北極域研究加速プロジェクト
新 たな 北 極 域 研 究を目指して

ArCS II : Arctic Challenge for Sustainability II

ArCS II
北極域研究加速プロジェクトとは
北極域研究加速プロジェクト（ArCS II: Arctic Challenge for Sustainability II）は、北極域研究推進プロジェクト（ArCS、
2015〜2019年度）の後継となる、北極域研究のナショナルフラッグシッププロジェクトです。国立極地研究所、海洋研究開発
機構（JAMSTEC）および北海道大学の3機関が中心となり、2020年6月から2025年3月まで約4年半の期間で実施されます。
ArCS IIはプロジェクトゴールとして、「持続可能な社会の実現を目的として、北極域の環境変化の実態把握とプロセス解明、
気象気候予測の高度化などの先進的な研究を推進することにより、北極の急激な環境変化が我が国を含む人間社会に与える影
響を評価し、研究成果の社会実装を目指すとともに、北極における国際的なルール形成のための法政策的な対応の基礎となる
科学的知見を国内外のステークホルダーに提供」することを掲げています。

北極域に関する先進的・学際的研究を推進し、
その社会実装を目指します。
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プロジェクトの背景
北極域は、地球温暖化の影響が最も顕著に現れている地域です。海氷の急速な減少や氷床融解の加速など、北極域の自然環境
の急激な変化は、北極域にとどまらず、地球全体の環境や生態系に大きな影響を与えることが科学的に指摘されており、将来
への深刻な懸念が国際的に共有されています。一方で、北極域の海氷の減少は、北極航路の利活用や海底資源開発などによっ
て経済活動の飛躍的な拡大につながることが期待されており、北極圏国だけでなく、多くの非北極圏国が強い関心を抱いてい
ます。しかしながら、このような開発等の経済活動の拡大は、復元力に乏しい北極域の環境や生態系に不可逆的なダメージを
与えるのみならず、地球規模での環境変化を拡大させるリスクも有します。
日本がこれまでに行ってきた北極域研究プロジェクトは、北極温暖化の増幅メカニズムや地球全体への影響の仕組みを解明し、
科学的成果をステークホルダーへ伝えてきました。また北極域は脆弱な環境のもとでバランスしており、局所的な変化が複合
的に連鎖して波及することを明らかにしてきました。しかし未だ観測地域やデータは限られており、国際協力によって観測の
空白域を解消し、より正確な実態把握ならびに精緻で高度な将来予測の実現が求められています。北極域環境の変化を先住民
の権利や資源開発などのローカルな視点だけでなく、グローバルな視点からもその社会活動に与える影響を正確に把握し、対
応策を構築していくことが喫緊の課題です。こうした北極域における課題に対処するためには、北極圏国のみならず、非北極
圏国からの参加による科学的な国際協力の強化と、北極を巡る国際的な法政策的秩序の維持が必須となっており、それらを統
合的に実現する研究プロジェクトが強く求められています。
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4つの戦略目標

ArCS II では、多分野にわたる研究分野の有機的な連携を重要な戦略としています。4 つの戦略目標のもと、自然科学・
工学・人文科学・社会科学にわたる 11 の研究課題の連携により、北極域の環境変化の実態把握とプロセス解明、そ
の影響についての定量的な予測と対応策の検討を行い、統合的な成果の創出を目指します。
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1

先進的な観測システムを活用した
北極環境変化の実態把握
統括役：

北極環境の正確な実 態 把 握 の た め に

青木 輝夫（国立極地研究所）

雪氷分野では、グリーンランド氷床を中心に、現地観測、衛星観測、数
値モデリングにより、近年の表面質量収支変動を定量化するとともに、

北極域の温暖化の影響は、北極域にとどまらず、全球に及んでいます。

過去に生じたグリーンランドの温暖化と環境変動を解明します。さらに、

しかし、温暖化に伴う様々な北極環境変化の実態把握やプロセスの解明

沿岸の季節海氷域が放出する物質が大気化学環境や雲生成プロセスに与

は未だ不十分です。このため、アセスメントレポートなどの対策の根拠

える影響を評価します。

となる正確な情報が不足しています。また、このような科学的知見の不

陸域分野では、高緯度ツンドラ域での観測により、生物多様性の温暖化

足は、将来予測の不確実性にもつながっています。北極環境変化の正確

応答を把握します。また、北方林の長期観測データから森林と永久凍土

な実態把握のために、先進的な観測機器による北極域広域における現地

の相互作用を明らかにし、環北極陸域生態系と温室効果気体の動態を解

観測と国際協力による継続的な研究が必要不可欠です。

明します。さらに、永久凍土や氷河周辺の環境変化の実態を、現地観測
と領域モデルによって把握します。

４分野での現地観測に基づく環境変化の実態把握
戦略目標①は、大気、海洋、雪氷、陸域の4分野の課題から成り、現地

４つの戦略目標

観測に基づく環境変化の実態把握を目指します。

戦略目標①の特色は、先進的かつ長期的視点に立ったシステマティック

大気分野では、北極大気・雪氷中ブラックカーボンの動態・発生源の理

な広域観測を行うことです。大気分野においては、北極温暖化の実態、

解、人為的および自然起源エアロゾルの排出量変化などの北極エアロゾ

大気汚染物質と雲量・雲微物理量の定量化を通して、北極気候予測にお

ル・雲全体の動態の理解と影響評価を目指します。また、温室効果気体

ける不確実性を低減することが期待されます。海洋分野では魚類資源の

の動態を定量化するために、温室効果気体の同位体比計測とその計算可

保存と持続的利用および生態系ベースの水産資源管理に貢献し、北極航

能な数値モデルを開発します。

路上における海況予測の高度化や航行支援にもつながります。グリーン

海洋分野では、様々な観測手法や北極海領域モデリングを融合させるこ

ランド氷床の研究では、海水準への影響など北極域の温暖化による全球

とで、北太平洋および北大西洋をそれぞれ起源とする水塊の季節海氷域

的な影響に関する知見の向上が期待されます。陸圏の研究では、北極域

から多年氷域に至る輸送過程を明らかにします。また、先進的な観測シ

生態系の構造・機能に留意しつつ温室効果気体などの物質循環の解明を

ステムにより重要な海域ながらアクセスが難しかった氷縁域や多年氷域

目指します。

における環境動態を解明します。

冬に向かう北極海での海洋観測 写真／藤原 周（JAMSTEC）
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先進的で長期的視点に立った広域観測

