大学院理学系研究科 教授
上　　　真　一 広島大学生物生産学部 教授
高　橋　孝　三 九州大学大学院理学研究科 教授
市　川　　　洋 鹿児島大学水産学部 教授
内　藤　靖　彦 国立極地研究所 教授
奥　田　義　久 工業技術院地質調査所 部長

学　

内

小　間　　　篤 東京大学大学院理学系研究科［2000.4.1 ～ 2001.3.31］ 研究科長
佐　藤　勝　彦 東京大学大学院理学系研究科［2001.4.1 ～ 2002.3.31］ 研究科長
林　　　良　博 東京大学大学院農学生命科学研究科 研究科長
藤　井　敏　嗣 東京大学地震研究所 所長
山　下　輝　夫 東京大学地震研究所 所長
板　橋　一　太 東京大学事務局 局長
坂　本　　幸一 東京大学事務局 局長
東　畑　郁　生 東京大学大学院工学系研究科 教授
山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
渡　部　終　五 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
野　崎　義　行 東京大学海洋研究所 教授
塚　本　勝　巳 東京大学海洋研究所 教授
杉　本　隆　成 東京大学海洋研究所 教授
平　　　啓　介 東京大学海洋研究所［2000.4.1 ～ 2001.3.31］ 所長
小　池　勲　夫 東京大学海洋研究所［2001.4.1 ～ 2002.3.31］ 所長

2002. 4. 1 ～ 2004. 3.31
学　

外

乗　木　新一郎 北海道大学大学院地球環境科学研究科 教授
松　山　優　治 東京水産大学水産学部海洋環境学科 教授
田　上　英一郎 名古屋大学大学院環境学研究科 教授
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任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

学　

外

井　内　美　郎 愛媛大学沿岸環境科学研究センター 教授
上　　　真　一 広島大学生物生産学部 教授
高　橋　孝　三 九州大学大学院理学研究科 教授
市　川　　　洋 鹿児島大学水産学部 教授
福　地　光　男 国立極地研究所南極圏環境モニタリングセンター 教授
井　関　和　夫 水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 部長

学　

内

佐　藤　勝　彦 東京大学大学院理学系研究科 研究科長
林　　　良　博 東京大学大学院農学生命科学研究科 研究科長
山　下　輝　夫 東京大学地震研究所 所長
梶　野　愼　一 東京大学事務局 局長
東　畑　郁　生 東京大学大学院工学系研究科 教授
山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
古　谷　　　研 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
野　崎　義　行 東京大学海洋研究所 教授
塚　本　勝　巳 東京大学海洋研究所 教授
杉　本　 隆　成 東京大学海洋研究所 教授
小　池　勲　夫 東京大学海洋研究所 所長

2004. 4. 1 ～ 2006. 3.31

学　

外

乗　木　新一郎 北海道大学大学院地球環境科学研究科 教授
池　田　　　勉 北海道大学大学院水産科学研究科 教授
松　山　優　治 東京海洋大学海洋科学部 教授
才　野　敏　郎 名古屋大学地球水循環研究センター 教授
井　内　美　郎 愛媛大学沿岸環境科学研究センター 教授
井　関　和　夫 広島大学大学院生物圏科学研究科 教授
福　地　光　男 国立極地研究所南極圏環境モニタリングセンター センター長・教授
久保田　雅　久 東海大学海洋学部 教授
北　里　　　洋 海洋研究開発機構システム変動研究領域 領域長

学　

内

山　口　　　一 東京大学大学院工学系研究科 教授
山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
青　木　一　郎 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
河　野　道　方 東京大学大学院新領域創成科学研究科 研究科長
磯　部　雅　彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科 研究科長
岡　村　定　矩 東京大学大学院理学系研究科 研究科長
岩　澤　康　裕 東京大学大学院理学系研究科 研究科長
會　田　勝　美 東京大学大学院農学生命科学研究科 研究科長
山　下　輝　夫 東京大学地震研究所 所長
大久保　修　平 東京大学地震研究所 所長
渡　邊　良　朗 東京大学海洋研究所 教授
西　田　　　睦 東京大学海洋研究所 教授
小　池　勲　夫 東京大学海洋研究所［2004.4.1 ～ 2005.3.31］ 所長
寺　崎　　　誠 東京大学海洋研究所［2005.4.1 ～ 2006.3.31］ 所長

2006. 4. 1 ～ 2008. 3.31

学　

外

乗　木　新一郎 北海道大学大学院地球環境科学研究院 教授
池　田　　　勉 北海道大学大学院水産科学研究院 教授
松　山　優　治 東京海洋大学海洋科学部 教授
才　野　敏　郎 名古屋大学地球水循環研究センター 教授
井　内　美　郎 愛媛大学沿岸環境科学研究センター 教授
井　関　和　夫 広島大学大学院生物圏科学研究科 教授
福　地　光　男 国立極地研究所研究教育系 教授



