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北 極 が 変 化 し、 世 界 が 変 化 し て い く。 海 氷 が す べ て
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なぜ今、北極研究なのか？

と け た と き、 ど ん な 未 来 が 待 っ て い る の だ ろ う。

「いつか、北極の海氷が無くなるかもしれない」。み

れている中で、北極の気温は4〜12℃も上昇すると

示していると考えられ、北極の変化に世界から多くの

器を駆使して、国内外の研究者と協力しながら、物

なさんも、そんな話を聞かれたことがあるかも知れ

言われています。世界平均の２倍以上も、北極の温

注目が集まっています。

理・化学・生物といった、さまざまな分野から北極の

ません。実は、その “いつか” が、意外と早くやってく

暖化は早く進むのです。このような急激な変化は、

さらに、これまで太平洋と大西洋を隔てていた北極

調査・研究を進めています。また、北極研究を加速

る可能性があるのをご存知でしょうか。1979年に人

海氷の減少だけでなく、永久凍土や氷河・氷床の融

海の海氷がなくなると、新しい船の通り道（航路）も

させるためのアプローチとして、観測機器の開発に

工衛星による観測がはじまりましたが、そこから北極

解も進めます。さらには北極の海や周辺域だけでな

生まれ、社会や経済、私たち人間の暮らしにも少な

も力を入れています。

の海氷は確実に減り続けていることが分かりました。

く、世界中の海や国々にさまざまな影響を与えつつ

からず影響を与えると考えられます。もはや北極の

「北 極 の 海 氷 がとけると、どん なことが 起こるの

しかも2000年頃からは、夏の北極からそれ以前よ

あります。たとえば、私たちの国日本にも−−−。ここ

問題は北極海の沿岸国だけのローカルな問題ではな

か？」
「海氷がなくなった北極海を、私たちはどのよ

りも急速に海氷が消えつつあります。2012年の夏に

数年、日本はたびたび厳しい冬を迎え、たくさんの

く、世界を取りまくグローバルな問題として考える必

うなルールのもとで利用していくべきか？」。北極、

は、1980年代の平均的な面積の半分以下にまで海

地域が豪雪に見舞われています。実は、この大雪は、

要があります。

そして、地球の未来について考えるとき、検討しなけ

氷が減少しました。冬を迎えると海氷ができて、北

北極の海氷が減ったことと関係があることがわかっ

こうした状況の中、2013年5月に日本がAC（北極

ればならない問題は数多くあります。私たちIACE

極海は再び一面の氷の海になりますが、その海氷の

てきました。
「北極の海氷が減ると、日本に大雪がふ

評議会）のオブザーバーに承認されました。北極圏

は、その判断材料として役立つ「科学的な根拠」をよ

量は着実に減っています。もし、このような状況が続

る」。こうした新たな事実が、研究によって明らかに

にある国を中心に組織されている評議会に、遠く離

り多く集め、世界に提示することで、これからの社会

いた場合、今世紀中頃には夏の北極から海氷が無く

なりつつあるのです。

れた日本が参加できることになったのです。1990年

に貢献していきたいと願っています。

なる、という予測もされています。

北極の気候が変われば、そこに住む海の生き物たち

頃から北極研究を行ってきたJAMSTECは、その研

北極の海氷を減らしている要因として、
「地球温暖

の生態系にも変化が起こるでしょう。実は、温暖化