戦略目標

2

気象気候予測の高度化
統括役：

気象気候の精確な予測 の た め に

羽角 博康（海洋研究開発機構）

・北極域に起因する北極域内外での極端現象のメカニズムを明らかにし、
その発現に関する実用的な指標および気候温暖化進行に伴う将来展望

気候温暖化の中で北極域環境が特に急激に変化しています。その影響は

を提示します。

北極域外にも及び、中緯度域における極端現象の増加にもつながってい

・北極域気候プロセスの表現向上を通して数値気候モデルを高度化し、

ます。北極域の環境変化に対する適応策を講じる上でも、北極域外での

北極域および全地球規模における日々から数年の時間スケールに対す

極端現象による災害に備える上でも、あるいは北極域の利用や開発に関

る気象気候海況予測の精度向上や予測期間延長につなげます。

する経済効果を検討する上でも、精確な気象気候予測に対するニーズは

・北極域気候における温暖化進行や温暖化増幅メカニズムを解明し、そ

ますます高まっています。また、北極域環境の変化に起因する気候の長

の結果として現れる数十年を超える時間スケールでの気候変化に関す

期的かつ不可逆的な変化の可能性に関する展望を得ることは、地球環境

る理解を深めていきます。

および社会の将来を考える上で欠かすことができません。
これらのニーズに応えるためには、第一に、北極域環境の成り立ちと変

気候変動への適応に向けて

動メカニズム、さらに、それが北極域外の気象気候と関連するメカニズ
戦略目標②の特色は、従来よりも長期間に及ぶ、信頼性の高い気象気候

スを精緻に表現する数値モデルを開発するとともに、その数値気候モデ

予測の実現を目指すことです。その結果、北極域で進行中の気候変化お

ルを用いて様々な時間スケールの気象気候現象に対して予測を実施する

よび極端現象に関する現状把握・要因分析が可能となり将来像が得られ

ための手法開発やデータ整備を行う必要があります。北極域に関連した

ます。これにより、北極域の住民や政府に対して環境変化に関する情報

気候変動のメカニズム解明と予測に関する研究において、現段階でとり

を提供し、環境変化への適応策の策定に貢献します。また、北極域に起

わけ求められることは、様々な時間スケールにおける防災・減災・適応

因する中緯度域、特に日本の気候変化および極端現象に関する現状把

という出口を明確に意識して科学的成果をまとめ、予測手法や予測情報

握・要因分析が可能となり、日々の気象予報、短中期的気候予測、長期

提供につなげることです。

的気候変化展望に関して、従来よりも信頼性の高い情報が提供されるよ

４つの戦略目標

ムを科学的に解明する必要があります。第二に、それらに関わるプロセ

うになります。これは、北極域に起因する日本の極端現象に対する予報

異常気象から温暖化ま で

ならびに防災・減災の実効的方策につながり、また、北極域が日本に及
ぼす気象気候影響に関して国民的認識を深めることが期待されます。

戦略目標②では、気象気候予測の高度化に資する気象気候の遠隔影響の
解明と予測可能性の評価を行います。具体的には、

海氷下
下を伝搬する波浪（写真）、および夏季北極海の波浪シミュレーション
結果（図） 写真・図版／野瀬毅彦（東京大学）
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戦略目標

3

北極域における自然環境の変化が
人間社会に与える影響の評価
統括役：

杉山 慎（北海道大学）

北極域の環境変化が 社 会 に 与 え る 影 響

・シベリアやアラスカにおける陸域環境と生態系の観測網を構築し、そ

北極域における急激な環境変化は、凍土融解や氷河流出、河川の増水に

・北極航路に焦点をあて、船舶航行に役立つ海氷情報の作成手法の開発

よる自然災害のリスクを高めるだけでなく、北極域の人々の生活、特に

と提供、船舶の性能予測および安全性評価、油流出事故のインパクト

の変化がエネルギー資源と食に与える影響を評価します。

先住民による伝統的な活動にも大きな影響を与えています。一方で、海
氷の融解によって地下資源へのアクセスが容易になる他、北極航路の航
行が可能となるなど、人間活動に対して正の側面も顕在化しています。
しかし気候変動そのものに関する研究と比較して、その社会影響に関す

評価と対策手法の検討を行います。
・北極域における重要な居住地であり交通拠点ともなる沿岸域に着目し、
特に氷河・氷床の融解が激しいグリーンランド沿岸部を中心に、陸
域・海洋・大気の変化が人間社会に与える影響を精査します。