208 資料1　組　　織208

任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

学　

外

久保田　雅　久 東海大学海洋学部 教授
北　里　　　洋 海洋研究開発機構地球内部変動研究センター プログラムディレ

クター

学　

内

山　口　　　一 東京大学大学院工学系研究科 教授
山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
青　木　一　郎 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
磯　部　雅　彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科［2006.4.1～2007.3.31］ 研究科長
雨　宮　慶　幸 東京大学大学院新領域創成科学研究科［2007.4.1～2008.3.31］ 研究科長
岩　澤　康　裕 東京大学大学院理学系研究科［2006.4.1 ～ 2007.3.31］ 研究科長
山　本　正　幸 東京大学大学院理学系研究科［2007.4.1 ～ 2008.3.31］ 研究科長
會　田　勝　美 東京大学大学院農学生命科学研究科［2006.4.1 ～ 2007.3.31］ 研究科長
生源寺　眞　一 東京大学大学院農学生命科学研究科［2007.4.1 ～ 2008.3.31］ 研究科長
大久保　修　平 東京大学地震研究所 所長
渡　邊　良　朗 東京大学海洋研究所 教授
塚　本　勝　巳 東京大学海洋研究所 教授
西　田　　　睦 東京大学海洋研究所 教授／所長
寺　崎　　　誠 東京大学海洋研究所［2006.4.1 ～ 2007.3.31］ 所長

2008. 4. 1 ～ 2010. 3.31

学　

外

乗　木　新一郎 北海道大学大学院地球環境科学研究院 教授
桜　井　泰　憲 北海道大学大学院水産科学研究院 教授
花　輪　公　雄 東北大学大学院理学研究科 教授
才　野　敏　郎 海洋研究開発機構地球環境観測研究センター プログラムディレ

クター
井　内　美　郎 早稲田大学人間科学学術院 教授
井　関　和　夫 広島大学大学院生物圏科学研究科 教授
福　地　光　男 国立極地研究所研究教育系 教授
久保田　雅　久 東海大学海洋学部 教授
北　里　　　洋 海洋研究開発機構地球内部変動研究センター プログラムディレ