究をさらに推しすすめ、国際社会に広く貢献するため

化」による影響が考えられています。北極は、世界で

の影響が早く現れる北極の海で起こっている変化

に、2015年4月にIACE（北極環境変動総合研究セ

最も温暖化が進んでいる地域です。今世紀末までに

は、いずれ世界の海でも起こり得ることなのです。北

ンター）を設立しました。四半世紀以上にわたって蓄

地球全体の気温が平均で2〜3℃上昇すると予測さ

極の海が通る道筋は、今後、世界の海がたどる道を

積してきたデータや観測ノウハウ、独自の設備や機

北極環境変動総合研究センター
センター長

北極の 今 を調査し、環境変化の 方向性 を知る。
北極の海はもともと、一年中氷がフタをしていたた

究グループ」の目的です。くわえて、北極で起こって

め、動きが少ない “静かな海” でした。しかし今、温

いる一つひとつの現象について、
「なぜ、そのよう

暖化によって氷が減り、海と大気との仕切りがなく

なことが起こるのか？」というプロセスを解明して

なり、風が海に直接影響を及ぼすようになってきま

いくことも重要であると考えています。

した。北極の海が活発に動き始めているのです。ま
た、氷がとけることによって、海の温暖化や淡水化、

私たちは海洋地球研究船「みらい」で北極航海を

酸性化も進み、環境が大きく変わりつつあります。

行い、水温、塩分、海流、大気の測定や、海水、堆

そのような変化は海だけではありません。北極の周

積物のサンプル収集などを行っています。海中には

辺地域では雪のふり方も変わっています。北極の氷

係留系と呼ばれる観測システムを設置して、冬に氷

が減ってきた影響なのか、以前よりも早くから雪が

でおおわれる海の中でも一年を通した観測データ

ふるようになってきました。夏にあたたまった陸地

を集めています。さらに、北 極海の周りの陸域で

が冷える前に雪が陸をおおってしまうと、雪が “断

も、水の流れや地中の温度などを調べて、現地でし

熱材” のような役割をして、熱が大気に放出されな

か得られない貴重なデータを集めています。これら

くなります。そして、永久凍土と呼ばれる凍てつい

は北極研究の土台をつくるために欠かすことのでき

た大地をとかしていると考えられています。
「雪が

ない調査だと考えています。
「地球シミュレータ」に

積もることで、大地があたたまる」。少し不思議に

よるモデル実験も、現状を詳細に理解するためには

思えるかもしれませんが、実際に起こりつつある現

必要不可欠です。

象です。

近年では、北極の夏の氷が減っていることで、
「み

このように、北極とその周辺では今、急激な変化が

らい」が航海できる範囲も広がってきました。かつ

起きています。では一体、何がどれだけ変化してい

て氷に閉ざされていた海域も調査できるようになっ

るのか？数値として定量化できるだけのデータは、

たことで、新たなデータや知見を得られる可能性も

まだ十分とは言えないのが実状です。そこで、北極

高まっています。こうしたデータが、北極の今と未

の環境変化における「Status（実態）」と「Trend

来 を 知るために生 かされていくことを 願ってい

（変化の速さや方向性）」を明らかにし、北極の変化

ます。

が世界の気候システムに与える影響を評価するため
の土台をつくることが、私たち「北極環境・気候研

北極環境・気候研究グループ

北極環境・気候研究グループ グループリーダー

菊地

隆
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酸性化が進む北極の海で、生き物たちへの影響を探る。
北極海の変化は、海の生き物たちにどのような影響