る研究は緒についたばかりです。

自然科学、工学、人文社会科学の研究者が連携して、気候と自然環境の

このような背景のもと、「北極域での自然環境の変化が人間社会に与え

変化が社会に与える影響を多角的に理解し評価します。

る影響の理解」は重要かつ緊急の課題となっており、自然災害、資源利
用、生業や伝統文化へのインパクトなど、社会影響の事例は多岐にわた

北極域の持続可能な将来のために

ります。日本がGRENE北極／ArCSを通じて培った研究成果と自然科

４つの戦略目標

学・社会科学の連携体制は、その複雑なメカニズムの解明と定量的な影

戦略目標③の特色は、自然環境変化に対する深い理解を、社会影響へ

響評価を可能にするものです。さらに、日本の得意分野である工学的な

と発展させる重要かつ挑戦的な試みにあります。GRENE北極とArCS

知見と技術を活かせば、緩和・対応策の提案につながる成果が期待でき

での研究成果と連携基盤を踏まえた新しい方向性を築くとともに、工学

ます。

分野の研究者の参画により「環境変化と社会影響の理解」から一歩進め
て「緩和・対応策の提案」につなげます。たとえば北極航路の利活用に

自然科学・社会科学 ・ 工 学 の 研 究 連 携

関して期待される成果は、日本を含む世界の経済活動と文化交流に貢献
するものです。また主たる研究活動の場であるシベリア、グリーンラン

戦略目標③では、自然科学・社会科学の研究連携体制に、航路、船舶、

ド、アラスカ等の住民・行政・政府を重要なステークホルダーと位置付

廃棄物や住環境に関わる工学分野の研究者を新たに加え、この複雑かつ

けて、得られた知見に基づいた影響緩和・対応策を現地住民と行政に提

重要な課題に取り組みます。具体的には、

言し、北極域の持続可能な将来に資することを目指します。

７月に入ってようやく海氷が岸を離れ、600人が暮らすグリーンランド・カナック村に短い夏が訪れる 写真／杉山 慎（北海道大学）

6

戦略目標

4

北極域の持続可能な利用のための研究成果の
社会実装の試行・法政策的対応
統括役：

国際的な課題としての 北 極 域

西本 健太郎（国立極地研究所）

また、北極域における複雑な政治プロセスを総合的に把握するための研
究を推進し、北極域における国際的な議論と制度形成の根底にある多様

近年、気候変動に伴う自然環境の急速な変化をはじめとする北極域の

なステークホルダー間の対立と調整のあり方を解明します。

諸課題は国際的な課題であるとの認識が広がり、各種の国際的フォー

さらに、経済学的手法を用いた研究も含めて、北極政策の諸課題におい

ラムで様々な制度が形成されてきています。その中には、北極評議会

て日本のリーダーシップが発揮できるよう、北極域の持続可能な利用の

（AC）における政策協調のように北極圏国が主導するものもあれば、

ために必要な法政策対応のあり方を総合的に明らかにしていきます。

北極沿岸国と遠洋漁業国との間で締結された中央北極海無規制公海漁業
防止協定など、日本が直接の利害関係を有し、参加するものもあります。

文理横断的な専門的知見に基づく課題解 決 を

このような状況で、北極域研究は社会科学研究においても急速に重要か
つ新たな研究分野として確立してきました。北極における独特かつ複雑

戦略目標④の特色は、北極域における政治過程や国際法制度のあり方に

な政治過程および国際制度の展開の解明と、自然科学との連携に基づい

関する社会科学研究を北極域における現実の政策課題の解決につなげる

た諸課題への制度的解決策の検討が、特に重要な課題となっています。

ため、北極域に生じている変化とその影響に関する自然科学の知見を踏
まえて問題解決を指向することです。

４つの戦略目標

北極政策の学術的基盤 の 確 立

さらに、北極域における政治過程や国際制度を分析する社会科学研究の
質・量両面での向上・拡大が期待されます。文理横断的な専門的知見に

戦略目標④では、日本の北極政策の実施・展開を支える社会科学研究の

基づく課題解決という比較的新しい学問的アプローチを北極の分野にお

学術的な基盤を確立するとともに、北極圏において必要とされる適応策

いて確立し、北極の持続可能な利用のための課題解決に資する知見を日

の実施に日本の北極域研究の自然科学的知見を結びつけるための体制の

本の北極域研究の成果として発信するとともに、日本の政策担当者およ

構築を目指します。

び様々なステークホルダーが戦略をもって北極と関わっていくための基

具体的には、北極国際法政策に関する実証研究に基づいて、変容する北

盤の形成に貢献します。

極域の持続可能性を支える強靭な国際制度の設計図を示し、主に日本の
ステークホルダーが北極に関する課題に取り組む際に参考となる形で研
究成果を提供します。

国際会議の様子 写真／国立極地研究所
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大気課題

海洋課題

北極大気環境研究

北極海環境動態の解明と
汎用データセットの構築

研究課題代表者

研究課題代表者

小池 真

渡邉 英嗣

（東京大学）

（海洋研究開発機構）

北極大気中の温室効果気体（GHG）やエアロゾ

北極海の海盆域や氷縁域における海洋熱輸送・生

ルなどの大気物質や雲は、放射収支への影響を通

態系・物質循環に関する知見は不十分であり、そ

じて、北極気候に大きな影響を与えていると考え

れらを研究することは激変する極域の持続的利用

られています。本研究では日本の強みを活かした

に向けて喫緊の課題です。本課題では、次の3つ

先端的な観測と数値モデル研究により、これらの

のサブ課題を軸に北極海環境動態の解明を進めま

大気物質や雲の動態や変動要因の解明を目指しま

す。

す。GHG研究では、地上基地や航空機、「みら

サブ課題1. 季節海氷域から多年氷域に至る海洋

い」船舶を利用して北極大気中のGHG濃度や同位

熱・淡水輸送および物質循環

体比の高精度観測を実施し、大気輸送モデルや陸

サブ課題2. 急激な海氷縁後退に応答する海洋生態

域生態系モデルも駆使することにより、GHGの放

系の脆弱性評価

出源・吸収源フラックスを高い信頼性で推定しま

サブ課題3. 海氷を介した大気‒海洋（波浪含む）

す。エアロゾル研究では、太陽放射を強く吸収す

相互作用

衛星海面高度計データに基づ
いて推定された海面力学高度

国際連携観測 Synoptic Arctic

および海洋循環の水平分布

Survey (SAS) における各国船

図版／溝端浩平（東京海洋大）

舶の予定航路
図版／ SAS Team

スバールバル諸島ニーオルスンと南極昭和基地で観測された大
気中CO2濃度の変動

ArCS II で実施される 11 の研究課
題は多分野にわたります。個々の
課題は最先端の技術と先鋭的な取
り組みにより、北極域研究に係る
極めて重要な成果を生み出すこと
が期待されています。また、課題
間の相互連携を促進して研究成果
をさらに発展させることで、戦略
目標とプロジェクトゴールの達成
を目指します。

チームの各メンバーは複数のサブ課題に関わり、
関連グループとも緊密に情報交換しながら研究を

るブラックカーボン（BC）の北極域でのネット

進めていくことで北極海環境動態の全体像を示し、

ワーク観測を実施するとともに、北極の代表的な

解明していきます。先進的な観測システムを整備

観測点であるニーオルスンにおいて、放射や雲微

することで、重要な海域ながらアクセスが難しか

物理に影響する様々なエアロゾルの全体像の把握

った氷縁域や多年氷域にアプローチしていく試

を目指します。また雲微物理量の連続観測などに

みがGRENE北極／ArCSから大きく前進する点で

より、これらのエアロゾルの影響を含めた北極域

す。研究成果の社会実装を推進する手段の1つと

の雲の動態を明らかにすることを目指します。さ

して、汎用的なデータセットをウェブサイトで公

らにアジアやシベリアの人為的発生源および森林

開し、様々な北極環境変動の実態把握に活用可能

火災から発生し北極へ輸送されるエアロゾルの輸

な人間社会に関わる貴重な情報源を提供します。

送過程や影響を、広域的な観測ネットワークや個

（左）海洋を対象とした環境
DNA 分析のイメージ

別粒子を追跡可能な先端的モデルにより定量化し

図版／笠井亮秀（北海道大）

ます。これらの研究は、MOSAiCなどの国際観測
プロジェクトやCMIP6などの国際モデル相互比較
プロジェクトなど様々なレベルでの国際共同研究
として実施します。そして得られた知見を緩和策
の策定などのための科学的根拠として、北極評議