クター

学　

内

平　尾　公　彦 東京大学大学院工学系研究科 副学長
松　本　洋一郎 東京大学大学院工学系研究科 副学長
山　口　　　一 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
日比谷　紀　之 東京大学大学院理学系研究科 教授
小　川　和　夫 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
雨　宮　慶　幸 東京大学大学院新領域創成科学研究科［2008.4.1～2009.3.31］ 研究科長
大　和　裕　幸 東京大学大学院新領域創成科学研究科［2009.4.1～2010.3.31］ 研究科長
山　本　正　幸 東京大学大学院理学系研究科［2008.4.1 ～ 2009.3.31］ 研究科長
山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科［2009.4.1 ～ 2010.3.31］ 研究科長
生源寺　眞　一 東京大学大学院農学生命科学研究科 研究科長
大久保　修　平 東京大学地震研究所 所長
平　田　　　直 東京大学地震研究所 所長
西　田　　　睦 東京大学海洋研究所 所長
木　暮　一　啓 東京大学海洋研究所 教授
新　野　　　宏 東京大学海洋研究所 教授
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1991. 4.12～1995. 3.31 松　野　太　郎 東京大学気候システム研究センター 教授
1991. 4.12～1993. 3.31 平　井　宜　雄 東京大学法学部 教授
1991. 4.12～1993. 3.31 茅　　　陽　一 東京大学工学部 教授
1991. 4.12～1994. 3.31 永　田　　　豊 東京大学理学部 教授
1991. 4.12～1993. 3.31 国　分　　　征 東京大学理学部 教授
1991. 4.12～1995. 3.31 兼　岡　一　郎 東京大学地震研究所 教授
1991. 4.12～1993. 3.31 浅　井　冨　雄 東京大学海洋研究所 教授
1991. 4.12～1993. 3.31 大須賀　節　雄 東京大学先端科学技術研究センター 教授
1991. 7. 1～ 2001. 3.31 杉ノ原　伸　夫 東京大学気候システム研究センター 教授
1991. 7. 1～ 1995. 3.31 住　　　明　正 東京大学気候システム研究センター 教授
1995. 4. 1～ 2005. 3.31 住　　　明　正 東京大学気候システム研究センター 教授
1992. 4. 1～ 1997.12. 8 新　田　　　勍 東京大学気候システム研究センター 教授
1993. 4. 1～ 1995. 3.31 青　山　善　光 東京大学法学部 教授
1993. 4. 1～ 1997. 3.31 石　谷　　　久 東京大学工学部 教授
1993. 4. 1～ 1999. 3.31 小　川　利　紘 東京大学理学部 教授
1993. 4. 1～ 2001. 3.31 平　　　啓　介 東京大学海洋研究所 教授
1993. 4. 1～ 1995. 3.31 村　上　陽一郎 東京大学先端科学技術研究センター 教授
1994. 4. 1～ 1995. 3.31 河　野　　　長 東京大学理学部 教授
1994. 4. 1～ 1995. 3.31 大和田　紘　一 東京大学海洋研究所 教授
1995. 4. 1～ 2005. 3.31 中　島　映　至 東京大学気候システム研究センター 教授
1995. 4. 1～ 1997. 3.31 佐々木　　　毅 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
1995. 4. 1～ 1997. 3.31 山　岬　正　紀 東京大学大学院理学系研究科 教授
1995. 4. 1～ 1997. 3.31 島　崎　邦　彦 東京大学地震研究所 教授
1995. 4. 1～ 1997. 3.31 岸　　　輝　雄 東京大学先端科学技術研究センター 教授
1996. 4. 1～ 1997. 3.31 岩　田　一　政 東京大学教養学部 教授
1997. 4. 1～ 1999. 3.31 伊　藤　　　眞 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
1997. 4. 1～ 1999. 3.31 玉　井　信　行 東京大学大学院工学系研究科 教授
1997. 4. 1～ 2005. 3.31 山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
1997. 4. 1～ 1999. 3.31 金　沢　敏　彦 東京大学地震研究所 教授
1997. 4. 1～ 1999. 3.31 二　木　鋭　雄 東京大学先端科学技術研究センター 教授
1997. 4. 1～ 1999. 3.31 伊　藤　元　重 東京大学経済学部 教授・総長補佐
1998. 4. 1～ 1999. 3.31 河　野　俊　丈 東京大学数理科学研究科 教授・総長補佐
1998. 5. 1～ 2001. 3.31 山　岬　正　紀 東京大学大学院理学系研究科 教授
1998.12. 1～2005. 3.31 高　橋　正　明 東京大学気候システム研究センター 教授
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 高　橋　和　之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 定　方　正　毅 東京大学大学院工学系研究科 教授
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 藤　井　敏　嗣 東京大学地震研究所 教授
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 岡　部　洋　一 東京大学先端科学技術研究センター 教授
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 黒　田　和　明 東京大学宇宙線研究所 教授・総長補佐
2000. 9. 6～ 2001. 3.31 木　本　昌　秀 東京大学気候システム研究センター 助教授
2001. 4. 1～ 2005. 3.31 木　本　昌　秀 東京大学気候システム研究センター 教授
2000. 9. 6～ 2005. 3.31 今　須　良　一 東京大学気候システム研究センター 助教授
2000. 9. 6～ 2005. 3.31 高　薮　　　縁 東京大学気候システム研究センター 助教授
2000. 4. 1～ 2001. 3.31 日比谷　紀　之 東京大学大学院理学系研究科 助教授
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 石　田　英　敬 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授・総長補佐
2002. 7. 1～ 2005. 3.31 遠　藤　昌　宏 東京大学気候システム研究センター 教授

●気候システム研究センター（協議会）
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任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

2001. 4. 1～2003. 3.31 南　谷　　　崇 東京大学先端科学技術研究センター 教授
2001. 4. 1～2005. 3.31 井　上　達　夫 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
2001. 4. 1～2005. 3.31 小　池　俊　雄 東京大学大学院工学系研究科 教授
2001. 4. 1～2005. 3.31 大　政　謙　次 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
2001. 4. 1～2005. 3.31 大　森　博　雄 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
2001. 4. 1～2003. 3.31 山　下　輝　夫 東京大学地震研究所 教授
2001. 4. 1～2005. 3.31 小　池　勲　夫 東京大学海洋研究所 教授
2001. 4. 1～2005. 3.31 安　岡　善　文 東京大学生産技術研究所 教授
2002.10. 1～2003. 3.31 前　田　正　史 東京大学生産技術研究所 教授・総長補佐
2003. 4. 1～2005. 3.31 柴　崎　亮　介 東京大学空間情報科学研究センター 教授
2003. 4. 1～2005. 3.31 藤　田　典　久 東京大学人工物工学研究センター 教授
2003.10. 1～2005. 3.31 齋　藤　春　雄 東京大学医科学研究所 教授