す。海水の酸性化が進むと、プランクトンや稚貝の

ら炭酸塩生物の骨格密度の測定ノウハウを駆使し

を与えるのでしょうか。これまでほぼ1年を通して

成長に影響を与えるかもしれません。植物プランク

た研究により、酸性化が進んだ海ではそこに生息す

氷におおわれていた海域で、生き物の活動が活性

トンは「一次生産者」とも呼ばれ、海の食物連鎖を

る動物プランクトンの骨格密度が非常に低くなって

化しているという事象も見られています。夏に海氷

支えています。もし成長が損なわれると、それをエ

いることが確認されています。こうした炭酸塩骨格

がとける海域が広がることで、これまでより広大な

サとしている動物プランクトン、動物プランクトンを

密度を利用した酸性化の生物への影響を定量的に

範囲で海中まで太陽の光が届くようになり、植物プ

食べる魚にも影響が広がっていくと考えられます。

評価する研究は、先例がなく、この分野で世界標

ランクトンが活発に光合成を行えるようになったの

さらに、今まで獲れていた魚が獲れなくなったり、

準となる評価手法を確立させることもめざしていま

です。また、海と大気を隔てていた氷がなくなるこ

別の海域でその魚が獲れるようになったり、漁業・

す。さらに、温暖化や酸性化が、これから生態系に

とで、海は風の影響を直接受けるようになります。

水産関係者や私たちの食生活にも何らかの影響が

与えていく影 響を予測するために、スーパーコン

海中の混合や循環などは活発になり、海洋の少し

現れていくかもしれません。

ピュータを用いた「北極海の海氷−海洋−生態系モ

深いところにあった栄養塩が海の表層に運ばれ、

私たち「北極海洋生態系研究グループ」は、
「温暖

デル」の構築にも取り組んでいます。
「観測」によっ

生物の生産を豊かにしていきます。北極海の変化

化や酸性化が動・植物プランクトンにどのような影

て、気候変化に対して海洋生態系がどのように応答

は、海の生き物たちにさまざまな恩恵をもたらして

響を与えるのか？」を調べるために、北極海での現

するのかを把握し、かつ、
「飼育・培養実験」によっ

いるのです。しかし、この好影響はいつまで続くの

地調査やサンプルの採集をはじめ、世界でも2、3

て、生理機能の面から生物の応答を定量的に評価

でしょうか。

カ所でしか成功していない、浮遊性の有孔虫（動物

していく。その両面から得られた結果をモデルに反

生き物の活動が活性化する海域がある一方で、北

プランクトン）の飼育実験も行っています。また、

映することで、より不確実性の低い予測結果が得ら

極海は、世界で最も「酸性化」が進む海でもありま

JAMSTECが世界に先駆けて実施している、これ

れると期待しています。

北極海洋生態系研究グループ

北極海洋生態系研究グループ グループリーダー

菊地

隆
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温暖化を引き起こす化学物質の、運ばれ方と変化の仕組みを解明する。
地球温暖化の原因として、二酸化炭素（CO2）の影