（右）アイスキャンプにて、海氷の
サンプルを採取するためにドリル

会などへ提供することにより社会への貢献を目指

で穴を空けている様子

します。

写真／野村大樹（北海道大）
数値モデルにより推定さ
れ た 2016 年 9 月 29 日
の BC 鉛 直 積 算 量（ 赤：
人為起源、青：森林火災
起源）
。水色および青色の
丸は観測船「みらい」お
よび地表観測ステーシ

ョン（ポーカーフラットおよびヤクーツク）の位置
をそれぞれ示す。 図版／滝川雅之（JAMSTEC）

サブ課題1と2の研究成果は「中央北極海無規制公
海漁業防止協定」に関わる魚類資源の保存と持続
的利用、および生態系ベースの水産資源管理に貢
献します。サブ課題3の氷縁域やアイスキャンプ
での観測データに基づいた知見は、北極航路
上における海況予測の精緻化や船舶の安全
かつ効率的な航行支援につながる
ものです。
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雪氷課題

陸域課題

遠隔影響課題

急激な温暖化に伴う雪氷圏変動の
実態把握と変動メカニズムの解明

陸域生態系と凍土・周氷河環境の
統合観測による物質循環過程の解明

気象気候の遠隔影響と予測可能性

研究課題代表者

研究課題代表者

青木 輝夫

小林 秀樹

本田 明治

（国立極地研究所）

（海洋研究開発機構）

（新潟大学）

研究課題代表者

環北極域に広がるツンドラ生態系や森林生態系は、

本課題では、北極域の環境変動および温暖化進行

2倍のペースで急激な気温上昇が進行しています。

温暖化とそれに伴う永久凍土荒廃の影響を受ける

の解明と、それらの予測と適応策に貢献する社会

この結果、氷河・氷床の融解や季節積雪の減少が

と考えられます。一方で、凍土荒廃に対する生態

実装を目指し、3つの課題目標を設定しました。

加速され、更なる海水準の上昇や周辺環境の変化

系の応答を裏付ける観測データは十分に存在せず、

が予想されます。本研究ではそれらのメカニズム

将来予測に必要な陸圏相互作用システムの全体像

1. 北極環境変動に関わる極端現象の理解

と影響を明らかにするため、以下の3つのサブ課

は明らかになっていません。近年、北極評議会

2. 北極域温暖化増幅および温暖化進行過程の解明

題を設定します。サブ課題1ではグリーンランド

（AC）加盟の各国において北極域の観測を強化

3. 極端現象予測と防災・減災対策、および気候変

氷床の質量収支観測を中心に、各種現地観測、衛

する動向が見られる中、日本はAC加盟国内の観

動適応策に貢献する社会実装

星観測、数値モデルを組み合わせることにより、

測拠点を活用しつつ、オブザーバー国としてAC

従来考慮されてこなかった雪氷微生物効果、光吸

の各国政府や作業部会、そして地域住民に還元可

上記3つの目標を実現するために、4つのサブ課題

収性エアロゾルによるアルベド低下効果、積雪粒

能な科学的知見を提供することが期待されていま

を連携して実施します。

径効果などの物理・化学過程を考慮し、近年の質

す。

量収支変動および北極域の雪氷圏変動の実態把握

サブ課題1は、日本など中緯度帯に災害をもたら

と変動メカニズムを解明します。サブ課題2では

す寒気を伴う極端現象発現のメカニズム解明とそ

産業革命以後のグリーンランドの温暖化と環境変

の予測可能性の向上のために、寒気を伴う上空の

動の実態を解明します。さらに、氷期に生じた急

低気圧である寒冷渦に着目して国際的にも先例の

激な気候変動における極域と中・低緯度の気候・

ない極端現象発現指標の構築を目指します。サブ

環境変動のリンクや変化速度を推定し、急激な変

課題2は、環北極域の季節〜十年規模変動とその

動のメカニズムや影響の解明と急激な温暖化が社

温暖化による変調について、北極を取り巻く遠隔

会・経済に及ぼす影響を推定し対策を立てるた

影響過程とそれに関わる大気・海洋・海氷相互作

めに必要なデータを取得します。サブ課題3では、
季節海氷域の局所的な水循環と海氷域からの物質
放出に関わる大気化学プロセスの定量的な把握と、

11

の研究課題

近年の地球温暖化に伴い、北極域では全球平均の

用の観点から、過去の変動機構の解明と今後数十
グルカナ氷河末端域の調査地の様子（米国アラスカ州）
写真／紺屋恵子（JAMSTEC）、岩花剛（アラスカ大学）

年の遷移・進行過程の鍵となる要因特定を目指し
ます。サブ課題3は、近年の比較的短い期間のデ

諸過程の各種モデルへ組み込むためのデータベー

本課題では、ツンドラ・森林生態系変動と永久凍

ータから得られる気象学的知見を活用し、長期的

ス構築を目的に、グリーンランド季節海氷域沿岸

土荒廃・山岳氷河後退に着目して温室効果気体を

な将来予測における北極温暖化増幅メカニズムの

部でのエアロゾル、水蒸気、気象モニタリングと

中心とする物質循環の実態を解明することを目的

理解の深化を目指します。サブ課題4は、北極域

アイスコア掘削を行い、温暖化下における諸過程

とします。特に、生物多様性と炭素固定機能、永

固有の陸面プロセスを介した相互作用系が気象・

の経年変化を明らかにします。

久凍土地帯の土壌微生物相変化と植生の相互作

気候変動とその予測可能性に与える影響を評価し、

用、地下氷、氷河の融解に伴う物質循環過程な

陸面環境変動の役割を総合的に理解することを目

どは実態把握が不足しており、3つのサブ課題を

指します。

設けて新たな現場観測を推進するとともに長期の
観測データやリモートセンシングデータを利用し
て物質循環の実態解明を進めていきます。その成
果により、環北極域陸圏における炭素を中心とす
る物質循環の温暖化影響の理解を深め、生態系モ
デルや地球システムモデルの高度化に貢献します。
また観測モデルの高度化によって得られた知見が
図 1：
（左上）領域気候モデル NHM-SMAP によってシミュレー
トされた 2012 年 7 月 12 日におけるグリーンランド氷床上空の
雲の三次元分布。氷床表面に描かれたシェードは前 24 時間の
表面質量収支（mm/day）を示す。
（左下）衛星データ（Terra/
MODIS）
から抽出した 7 月のグリーンランド氷床裸氷域分布。
（右）
グリーンランド氷床上 SIGMA-A に設置された自動気象観測装置。