任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

2003. 4. 1～ 2009. 3.31 中　島　映　至 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2008. 3.31 住　　　明　正 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 高　橋　正　明 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2008. 3.31 遠　藤　昌　宏 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 木　本　昌　秀 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 今　須　良　一 東京大学気候システム研究センター 助教授
2003. 4. 1～ 2008. 3.31 高　薮　　　縁 東京大学気候システム研究センター 助教授
2008. 4. 1～ 2011. 3.31 高　薮　　　縁 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 羽　角　博　康 東京大学気候システム研究センター 助教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 阿　部　彩　子 東京大学気候システム研究センター 助教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 川　辺　正　樹 東京大学海洋研究所 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 近　藤　　　豊 東京大学先端科学技術研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 金　田　康　正 東京大学情報基盤センター 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 花　輪　公　雄 東北大学大学院理学研究科 教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 木　田　秀　次 京都大大学院理学研究科 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 淡　路　敏　之 京都大大学院理学研究科 教授
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 山　崎　孝　治 北海道大学大学院地球環境科学 教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 安　成　哲　三 名古屋大学地球水循環研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 高　村　民　雄 千葉大学大学院理学研究科 教授
2005. 4. 1～ 2011. 3.31 高　村　民　雄 千葉大学環境リモートセンシング研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2008. 3.31 露　木　　　義 気象庁予報部 課長
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 石　崎　　　廣 気象庁気象研究所海洋研究部 室長
2003. 4. 1～ 2011. 3.31 中　根　英　昭 国立環境研究所大気圏環境研究領域 上席研究官
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 竹　内　謙　介 海洋研究開発機構地球観測フロンティア研究システム 領域長
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 小　川　利　雄 宇宙航空研究開発機構地球観測利用推進センター 技術参与
＊ 沖　　　大　幹 東京大学生産技術研究所 助教授
＊ 藤　吉　康　志 北海道大学低温科学研究所 教授
＊ 岩　崎　俊　樹 東北大学大学院理学研究科 教授
＊ 中　澤　高　清 東北大大学院理学研究科 教授
＊ 鬼　頭　昭　雄 気象庁気象研究所気候研究部 室長

●気候システム研究センター／大気海洋研究所気候システム研究系（研究協議会）
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＊ 中　村　健　治 名古屋大学地球水循環研究センター 教授
＊ 余　田　成　男 京都大学大学院理学研究科 教授
＊ 宮　原　三　郎 九州大学大学院理学研究院 教授
＊ 松　野　太　郎 海洋研究開発機構地球観測フロンティア研究システム システム長
＊ 時　岡　達　志 海洋研究開発機構地球観測フロンティア研究システム 領域長
＊ 早　坂　忠　裕 人間文化研究機構国立総合地球環境学研究所 プロジェクト主幹
＊ 神　沢　　　博 名古屋大学大学院環境学研究科 教授
＊ 野　田　　　彰 気象庁気象研究所・気候研究部 部長
＊ 秋　元　　　肇 海洋研究開発機構地球観測フロンティア研究システム 領域長
＊2003. 4. 1～2005. 3.31 山　内　　　泰 国立極地研究所・気水圏研究グループ 教授
2005. 4. 1～ 2011. 3.31 余　田　成　男 京都大学大学院理学研究科 教授
2005. 4. 1～ 2011. 3.31 時　岡　達　志 海洋研究開発機構地球観測フロンティア研究システム 領域長
2005. 4. 1～ 2011. 3.31 神　沢　　　博 名古屋大学大学院環境学研究科 教授
2005. 4. 1～ 2011. 3.31 佐　藤　正　樹 東京大学気候システム研究センター 助教授
2008. 4. 1～ 2011. 3.31 渡　部　雅　浩 東京大学気候システム研究センター 助教授
2008. 4.14～2011. 3.31 永　田　　　雅 気象庁予報部 課長
＊2004.6.16拡大研究協議会出席

任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

2010. 4. 1 ～ 2012. 3.31

学　
　

外

桜　井　泰　憲 北海道大学大学院水産科学研究院 教授
花　輪　公　雄 東北大学大学院理学研究科 教授
井　内　美　郎 早稲田大学人間科学学術院 教授
田　上　英一郎 名古屋大学大学院環境学研究科 教授
余　田　成　男 京都大学大学院理学研究科 教授
井　関　和　夫 広島大学大学院生物圏科学研究科 教授
中　田　英　昭 長崎大学大学院生産科学研究科 教授
福　地　光　男 国立極地研究所研究教育系 教授
今　脇　資　郎 海洋研究開発機構地球情報研究センター センター長