トを設けて、大気に含まれるメタンやブラックカー

響が一番大きいと考えられていますが、実は他にも

ボンを調査しています。これらの物質が大気中でど

さまざまな物質が関係しています。中でも、影響が

のように発生し、運ばれ、消えていくのか？高精度

大きいと言われているのが、
「メタン」と「ブラック

なシミュレーションモデルをつくることが、今取り

カーボン」です。

組んでいる課題のひとつです。たとえば、一言でブ

メタンはいわゆる「天然ガス」の主な成分の一つ

ラックカーボンと言っても、その大きさや形状は、

で、牛などの動物のゲップや、水田からも発生して

一粒ごとにまったく異なります。粒の違いによって、

います。また近年、温暖化の影響で永久凍土がと

大気中での動きやルートにどのような違いが現れる

けつつあるシベリアでも、凍土の下に閉じ込められ

のか？収集をはじめている観測データと、私たちの

ていたメタンガスが、今後さらに放出されていく可

持つシミュレーション技術を駆使して、より精度の

能性も考えられます。

高いモデルを追求していきます。

ブラックカーボンは、温暖化に大きな影響を与える

世界のさまざまな研究機関が、地球の気候変動に

エアロゾルの一種で、排気ガスや森林火災によって

ついて将来予測を行うためのシミュレーションを

発生する “すす” のことです。ブラックカーボン自身

行っています。しかし、たとえば「100年後に、ど

が太陽の光を吸収しますが、風ではこばれていく途

のくらい地球の温度が上昇しているのか？」という

中で雪に付着すると、白かった雪が黒くなるので、

と、その予測結果には大きな振れ幅があります。そ

雪も太陽の光を吸収しやすくなります。その結果、

して、それらのモデルにはまだメタンやブラック

とくに寒冷域で地面が温められて地熱が上がり、温

カーボンをはじめとする化学物質と大気や海洋、雪

暖化にさらなる影響を与えていくと考えられます。

氷とのやりとりが十分には含まれていません。こう

メタンとブラックカーボンは、温暖化への影響が大

した化学物質のモデルを精密化していくことで、地

きいことは分かっているものの、まだ解明されてい

球 全 体の気候 変 動の予測も、より精 緻なものに

ない部分も多く残されています。そんな中、温暖化

なっていくはずです。

が地球上で最も急速に進んでいる北極域を中心に

将来、北極海の氷がとけ、船がそこを行き来するよ

調査・研究を進めることで、メタンやブラックカー

うになると、その船から出るブラックカーボンも問

ボンと温暖化との関係を理解するための手がかり

題になるでしょう。私たちは、北極域での研究成果

が得られるかもしれません。

をもとに、メタンやブラックカーボンと温暖化との

私たち「北極化学物質循環研究グループ」は、国内

関係を考えるための、科学的な判断材料を提供し

外の研究チームと連携しながら、各地に計測ポイン

ていくことをめざしています。

北極化学物質循環研究グループ

北極化学物質循環研究グループ グループリーダー

滝川

雅之
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高精度な北極域のモデルをつくり、数十年後の将来を精緻に予測する。
私たち「北 極 域気候 変 動予測 研究グループ」は、

とするため、スーパーコンピュータの性能をもってし

地球全体の気候変動についての新たな理解と、よ

ても精緻さに限界があります。たとえば、IPCCの

り精緻な予測につながることが期待されます。

誇る大型計算機「地球シミュレータ」を駆使して、

最新の報告書に提供された気候モデルの多くでは、

もうひとつ、私たちのグループならではの特徴は、

“北極域” の高精度なシミュレーションモデルの作

およそ100km四方の大きなマス目に地球を区切っ

グリーンランドなどに存在する氷床のモデリングを

成に取り組んでいます。温暖化をはじめとする気候

て計算が行われています。地球全体の変動を理解

行っていることです。広大な氷床におおわれている

変動によって、10年、20年、50年後の地球は、あ

するためのひとつの指標を与える気候モデルです

グリーンランドでも、夏になると氷が大規模かつ急

るいは日本はどのようになっているのか？それを知

が、100kmというマスは、局地的な変化や気象イ

激にとけるなど、これまでにない現象が観測され始

るためには、北極とその周辺地域についての理解を

ベントを再現するには大き過ぎます。そこで私たち

めています。氷床がとけると、膨大な量の淡水が海

深めることが大切です。

は、他の地域は大きなマスのままに北極域だけをお

に流れ込むことになり、その影響も見過ごすことは

北極は、海をおおっていた氷の急激な減少に代表

よそ5 km四方の小さなマスに区切ったモデルを作

できません。私たちはグリーンランド氷床のモデル

されるように、気候変動の影響が世界で最も顕著

成し、これにより、限られた計算資源の中で、北極

を気候モデルの一部として組み込むという世界的に

に現れている地域の一つです。さらにここ数年「氷

域についての精度の高いモデルを得ることをめざし

も最先端の研究を通して、北極域から中緯度域に

がとけたことにより、他の地域にどのような影響を

ています。北極の急激な変化が地球の他の地域に

わたって、将来予測の精度と信頼性のさらなる向上

与えるのか？」といった問題がクローズアップされ

大きな影響をもたらしていることを考えると、この

に貢献していきたいと考えています。

るようになりました。気候変動の影響を強く受けて

ようなモデルから得られる結果は、北極だけでなく

「予測」という大きなテーマのもと、JAMSTECが

いる北極は、同時に、その変化の大きさで日本を含
む他の地域に強い影響を与える可能性を持ってい
るのです。このため、私たちは北極だけでなく、そ
こを取りまく周辺地域を合わせた “北極域” を対象
に、モデルを作成しています。
気候モデルと呼ばれる地球規模の長期的なシミュ
レーションのためのモデルは、たくさんの研究者た
ちの連携のもと、さまざまな国の研究機関で作成
されています。その成果は、温暖化など人間活動の
もたらす気候変動に関する研究成果を評価する機
関である「IPCC（気候 変 動に関する政 府間パネ
ル）」をはじめ、国際的な枠組みを通じて収集・検
討・発表されています。しかし、地球全体のシミュ
レーションを行うためには膨大な計算資源を必要