IASCやIPCCなどの報告書に反映されることを目
指します。
東シベリアに広く分布す
るカラマツの森林に設置

本課題で対象とする北極環境変動に関わるさまざまな遠隔影響

された気象観測タワー
図 2：グリーンランド氷床上
の EGRIP におけるアイスコ
アの現場解析風景
写真／東 久美子
（国立極地研究所）

（ロシア・サハ共和国）
写 真 ／ Roman E. Petrov
（Institute for Biological
Problem of Cryolithozone,
Siberian Branch of
Russian Academy of
Sciences）
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の研究課題
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気候予測課題

社会文化課題

北極航路課題

気象気候予測と予測手法の高度化

温暖化する北極域から見る
エネルギー資源と食に関わる人間の安全保障

北極海の環境変動を考慮した
持続可能な航路利用の探究

研究課題代表者

研究課題代表者

研究課題代表者

羽角 博康

高倉 浩樹

金野 祥久

（東京大学）

（東北大学）

（工学院大学）

気候温暖化の中で北極域環境は急激に変化し、そ

北極域環境の変化は、エネルギー資源、水産・農

北極海の環境変動を考慮すると、氷勢力の弱化に

の影響が様々な形で北極域外にも及んでいます。

業生産、流通を左右するため、先住民社会を含む

より北極航路（北極海航路、北西航路）の利用は

北極域内外の環境変化に対する適応策のために、

北極域人間社会の食料確保、さらには非北極域社

今後増加することが見込まれる他、より耐氷レベ

あるいは北極域の利用や開発のために、精確な気

会の食料消費のあり方に影響を与えます。本研究

ルの低い船舶や大型船舶の通航が増加することが

象・気候予測には高いニーズがあります。このニ

では、地球温暖化が北極域へ与える影響を土壌や

予想されています。一方で、波浪が流氷域により

ーズに応えるべく、本課題では以下1〜4を目的と

生態系等の地域生態系レベルで評価するとともに、

深く侵入し干渉しやすくなること、また極点付近

した研究を実施します。

人類のエネルギー資源と食という観点から解明す

の多年氷や氷河由来の硬い氷が航路に流出する可

1. 北極域特有のいくつかの気候プロセスに着目し、

ることを目的とします。研究内容としては、凍土

能性も指摘されています。このような状況で北極

最新の観測的知見との対照およびLESや領域高解

や生態系の荒廃度評価、エネルギー資源開発の経

海の保全と持続可能な利用のためには、安全な航

像度モデルの活用を通して気候モデルを高度化し

済社会的評価、生物生産の変化による先住民社会

行を支援するための航路上海氷情報の提供、経験

ます。

を中心とした社会文化影響の３つの領域を探求し

則ではなく学術的知見に基づく船舶の性能や安全

2. 北極域の気候諸量に関する新規的なデータセッ

性の評価、および事故への対応はこれまで以上に

トの構築、およびそのデータセットを活用して気

重要となり、安全を前提とした経済的な航路選定

候モデルを初期値化するためのデータ同化手法の

や運航船舶選択を可能とする必要があります。

開発を通して、気候予測の高度化を図ります。

本研究課題では北極海の環境変動をふまえ、近未

3. 雪氷プロセスをより詳細に表現した領域気候モ

来の航路航行支援手法を構築することを目指しま

デル等を用いて、雪氷域ひいては北極域環境の長

す。具体的には、現在提供されている氷況情報に

期的激変の可能性を探ります。

加えて、サブ課題として1. 海氷厚さや変形氷の情

4. 北極航路の安全で効率的な利用、および北極海

報を含んだ船舶航行に役立つ海氷情報生成手法の

沿岸域先住民の居住環境という観点から、氷縁域

開発と提供、2. 学術的手法に基づく船舶の性能予
測（船速や燃費の予測）および安全性評価（構造

および沿岸域における波浪および海氷分布の予測
精度向上を図ります。

トナカイ橇で移動する兄妹（ロシア連邦サハ共和国オイミャコ
ン郡）写真／高倉 浩樹（東北大学）

安全性評価、着氷に起因する運航安全性評価）、
3. 環境影響が特に懸念される油流出事故のインパ

実施に際しては、目的 1に対してサブ課題「気候
モデルにおける北極域プロセスの高度化」を、目

ます。非北極圏社会と北極域社会の交流、特に日

クト評価と対策手法の検討を実施します。またこ

的2および 3に対してサブ課題「気候予測の高度

本を含めた東アジア諸国からの視点に留意し、北

れらを考慮した場合の経済性に着目し、近未来の

化」を、目的4に対してサブ課題「海況予測の高

極域からの東アジアへの影響を分析するととも

北極航路の経済性と社会への波及効果を評価しま

度化」を設定します。

に、東アジアの政治経済動態が北極域の環境保全

す。

にどう影響するかを分析します。また北極域の人
間の安全保障に関連し、脅威からの自由、欠乏か
らの自由、尊厳を持って生きる自由の実現に向け
た学知の解明を目指し、その成果を北極域の地域
社会や自治体等に、ワークショップや展示等の企
画、出版物といった媒体で発信します。調査研究
を進めるにあたっては、ロシアの研究者・研究機
関、地域・地方自治体政府だけでなく、北極域研
究で実績のあるフィンランドやドイツ、イギリス、
アメリカ等の研究者・研究機関、東アジアとの関
わりについては中韓の研究者とも連携を図ります。

第52次南極観測における南極観測船「しらせ」の航跡
写真／尾関俊浩（北海道教育大）

冬季、屋外の市場
で売られる魚（ロ
シア連邦サハ共和
国ヤクーツク市）
大西洋から北極海への暖水流入のシミュレーション
結果（下）
、
およびその変動に連動する気圧変動（上）
図版／川崎高雄（東京大学）
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写真／高倉 浩樹
（東北大学）