学　
　

内

松　本　洋一郎 東京大学大学院工学系研究科 理事・副学長
日比谷　紀　之 東京大学大学院理学系研究科 教授
松　永　茂　樹 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
浅　川　修　一 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
大　和　裕　幸 東京大学大学院新領域創成科学研究科［2010.4.1～2011.3.31］ 研究科長
上　田　卓　也 東京大学大学院新領域創成科学研究科［2011.4.1～2012.3.31］ 研究科長
平　田　　　直 東京大学地震研究所［2010.4.1 ～ 2011.3.31］ 所長
小屋口　剛　博 東京大学地震研究所［2011.4.1 ～ 2012.3.31］ 所長
新　野　　　宏 東京大学大気海洋研究所［2010.4.1 ～ 2011.3.31］ 教授
西　田　　　睦 東京大学大気海洋研究所［2010.4.1 ～ 2011.3.31］ 所長
新　野　　　宏 東京大学大気海洋研究所［2011.4.1 ～ 2012.3.31］ 所長
木　暮　一　啓 東京大学大気海洋研究所 教授
木　本　昌　秀 東京大学大気海洋研究所 教授

●大気海洋研究所（協議会）［2010.4 ～］
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資料1―7―2　共同利用に関する委員会

任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

1993. 4. 1～ 1995. 3.31 大　谷　清　隆 北海道大学水産学部 教授
石　渡　良　志 東京都立大学理学部 教授
深　澤　理　郎 東海大学海洋学部 教授
松　田　　　治 広島大学生物生産学部 教授
岡　村　　　眞 高知大学理学部 教授
平　　　啓　介 東京大学海洋研究所 教授
瀬　川　爾　朗 東京大学海洋研究所 教授
川　口　弘　一 東京大学海洋研究所 教授
大和田　紘　一 東京大学海洋研究所 教授
沖　山　宗　雄 東京大学海洋研究所 教授

1995. 4. 1～ 1997. 3.31 大　谷　清　隆 北海道大学水産学部 教授
石　渡　良　志 東京都立大学理学部 教授
深　澤　理　郎 東海大学海洋学部 教授
松　田　　　治 広島大学生物生産学部 教授
岡　村　　　眞 高知大学理学部 教授
瀬　川　爾　朗 東京大学海洋研究所 教授
小　池　勲　夫 東京大学海洋研究所 教授
川　口　弘　一 東京大学海洋研究所 教授
沖　山　宗　雄 東京大学海洋研究所 教授
平　　　朝　彦 東京大学海洋研究所 教授

1997. 4. 1～ 1999. 3.31 坂　本　　　亘 京都大学農学部 教授
乗　木　新一郎 北海道大学大学院地球環境科学研究科 教授
花　輪　公　雄 東北大学理学部 教授
新　妻　信　明 静岡大学理学部 教授
上　　　真　一 広島大学生物生産学部 教授
木　村　龍　治 東京大学海洋研究所 教授
野　崎　義　行 東京大学海洋研究所 教授
小　池　勲　夫 東京大学海洋研究所 教授
大和田　紘　一 東京大学海洋研究所 教授
平　　　朝　彦 東京大学海洋研究所 教授

1999. 4. 1～ 2001. 3.31 坂　本　　　亘 京都大学大学院農学研究科 教授
乗　木　新一郎 北海道大学大学院地球環境科学研究科 教授
花　輪　公　雄 東北大学大学院理学研究科 教授
新　妻　信　明 静岡大学理学部 教授
上　　　真　一 広島大学生物生産学部 教授
木　村　龍　治 東京大学海洋研究所 教授
野　崎　義　行 東京大学海洋研究所 教授
玉　木　賢　策 東京大学海洋研究所 教授
大和田　紘　一 東京大学海洋研究所 教授
杉　本　隆　成 東京大学海洋研究所 教授

2001. 4. 1～ 2003. 3.31 岡　田　尚　武 北海道大学大学理学研究科 教授
田　上　英一郎 名古屋大学大学院環境学研究科 教授
古　谷　　　研 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
松　野　　　健 九州大学応用力学研究所 教授

●海洋研究所（共同利用施設運営委員会）［1993.4 ～ 2005.3］
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山　口　征　矢 東京水産大学水産学部 教授
玉　木　賢　策 東京大学海洋研究所 教授
西　田　　　睦 東京大学海洋研究所 教授
塚　本　勝　巳 東京大学海洋研究所 教授
杉　本　隆　成 東京大学海洋研究所 教授
寺　崎　　　誠 東京大学海洋研究所 教授

2003. 4. 1～ 2005. 3.31 岡　田　尚　武 北海道大学大学理学研究科 教授
田　上　英一郎 名古屋大学大学院環境学研究科 教授
古　谷　　　研 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
松　野　　　健 九州大学応用力学研究所 教授
山　口　征　矢 東京水産大学水産学部 教授
徳　山　英　一 東京大学海洋研究所 教授
木　暮　一　啓 東京大学海洋研究所 教授
西　田　　　睦 東京大学海洋研究所 教授
塚　本　勝　巳 東京大学海洋研究所 教授
寺　崎　　　誠 東京大学海洋研究所 教授