北極域気候変動予測研究グループ

北極域気候変動予測研究グループ グループリーダー

小室

芳樹
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IACEの北極研究を支える 研究船とスーパーコンピュータ
海洋地球研究船「みらい」
北極海だけでなく、太平洋やインド洋など世界中の海で活躍する
海洋地球研究船「みらい」。実際に海を航海しながら水温・塩分
濃度・海流の観測や海水の分析、雲や風などの気象の観測、砂
や泥などの海底に溜まった堆積物の採取、プランクトンの調査な
どを行っています。そのほかに、1年を通して海を調査するため
の「海洋気象観測システム」
「中層係留観測システム」
「アルゴフ

誰も見たことのない世界を、新たな観測技術で切り拓く。

ロート」など多くの観測機を搭載し、設置・回収・投入すること
ができます。また優れた航行性能のもと、高精度の分析が可能

IACEは、多彩な分野から調査、研究、シミュレーションを進

と重機を必要としていました。コストや人的リソースをいかに

越えなければなりません。コンパスが効かない北極では、今

めるだけでなく、計測機器や観測技術の開発にも力を注い

削減し、観測の効率を高めるかということも、機器開発にお

いる場所を知ることさえ困難です。人工衛星と通信をやり取

でいます。北極という、人間にとっても、計測機器にとっても

いて重要なポイントとなります。

りしようとしても、氷にフタをされた海域ではそれも叶いま

過酷な環境で、よりスムーズに観測を行ったり、より多くの

このような背景のもと、今 世界的に求められているのは、

せん。また、モーター付きフロートにカメラをつけて氷を下

データやサンプルを集めたりするために、私たち「北極観測

「AUV」と言われる自律型無人探査機の開発です。氷の無い

から撮影しようというアイデアもあるのですが、撮影した画

技術開発グループ」は工学的なノウハウを駆使しながら、機

開水域や氷縁域までは船で行くことができますが、AUVが

像データをいかに回収するかということも問題です。観測場

器の改良やその安定的な運用、そして、技術革新に取り組ん

投入されれば、これまで行われたことのない、氷に閉ざされ

所が北極であるがゆえの、さまざまな壁があるのです。

でいます。

た海域での広範囲にわたる観測が可能になると期待されて

しかし、困難が多いからこそ、挑戦する価値があります。誰

海洋研究によく使用される機器のひとつに、
「海洋気象ブイ」

います。実は、氷の下は、まだ誰も見たことがない世界なの

も観測したことがない場所、誰も研究したことがない対象

があります。これは高精度で環境を計測できる機器で、たと

です。そこを自在かつ安全に、観測することができたら、北

を、無人で安全に探索できるようにする機器の開発。どんな

えば水温などは1/100℃以上の精度で正確に計測すること

極への理解がより深まるはずです。さらに、JAMSTECでは

研 究 者 のどんな要 望にも応 えられる、マル チなプラット

ができます。北極観測の現場では、このブイを氷に埋め込

センサ開発も行っており、生物の活性度を測るためのATPセ

フォームの開発。北極研究をメカトロニクスで支える私たち

み、言わば氷につなぎ止めて係留させる方法で、氷の下の水

ンサや、国際コンペで高い評価を得たpHセンサ「HpHS」

のロマンが、そこにあります。

温や水質をはじめとする北極環境を、1年を通して計測する

など、高度なセンシング技術をAUVに搭載できれば、さら

方法が用いられてきました。しかし現在は、温暖化の影響で

なる理解が期待されます。

夏になると氷そのものがなくなってしまう海域が増え、ブイ

その実現をめざし、私たちはまず、自動観測フロートに自走

が消失し、計測を続けられなくなるというリスクが高くなって

モーターを取り付け、よりスマートなフロート観測が行える

きました。また、最近では軽量化や設置の簡素化が進んでい

技術開発に取り組み、氷の下の観測に挑もうとしています。

ますが、初期のブイは1台あたりの設置に大人6人ほどの人手

しかし、その実現のためには、さまざまな技術的課題を乗り