小氷片密集水路を航行する商船のシミュレーション
図版／金野祥久（工学院大）

沿岸環境課題

国際法制度課題

国際政治課題

北極域における沿岸環境の変化と
その社会影響

北極域の持続可能性を支える
強靭な国際制度の設計と日本の貢献

複雑化する北極域政治の総合的解明と
日本の北極政策への貢献

研究課題代表者

研究課題代表者

研究課題代表者

杉山 慎

柴田 明穂

大西 富士夫

（北海道大学）

（神戸大学）

（北海道大学）

社会に安定と予見可能性をもたらすのが法制度で

本研究課題は、ArCSにおける取り組みをさらに

る北極沿岸部における環境変動と社会影響を評価

す。非北極圏国である日本にとって、北極域に社

加速させ、北極評議会における議論のフォローア

し、その緩和対応策を検討します。特にグリーン

会的安定を求める際の根拠となるのが国際的な法

ップ体制と、北極適応策に関する超学際的実践共

ランド北西部カナック地域を研究の中心対象地と

制度となります。本研究課題は、北極域での自然

同体（有志によるネットワーク）の構築を社会実

して、GRENE北極／ArCSの取り組みで培った住

環境的・社会経済的な急激な変化および地政学的

装することを目指し、この目的に資するための政

民との信頼関係に基づいて、地元の住民・行政・

な緊張に適応できる国際法制度のあり方を示し、

治学的研究を、サブ課題を設定して実施するもの

企業との対話を踏まえた社会実装を目指すもので

北極域へのアクセスを計画するすべてのステーク

です。

す。

ホルダーに安定と予測可能性をもたらすことを目

第1に、在来知や伝統知識といった価値観に根差

標にしています。北極域における法の支配の維持

した多様な利害関係、国家当局、地方当局、非営

と強化は、我が国の北極政策の支柱でもあります。

利団体、先住民団体、科学者といった多様なアク

11

の研究課題

本研究課題では、気候変動の影響を受けて激変す

ター/ステークホルダーの間で対立と調整からな
本研究課題は、北極国際法政策に関する実証研究

る複雑な北極域の政治プロセスを総合的に解明す

に基づき、変容する北極域の持続可能性を支える

る研究を実施し、科学的知見の提供の精度を高め

強靭な国際制度の設計図を具体化します。そのた

ることに貢献します。

め第1に、北極国際科学協力の促進に資する国際

第2に、日本が北極域に関与する動機、その背景

制度構築・強化に向けた研究を行い、北極評議会

にある価値観、日本が関わることで得られる利益、

や北極科学協力協定などについて研究します。第

国民の歴史的関心等に関する言説を明らかにし、

2に、北極の海の持続可能な利用を促進する国際

北極域に関する国民的理解・アイデンティティの

法のあり方について研究を行い、北極航路に関す

形成・変遷についての理解を深めることで、日本

る国際法規制や中央北極海無規制公海漁業防止協

の利害や立場を明確にし、より国際的に信頼され

サブ課題「海洋環境と生態系の変化」では、海水

定などについて研究します。第3に、先住民族の

る存在となることに貢献します。

温上昇や氷河融解の影響を受けて変動する海洋環

権利と北極域の持続可能な発展に資する関連国際

第3に、日本がブラックカーボン、生態系サービ

境と海洋生態系が、水産業・狩猟に与える影響を

法の統合的研究を行い、国際人権法、国際環境法、

ス評価等、海洋プラスチック、クリーンエネルギ

解明します。「氷河氷床変動」では、氷河氷床の

国際経済法/投資法などの知見を北極域に総動員

ーといった戦略的な重要政策課題でリーダーシッ

質量変動と淡水・土砂流出を定量化し、氷河洪水

します。

プを発揮することへ貢献するため、経済学的手法

ク村 写真／杉山慎（北海道大学）

による災害、海洋生態系への影響、海水面上昇な

を用いた説得的な政策論研究を実施します。これ

どの社会影響に取り組みます。「陸域・大気・海

こうした研究の方向性について、国際シンポジウ

らの政治学的研究および社会実装を通して、より

氷変動」では、沿岸域で頻発する地すべりや凍土

ムを開催して市民社会と対話をしながら進め、研

効果的でより多くの日本のステークホルダーによ

融解の解析によって将来的な災害リスクを明らか

究成果はポリシー・ブリーフなどとして広く日本

る北極域での課題解決の実現に貢献します。

にし、ドローンを使った気象観測システムによる

および国際社会のステークホルダーに提供されま

持続可能かつ精緻な気象予測を目指します。「工

す。

学的アプローチ」では、北極域の廃棄物と住環境
について環境影響と改善案を検討します。「人文
社会科学的アプローチ」では、気候変動と社会の
関係性を調査し、他の課題とも連携して北極域住
民のウェルビーイングの実現に寄与します。
これらの取り組みで得た研究成果は、地元の住
民・行政・企業との共有を通じて、グリーンラン
ド社会へと還元されます。気候変動の影響を受け
北極評議会高級北極実務者会合の様子 写真／大西富士夫（北