任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

2004. 4. 1～ 2007. 3.31 歌　田　久　司 東京大学地震研究所 教授
小　川　勇二郎 筑波大学地球科学系 教授
宗　林　由　樹 京都大学化学研究所 教授
松　野　　　健 九州大学応用力学研究所 教授
谷　津　明　彦 水産総合研究センター中央水産研究所／北海道区水産研究所 室長／部長
山　口　征　矢 東京海洋大学海洋科学部 教授
徐　　　　　垣 海洋研究開発機構深海研究部／高知コア研究所 部長／所長
瀧　澤　隆　俊 海洋研究開発機構海洋観測研究部／横浜研究所海洋地球

情報部
部長

徳　山　英　一 東京大学海洋研究所 教授
木　暮　一　啓 東京大学海洋研究所 教授
塚　本　勝　巳 東京大学海洋研究所 教授
寺　崎　　　誠 東京大学海洋研究所 所長
蒲　生　俊　敬 東京大学海洋研究所 教授

2007. 4. 1～ 2010. 3.31 歌　田　久　司 東京大学地震研究所 教授
吉　田　次　郎 東京海洋大学海洋科学部 教授
宗　林　由　樹 京都大学化学研究所 教授
石　坂　丞　ニ 長崎大学水産学部／名古屋大学地球水循環研究センター 教授
谷　津　明　彦 水産総合研究センター北海道区水産研究所／西海区水産研究所 部長
北　村　佳　照 気象庁地球環境・海洋部 課長
徐　　　　　垣 海洋研究開発機構高知コア研究所 所長
瀧　澤　隆　俊 海洋研究開発機構横浜研究所海洋地球情報部／海洋研究

開発機構
部長／監事

西　田　　　睦 東京大学海洋研究所 所長
徳　山　英　一 東京大学海洋研究所 教授
木　暮　一　啓 東京大学海洋研究所 教授
蒲　生　俊　敬 東京大学海洋研究所 教授
西　田　周　平 東京大学海洋研究所 教授

●海洋研究所（研究船共同利用運営委員会）［2004.4 ～ 2010.3］
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任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