となる実験室・分析設備も備え、JAMSTECの海洋研究におい
て欠かすことができない船となっています。
北極海へは1998年からおよそ3年に2回のペースで航海を続け
ています。最先端の国際洋上基地、海洋地球データの発信基地
として、これからも活躍が期待されています。

地球シミュレータ
日本の最先端の技術を結集して開発された、大規模な計算を超高速に
処理するスーパーコン ピュータ「地球シミュレータ」は、2002年3月に
運用を開始し、計算機の中にさまざまな仮想地球（数値モデル）を構築
して、それを用いて実験を行う「数値シミュレーション」という研究手法
に活用されており、特に、気候モデルを用いた全球将来予測実験など地
球科学分野において多くの実績を誇ります。2021年3月からは第4世代
のシステムが運用を開始し、世界でも有数の計算性能を活かして、北極
域モデルの高解像度化、化学輸送モデル、北極生態系モデルなど、北極
の現在を理解し、将来を予測するための先進的な数値モデルが次々と構
築されています。JAMSTECの横浜研究所に設置され、日々さまざまな
データや研究成果が得られている「地球シミュレータ」は、IACEの研究
に不可欠な存在となっています。

北極観測技術開発グループ
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北極観測技術開発グループ グループリーダー

吉田

弘
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JAMSTEC 北極研究の歴史

国内外の研究機関との共同・連携ネットワーク
国内の連携
北極で起きている温暖化に伴って、さま
ざまな環境の変化が見られ、社会的な
興味や関心も高まりを見せています。こ
うした社会状況に応えるためには、幅
広い研究分野が連携して、現在注目さ
れている北極の諸問題を調べていく必
要があります。私たちIACEは、国内の
大学・研究機関と共同・連携研究を強
力に推進することで、北極を取りまく諸
問題の解決につながるデータや研究成

○国内共同研究機関

JAMSTECの北極研究の歩みは、1990年頃にはじまりました。最初の
ころは、１年を通して海氷におおわれた北極の海を観測して、データを
収集することが目的とされていました。経験・観測データを積み重ねな
がら、その後「北極の海に、夏でも海氷があるのはなぜか」といったテー
マを明らかにするための「研究」活動が始まります。1998年からは海洋
地球研究船「みらい」による北極航海を開始しました。海氷を砕きなが
ら航海する砕氷船ではなく、
「耐氷船」である「みらい」は、航海できる
時期や場所が限られています。しかし、海氷がなくなった開水域や氷縁
域に着目してJAMSTEC独自のデータと観測ノウハウを蓄積していきま
した。このほかにも、漂流ブイや係留系などの観測機器によって、年間を通して海の水温や塩分の変化を計測できるよう
になりました。国際連携による北極の陸域での観測も始まり、さらに「地球シミュレータ」によるモデル実験が行われる
ようになったことから、研究はさらに進みます。
2002年、2005年、2007年、2012年と、夏の氷の面積が最小値を更新し続けています。今までにない大幅な減少を
見せ、北極が地球上で最も早く温暖化の進んでいる地域だと広く知られるようになりました。これとともに「海氷の激減
などの北極の温暖化の要因」、そしてさらに「北極の温暖化による影響」を明らかにすることが、北極研究の大きな目的
へと移り変わります。こうした変化に伴い、海氷がなくなってきた海域を中心に独自の研究を続けてきたJAMSTECの
観測データが、大きく評価されるようになりました。
「みらい」による観測研究、
「地球シミュレータ」でのシミュレーション研究など、JAMSTECはこれまでに、さまざまな
研究成果を通して、北極域のみならず世界の気候変動の研究に貢献してきました。その中で、2015年4月1日、IACE
（北極環境変動総合研究センター）を設立。現在、地球温暖化の影響が最も顕著にあらわれ、その影響が科学のみなら
ずさまざまな形で我々に及んでいる北極を、学際的な幅広い分野から研究し、より大きな貢献を果たしていきます。