る現地の当事者と協力して、持続可能な北極域の

海道大学）

将来に貢献します。
氷河が流れ込むフィヨルド
で現地住民と協力して海洋
観測を実施

北極資源開発と国際法について議論する国際シンポジウムの
様子
写真／柴田明穂（神戸大学）

写真／杉山慎（北海道大学）
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2つの重点課題
重点課題

1

人材育成・研究力強化

研究開発、国際協力ならびに持続的な利用を基調とする我が国の北極政
策において、将来の北極域研究を担う若手研究者や北極を巡る様々な

●海外交流研究力強化プログラム

課題の解決に貢献する若手人材の育成は喫緊の課題です。重点課題①

申請者個人による派遣計画ではなく、北極研究を進める大学等研究機関

では、若手研究者などの人材を海外の北極域研究機関をはじめ観測や国

の研究室や連携研究グループが中心となって海外の主要な北極研究機関

際協議の現場に派遣して海外交流の実経験を積ませることによって育成

と複数年にわたり計画的、組織的な人的交流（派遣・招聘）を推進する

し、これを組織的・継続的に実施することにより当該研究組織の研究力

海外交流研究力強化プログラムを公募により実施します。

強化を目指します。ま

これにより、持続的な国際共同研究体制ならびに国際的な人的ネットワ

た、ダイナミックに進

ークを構築し、プログラム終了後においても長期的に国内研究組織の研

展する北極域研究の国

究力強化と所属する若手研究者の安定したキャリアパスにつながる人材

際動向を踏まえて、緊

育成を目指します。

急提案課題や挑戦的・
萌芽的課題を公募によ

２つの重点課題

り実施し、プロジェク
トゴールの達成に貢献
します。

海外交流研究力
強化プログラム

持続的な国際共同研究
体制の強化

北極の課題解決に
貢献する人材の育成

国際的な
人的ネットワーク構築

国内研究室

海外研究室

若手研究者の海外派遣
若手人材
海外派遣プログラム

海外研究者の招聘

北極域研究
加速に向けた
研究計画の公募

国際的な北極研究の
動向に基づく緊急提案課題

●若手人材海外派遣 プ ロ グ ラ ム

●北極域研究加速に向けた研究計画の 公 募

個々の若手研究者や大学院生の主体的な研究計画に基づく海外派遣の機会

北極域研究に関する最新の国際動向やニーズに基づき、戦略目標の研究課

を提供するとともに、産官セクターの若手実務者が国際会議に参加して行

題設定時に包含できなかった緊急性の高い地球規模課題や若手研究者の自

う発表、情報収集をはじめ、海外の産官学機関に滞在して実施する研究・

発的な発想に基づく挑戦的・萌芽的な課題を公募により募集し、実施しま

交流などを支援します。若手の応募者本人が計画する自発的・自律的な海

す。

外渡航等を支援して北極域に関連する国際的な場で活躍する人材を育成す
ることを目指しています。
12

若手研究者による
挑戦的・萌芽的研究課題

ArCS II では北極域研究に関わる人材育成・研究力強化と戦略的情報発信について、重点課題として取り組みます。人
材育成・研究力強化では、若手人材のキャリア形成と国内研究組織の研究力強化と発展を目指します。戦略的情報発信
では、本プロジェクトで得られた学術的知見を迅速かつ分かりやすく社会や関係するステークホルダーに発信し、社会
実装につながる情報基盤を構築します。

重点課題

2

戦略的情報発信

戦略的情報発信では、4つの戦略目標のもとに実施される各研究課題で
得られる北極域の環境変化の実態と将来予測、その社会への影響評価、

●北極海氷情報室の設置と運用

国際的なルール形成に資する法政策対応など最新の科学的知見や学術成

ArCSで実施した北極海氷中期予測の発信を発展させて、北極海の中

果を国内外のステークホルダーに迅速かつ分かりやすく提供するととも

期・短期海氷予測、波浪短期予測（以上戦略目標②）、氷海流出油ハザ

に、その社会実装を試行・促進し、プロジェクトゴールの達成に直接的

ードマップ作成および航行シミュレーション（以上戦略目標③）の対外

に貢献していきます。こうした目的に向けて、以下の4つの取り組みを

ステークホルダーへの発信とフィードバックの窓口として先端的な研究

進めます。

を実施する戦略目標と緊密に連携して運用を実施します。北極航路の活
用に不可欠な予測情報をステークホルダー向けに作成・発信し、その有

●北極環境統合情報W E B の 構 築 と 運 用

効性を確認し、研究側にフィードバックすることにより、社会実装の方

北極域に関する我が国の統合的情報プラットフォームとなるポータルサ
イトを構築・運用します。本サイトでは、ArCS IIの進捗状況や研究成
果をはじめ、北極域に関する国内外の最新の研究成果や知見、ニュース

法論を迅速かつ効率的に探ります。

●専門家派遣と政策決定者への情報提供 と 対 話
北極評議会（AC）をはじめとする専門家会合や作業部会等に専門家を

経済動向の最新情報を統合的、網羅的に集約し、幅広いステークホルダ

派遣し、北極域を巡る最新情報の収集と発信を積極的に行います。派遣

ーに提供します。国内外の多様なステークホルダーが将来にわたって利

により収集した情報は、国際政治課題や政策対話ワーキンググループと

用可能な北極域に関する統合的ポータルサイトとして整備・運用を進め

連携して整理・分析したのち、北極政策に関わる政策決定者向けに定期

ます。

的にフィードバックします。本プロジェクトからタイムリーな情報提供

２つの重点課題

等を収集してリアルタイムに提供するとともに、北極に関する法政策や

や助言を行うことで、我が国の北極政策の策定においてシンクタンク的
な役割を果たすことに貢献します。

ArCS II 研究者

● 国民、研究者
● 政策決定者
● 民間企業
● 教育関係

● 国民

ArCS II の研究成果と
北極情報の集約・発信

北極環境
統合情報WEB

教育・
アウトリーチ

教育現場から
社会人まで
幅広い情報発信

● 教育関係

● プロジェクト内

● 国連
● 船舶会社
● 気象情報会社
● 国土交通省

● AC

実用性の高い
北極海氷情報の配信

北極海氷情報室

● 教育関係

専門家派遣・
政策決定者への
情報提供

国際的な北極課題の
把握と対応

● IASC
● 国内外の

政策決定者
● 研究者
コミュニティー

●教育・アウトリーチ の 推 進
北極域の気候や環境変化に関する最新の知見や情報を社会人や大学生以
下の教育現場の若い世代に分かりやすく伝えるため、多元的な教育・ア
ウトリーチを実施し、北極域を含む地球環境問題に関心を持つ人々の拡
大を積極的に進めていきます。
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研究基盤
国際連携拠点

国際共同研究ならびに人材育成等の基盤として、国立極地研究所と海洋研究開発機構が北極圏国の研究機
関と提携して運用・維持している観測施設を国際連携拠点として活用します。国際共同研究等の実施を通
じて国際連携を強化するとともに、若手研究者等の人材育成の場としての利用も行います。

グリーンランド自治政府が置かれるヌー
クに所在するGINRは主に北極圏の生態系
を中心に研究を行っており、この分野を
含め、グリーンランドにおける幅広い分
野の共同研究拠点としてや文献調査など
ノルウェー