1991. 4. 1～1993.11.30 松　野　太　郎 東京大学気候システム研究センター 教授
1991. 4. 1～ 1993. 3.31 永　田　　　豊 東京大学理学部 教授
1991. 4. 1～ 1993. 3.31 小　川　利　紘 東京大学理学部 教授
1991. 4. 1～ 1997. 3.31 平　　　啓　介 東京大学海洋研究所 教授
1991. 4. 1～ 1997. 3.31 金　田　康　正 東京大学大型計算機センター 助教授
1991. 4. 1～ 1997. 3.31 田　中　正　之 東北大学理学部 教授
1991. 4. 1～ 1993. 3.31 鳥　羽　良　明 東北大学理学部 教授
1991. 4. 1～ 1995. 3.31 廣　田　　　勇 京都大学大学院理学系研究科 教授
1992. 4. 1～ 2001. 3.31 杉ノ原　伸　夫 東京大学気候システム研究センター 教授
1992. 4. 1～ 1993. 3.31 住　　　明　正 東京大学気候システム研究センター 教授
1992. 4. 1～ 1999. 3.31 新　田　　　勍 東京大学気候システム研究センター 教授
1992. 4. 1～ 1997. 3.31 中　島　映　至 東京大学気候システム研究センター 助教授
1992. 4. 1～ 1994. 3.31 時　岡　達　志 気象庁気象研究所 室長
1992. 4. 1～ 1993. 3.31 秋　元　　　肇 環境庁環境研究所 統括研究官
1993. 4. 1～ 1999. 3.31 秋　元　　　肇 東京大学先端科学技術研究センター 教授
1993. 4. 1～ 1995. 3.31 高　橋　正　明 東京大学気候システム研究センター 助教授
1993. 4. 1～ 1999. 3.31 山　岬　正　紀 東京大学理学部 教授
1993. 4. 1～ 1997. 3.31 山　形　俊　男 東京大学理学部 助教授
1993. 4. 1～ 1995. 3.31 竹　内　謙　介 北海道大学低温科学研究所 教授
1993. 4. 1～ 2003. 3.31 安　成　哲　三 筑波大学地球科学系 教授
1993. 4. 1～ 1999. 3.31 佐　藤　信　夫 気象庁観測部監理課 予報官
1993. 4. 1～ 1999. 3.31 鷲　田　伸　明 環境庁環境研究所 部長
1993.12. 1～2001. 3.31 住　　　明　正 東京大学気候システム研究センター 教授
1994. 4. 1～ 2003. 3.31 中　島　映　至 東京大学気候システム研究センター 教授
1994. 4. 1～ 1995. 3.31 時　岡　達　志 気象庁総務部企画課 室長
1995. 4. 1～ 1997. 3.31 松　野　太　郎 北海道大学大学院地球環境科学研究所 教授
1995. 4. 1～ 1997. 3.31 時　岡　達　志 気象庁長期予報課 課長
1995. 4. 1～ 2003. 3.31 高　橋　正　明 東京大学気候システム研究センター 助教授
1995. 4. 1～ 2001. 3.31 木　本　昌　秀 東京大学気候システム研究センター 助教授
1995. 4. 1～ 2005. 3.31 木　田　秀　次 京都大学大学院理学系研究科 教授
1995. 4. 1～ 1999. 3.31 遠　藤　昌　宏 気象庁気象研究所海洋研究部第一研究室 室長
1997. 4. 1～ 1999. 3.31 金　田　康　正 東京大学大型計算機センター 教授
1997. 4. 1～ 1999. 3.31 時　岡　達　志 気象庁気候・海洋気象部 課長
1997. 4. 1～ 2005. 3.31 山　形　俊　男 東京大学理学部 教授
1997. 4. 1～ 2001. 3.31 川　辺　正　樹 東京大学海洋研究所 助教授
1997. 4. 1～ 2005. 3.31 花　輪　公　雄 東北大学大学院理学研究科 教授
1997. 4. 1～ 2005. 3.31 山　崎　孝　治 北海道大学大学院地球環境科学研究科 教授
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 金　田　康　正 東京大学情報基盤センター 教授
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 佐　藤　信　夫 気象庁数値予報課 課長
1999. 4. 1～ 2005. 3.31 淡　路　敏　之 京都大学大学院理学系研究科 教授
1999. 4. 1～ 2003. 3.31 高　村　民　雄 千葉大学環境リモートセンシング研究センター 教授
1999. 4. 1～ 2003. 3.31 北　村　佳　照 気象庁気象研究所海洋研究部第一研究室 室長
1999. 4. 1～ 2003. 3.31 神　沢　　　博 国立環境研究所大気圏環境研究領域 室長
1999. 4. 1～ 2001. 3.31 近　藤　　　豊 東京大学先端科学技術研究センター 教授
2001. 4. 1～ 2003. 3.31 小　川　利　紘 宇宙開発事業団衛星システム本部 研究ディレクター
2001. 4. 1～ 2003. 3.31 平　　　啓　介 東京大学海洋研究所 教授

●気候システム研究センター（運営委員会）
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任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