アメリカ合衆国

神戸大学大学院海事科学研究科／国立環境研究所／国立極地研究所／東京
海洋大学大学院海洋科学技術研究科／東京大学大気海洋研究所／富山大学
極東地域研究センター／北海道大学大学院水産学研究院／北海道大学低温科
学研究所

大西洋

カナダ

○国内プロジェクト
・北極域研究加速プロジェクト
（ArCS II：Arctic Challenge for Sustainability II）
・北極域研究共同推進拠点
（J-ARC Net：Japan Arctic Research Network Center）

グリーン
ランド

果の公表をめざしています。
ヨーロッパ

国際的な連携
北極は、北極海を中心に周りを北極圏
国に囲まれた地域です。これらの地域
で急速に進行する環境変化とその影響
を把握し、将来の予測を行うためには、
北 極 圏 国をはじめとした国 際 的な共
同・協力のもとで研究を推進していくこ
とが必要不可欠です。こうした状況の
中、日 本 は2013年 にAC（北 極 評 議
会）のオブザーバーに承認され、北 極
研究においてより大きな貢献を果たそ
うとしています。IACEは、各 国・各 研
究機関とともに、それぞれの特徴を生
かした国際的な共同・連携を推進する
ことで、北極のみならず地球環境問題
の解決につながる研究を行っています。
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○国際共同研究機関
アルフレッド・ウェゲナー極地海洋研究所／ウッズホール海洋研究所／カナダ
海洋漁業省／国際北極研究センター／ノルウェー海洋科学研究所／ノルウェー
極地研究所/米国海洋大気庁／ロシア科学アカデミー北方生物圏問題研究所
／ロシア科学アカデミーメレニコフ永久凍土研究所／ワシントン大学

北極海
バレンツ海

アム ンゼン海盆

カラ海
ラプ テフ海

○国際的な枠組み・プロジェクト
・Arctic Predictability and Prediction on Seasonal to Inter-annual
Timescales (APPOSITE)
・Arctic Sub-Arctic Ocean Flux（ASOF）
・Coupled Model Intercomparison Project (CMIP)
・Distributed Biological Observatory（DBO）
・Ecosystem Studies of Subarctic and Arctic Seas (ESSAS)
・Forum for Arctic Modeling & Observational Synthesis（FAMOS）
・Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
・International Arctic Buoy Programme（IABP）
・International Arctic Science Committee（IASC）
・International Arctic Systems for Observing the Atmosphere
（IASOA）
・Paciﬁc Arctic Group（PAG）
・Polar Climate Predictability Initiative (PCPI)
・Resilience and adaptive capacity of Arctic marine systems
under a changing climate (RACArctic)
・World Climate Research Programme (WCRP)

ナンセン
海盆

カナダ海盆

アラスカ

マカロフ海盆
チャクチ海

太平洋

東シベリア海

ベーリング海

ロシア

オホーツク海

日本

IACE 組織

北極環境変動総合研究センター長

北極環境・気候研究グループ

北極海洋生態系研究グループ

海域環境の変化と気候変動への影響に関する観測及
びシミュレーション研究

海洋酸 性化と生 態系への影 響に関する観 測及びシ
ミュレーション研究

北極化学物質循環研究グループ

北極域気候変動予測研究グループ

化学物質（ブラックカーボン等）の循環による北極へ
の影響に関する観測及びシミュレーション研究

北極域から中緯度域の気候変動と将来予測に関する
シミュレーション研究

北極観測技術開発グループ
北極における観測研究等を効果的に促進するための
技術開発
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