デンマーク／グリーンランド

ニーオルスン基地

GINR
グリーンランド
天然資源研究所

国立極地研究所は北緯79度のニーオルス

に活用します。

デンマーク／グリーンランド

カナック ‐
シオラパルク

ンに1991年から基地を開設し、我が国の

DMI（デンマーク気象研究所）や現地協力

北極域研究の最前線基地の一つとして利

者との協力でグリーンランド北西部に拠

用してきました。多くの国がニーオルス

点を設け、現地観測や調査を更に推進し

ンでの研究活動に力を入れており、我が

ます。

研究基盤

国も最重要拠点の一つとして施設整備と
有効活用を進めています。

カナダ

CEN ステーション
ラバル大学、ケベック大学リモースキー
ノルウェー

校およびケベック大学州立科学研究所か

UNIS
スバールバル大学

らなるセンターで、カナダ東岸の北緯53
度から北緯83度の間に8つほどのステーシ
ョンを維持しており、カナダ高緯度地域
における研究施設として利用します。

UNISは世界最北の高等教育研究機関とし
て北極域研究に関わる充実した観測施設

北極圏

や教育訓練コースを運営しており、国立
極地研究所が賃借する研究スペースを利
用することができます。

5N
.
6
6

カナダ

CHARS
カナダ極北研究ステーション
CHARSには日本の研究者や学生が研究・

フィンランド

観測や訓練・実習等に利用できる施設が
あり、またフィールド訓練等を経験豊か

パラス - ソダンキュラ

な現地住民の協力を得て実施することが
FMI（フィンランド気象局）の協力により、
各種気象観測施設、衛星センサー地上検

できます。

証サイトを活用します。
写真出典：https://eu-interact.org/ﬁeld-sites/pallas-sodankyla-stations/

ロシア北極南極研究所
（AARI）が2013年に
再開した北極海に面し

ロシア

アメリカ

アメリカ

スパスカヤパッド

IARC
アラスカ大学フェアバンクス校
国際北極圏研究センター

PFRR
ポーカーフラット
リサーチレンジ観測サイト

たケープバラノバ基地
ロシア

ケープバラノバ

での観測活動を実施
し、大気・降水データ

ロシア科学アカデミーシベリア支部北方

の取得を行います。

ラックス観測タワーを中心とした観測活

圏生物問題研究所（IBPC）と協力し、フ
動を行います。

アラスカ地域における我が国の研究・観
測拠点として利用するほか、共同研究に
関する調整や交流などを行います。
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フラックス観測タワーを中心に陸域の観
測サイトとして利用します。

北極域研究には、北極圏の調査観測によるデータ収集とその解析が不可欠です。国立極地研究所、海洋研究開発機構、
北海道大学と宇宙航空研究開発機構が保有する設備・施設を中心に研究基盤として運用し、各研究を支えます。また
これらの研究基盤は人材育成、アウトリーチ、情報提供のためにも積極的に活用されます。

© JAMSTEC

観測船
海洋研究開発機構の海洋地球研究船「みらい」は、
先端的な観測機器・船上 / 船内設備と航行性能を
有する海上の研究基盤です。プロジェクト期間中
に北極海の観測航海を実施し海洋環境変化や海洋
生態系調査を行います。また北海道大学の練習船
「おしょろ丸」の提供も予定しており、教育・アウ

「みらい」での北極域観測の様子
© JAMSTEC

トリーチ活動の手段としての活用を推進します。
海洋地球研究船「みらい」

地球観測衛星データ

© JAXA

研究基盤

北極域を時空間的に幅広くカバーする衛星観測の強みを活
かし、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の地球観測衛星に
よる海洋、陸域、生態系、雪氷圏などの観測データを北極
域データアーカイブシステム（ADS）と連携して研究者が
使いやすい形式で提供します。

水循環変動観測衛星「しずく」（GCOM-W）
JAXAの水循環変動観測衛星「しずく」の観測
データによる2020年9月13日の北極の海氷分布

北極域データアーカイブシステム
北極域で取得された研究データの収集・管理・公開を一元的に進め、北極域研究の「オープンサイエンス」
基盤の開発と「ビッグデータ」の国内外の相互流通を推進します。
ADS では船舶航行を支援するためのシステム「VENUS」、データ可視化ツー
ル「VISION」など独自技術の開発を進めており、研究成果の社会実装やデー
タを利用した教育・アウトリーチ活動に貢献します。

３つの研究 基盤の連携例

ADSのVENUSによる
「みらい」航行支援

（図は2020年10月15日の10日後の海氷予報）

海氷域の安全航行のためには気象や海氷の状況を正確に把握することが不可欠です。
「みらい」の北極航海では、船舶周辺の気象データ、地球観測衛星「しずく」からの
海氷データ、ヨーロッパ中期予報センターからの気象予報データ、そして気象と海
氷のデータを基に東京大学グループがモデル計算した海氷予報データを利用してい
ます。これらのデータは、ADS から「みらい」に搭載した VENUS に配信され、安
全な氷海航海に貢献します。
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ArCS II プロジェクト全体構成
プロジェクトゴール
持続可能な社会の実現を目的として、北極域の環境変化の実態把握とプロセス解明、気象気候予測の高度化などの先進的な研究を推
進することにより、北極の急激な環境変化が我が国を含む人間社会に与える影響を評価し、研究成果の社会実装を目指すとともに、
北極における国際的なルール形成のための法政策的な対応の基礎となる科学的知見を国内外のステークホルダーに提供します。

北 極 域に関する先 進 的 ・ 学 際 的 研究を推 進し 、 その 社 会 実 装を目指します
2 つの重点課題

4 つの戦略目標
戦略目標

1

戦略目標

先進的な
観測システムを
活用した
北極環境変化の
実態把握

2

戦略目標

気象気候予測の
高度化

3

戦略目標

北極域における
自然環境の変化が
人間社会に与える
影響の評価

4

北極域の持続可能な
利用のための
研究成果の
社会実装の試行・
法政策的対応

大気課題

遠隔影響課題

社会文化課題

国際法制度課題

海洋課題

気候予測課題

北極航路課題

国際政治課題

雪氷課題

1

重点課題

人材育成・
研究力強化

重点課題

2

戦略的
情報発信

沿岸環境課題

陸域課題

11の研究課題

研究基盤

国際連携拠点

観測船

地球観測衛星データ

北極域データアーカイブシステム

運営体制
代表機関

副代表機関

副代表機関

参加機関

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

国立大学法人

国立極地研究所

海洋研究開発機構

北海道大学

その他の大学等
研究機関

運営委員会
プロジェクトディレクター（委員長）
サブプロジェクトディレクター、外部有識者

計画・体制・手法の妥当性などの自己点検・評価・助言・承認

国際助言委員会
海外機関の有識者

プロジェクト推進本部

プロジェクトへの助言

プロジェクトディレクター、
サブプロジェクトディレクター、戦略目標統括役

プロジェクトの運営・連携推進

事務局
代表機関、副代表機関

4つの戦略目標 統括役
11の研究課題

企画・運営、研究活動支援

研究課題代表者

２つの重点課題 重点課題責任者
事務統括
４つの研究基盤 研究基盤責任者

編集・発行

北極域研究加速プロジェクト事務局

（国立極地研究所）

政策対話

社会実装

コーディネーター
（国立極地研究所）

コーディネーター
（海洋研究開発機構）

〒190-8518 東京都立川市緑町10-3

国立極地研究所内
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