2001. 4. 1～ 2003. 3.31 金　田　康　正 東京大学情報基盤センター 教授
2001. 4. 1～ 2005. 3.31 住　　　明　正 東京大学気候システム研究センター 教授
2001. 4. 1～ 2003. 3.31 竹　内　謙　介 海洋科学技術センター 領域長
2001. 4. 1～ 2003. 3.31 佐　藤　信　夫 気象庁予報部数値予報課 課長
2001. 4. 1～ 2010. 3.31 木　本　昌　秀 東京大学気候システム研究センター 教授
2001. 4. 1～ 2003. 3.31 近　藤　　　豊 東京大学先端科学技術研究センター 教授
2001. 4. 1～ 2007. 3.31 今　須　良　一 東京大学気候システム研究センター 助教授
2001. 4. 1～ 2007. 3.31 高　薮　　　縁 東京大学気候システム研究センター 助教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 小　川　利　紘 宇宙開発事業団衛星システム本部 研究ディレクター
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 金　田　康　正 東京大学情報基盤センター 教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 中　島　映　至 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2010. 3.31 高　橋　正　明 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 竹　内　謙　介 海洋科学技術センター 領域長
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 安　成　哲　三 名古屋大学大学院地球水循環研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2008. 3.31 遠　藤　昌　宏 東京大学気候システム研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 川　辺　正　樹 東京大学海洋研究所 助教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 高　村　民　雄 千葉大大学院環境リモートセンシング研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 近　藤　　　豊 東京大学先端科学技術研究センター 教授
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 中　村　　　一 気象庁予報部数値予報課 課長
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 石　崎　　　廣 気象庁気象研究所海洋研究部第一研究室 室長
2003. 4. 1～ 2005. 3.31 中　根　英　昭 環境研大気圏環境研究領域 上席研究官
2005. 4. 1～2006.10.31 住　　　明　正 東京大学気候システム研究センター 教授
2005. 4. 1～ 2009. 3.31 中　島　映　至 東京大学気候システム研究センター 教授
2005. 4. 1～ 2009. 3.31 山　形　俊　男 東京大学大学院理学系研究科 教授
2005. 4. 1～ 2010. 3.31 羽　角　博　康 東京大学気候システム研究センター 助教授
2005. 4. 1～ 2010. 3.31 阿　部　彩　子 東京大学気候システム研究センター 助教授
2005. 4. 1～ 2010. 3.31 佐　藤　正　樹 東京大学気候システム研究センター 助教授
2005. 4. 1～ 2009. 3.31 上　田　完　次 東京大学人工物工学研究センター 教授
2005. 4. 1～ 2010. 3.31 柴　崎　亮　介 東京大学空間情報科学研究センター 教授
2005. 4. 1～ 2007. 3.31 井　上　達　夫 東京大学大学院法学政治研究科 教授
2005. 4. 1～ 2010. 3.31 小　池　俊　雄 東京大学大学院工学系研究科 教授
2005. 4. 1～ 2010. 3.31 大　政　謙　次 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
2005. 4. 1～ 2007. 3.31 大　森　博　雄 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
2005. 4. 1～ 2007. 3.31 寺　崎　　　誠 東京大学海洋研究所 教授
2005. 4. 1～ 2007. 3.31 安　岡　善　文 東京大学生産技術研究所 教授
2005. 4. 1～ 2006. 3.31 伊　藤　耕　三 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
2006.10. 1～2007. 9.30 川　崎　雅　裕 東京大学宇宙線研究所 教授・総長補佐
2006.11. 1～2007. 3.31 住　　　明　正 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構 教授
2007. 4. 1～ 2010. 3.31 今　須　良　一 東京大学気候システム研究センター 准教授
2007. 4. 1～ 2010. 3.31 高　薮　　　縁 東京大学気候システム研究センター 教授
2007. 4. 1～ 2010. 3.31 高　田　裕　成 東京大学大学院法学政治研究科 教授
2007. 4. 1～ 2010. 3.31 須　貝　俊　彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
2007. 4. 1～ 2010. 3.31 沖　　　大　幹 東京大学生産技術研究所 教授
2007. 4. 1～ 2010. 3.31 西　田　　　睦 東京大学海洋研究所 教授
2007.10. 1～2008. 3.31 山　本　博　資 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授・総長補佐
2007.12. 1～2010. 3.31 渡　部　雅　浩 東京大学気候システム研究センター 准教授
2008. 4. 1～ 2009. 3.31 三　谷　啓　志 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授・総長補佐
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任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

2009. 4. 1～ 2010. 3.31 奥　田　洋　司 東京大学人工物工学研究センター 教授
2009. 4. 1～ 2010. 3.31 日比谷　紀　之 東京大学大学院理学系研究科 教授

●大気海洋研究所（研究船共同利用運営委員会）

任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

2010. 4. 1～ 2013. 3.31 藤　本　博　己 東北大学大学院理学研究科 教授
吉　田　次　郎 東京海洋大学海洋科学部 教授
石　坂　丞　ニ 名古屋大学地球水循環研究センター 教授
張　　　　　勁 富山大学大学院理工学研究部 教授
中　田　　　薫 水産総合研究センター中央水産研究所 部長
安　藤　　　正 気象庁地球環境・海洋部 課長
深　澤　理　郎 海洋研究開発機構地球環境変動領域 領域長
北　里　　　洋 海洋研究開発機構海洋・極限環境生物圏領域 領域長
西　田　　　睦 東京大学大気海洋研究所［2010.4.1 ～ 2011.3.31］ 所長
新　野　　　宏 東京大学大気海洋研究所［2011.4.1 ～］ 所長
大　竹　二　雄 東京大学大気海洋研究所 教授
木　暮　一　啓 東京大学大気海洋研究所 教授
西　田　周　平 東京大学大気海洋研究所 教授
小　島　茂　明 東京大学大気海洋研究所 教授
津　田　　　敦 東京大学大気海洋研究所 教授
蒲　生　俊　敬 東京大学大気海洋研究所 教授

●大気海洋研究所（共同研究運営委員会）

任　　期 氏　　名 所　　属 職　　名

2010. 4. 1～ 2013. 3.31 仲　岡　雅　裕 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 教授
久保田　雅　久 東海大学海洋学部 教授
宗　林　由　樹 京都大学化学研究所 教授
大河内　直　彦 海洋研究開発機構海洋・極限環境生物圏領域 プログラムディレクター
新　野　　　宏 東京大学大気海洋研究所 所長
木　本　昌　秀 東京大学大気海洋研究所 教授
佐　野　有　司 東京大学大気海洋研究所 教授
永　田　　　俊 東京大学大気海洋研究所 教授


