
 
第 23期日本学術会議  

 
会 長    大西 隆                 豊橋技術科学大学学長、東京大学名誉教授  土木工学・建築学 
副会長   向井 千秋 (組織運営等)  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 特任参与  総合工学 臨床医学 

井野瀬 久美惠 (政府との関係等)  甲南大学文学部教授  史学 
花木 啓祐  (国際活動)   東京大学大学院工学系研究科教授  環境学 土木工学・建築学 

 
 

会員名簿 
（専門分野・地球惑星科学） 

 
任期 
満了年 

氏名 所属･職名 
 

29年 大久保 修平 東京大学地震研究所 教授  
29年 氷見山 幸夫 北海道教育大学教育学部 教授  
32年 木村 学 東京大学大学院理学系研究科 教授  
32年 高橋 桂子 海洋研究開発機構地球情報基盤センターセンター長  
32年 中村 尚 東京大学先端科学技術研究センター 教授  
32年 藤井 良一 名古屋大学 理事・副学長  
29年 川口 淳一郎 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 教授・シニアフェロー 総合工学 
29年 山川 充夫 帝京大学経済学部地域経済学科教授 地域研究 

 
 
  



第 23期日本学術会議  
連携会員名簿 

（専門分野・地球惑星科学） 
 

任期 氏名 所属･職名 

3年 荒井 章司 金沢大学理工研究域特任教授 
6 年 石渡 明 原子力規制委員会委員 
３年 井田 仁康 筑波大学人間系教授 
６年 伊藤 悟 金沢大学人間社会研究域教授 
６年 碓井 照子 奈良大学名誉教授 
３年 海津 正倫 名古屋大学名誉教授、奈良大学文学部教 
６年 江守 正多 独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター気候変動リ

スク評価研究室長 
６年 大久保 泰邦 独立行政法人産業技術総合研究所地質 

分野研究企画室連携主幹 
６年 大路 樹生 名古屋大学博物館教授 
６年 大谷 栄治 東北大学大学院理学研究科教授 
３年 岡部 篤行 青山学院大学総合文化政策学部教授 
６年 沖 大幹 東京大学生産技術研究所教授 
６年 沖野 郷子 東京大学大気海洋研究所教授 
３年 小口 高 東京大学空間情報科学研究センターセンター長・教授 
６年 奥村 晃史 広島大学大学院文学研究科教授 
６年 蒲生 俊敬 東京大学大気海洋研究所教授 
６年 川村 光 大阪大学理学研究科教授 
６年 北里 洋 独立行政法人海洋研究開発機構東日本海洋生態系変動解析プ

ロジェクトチームプロジェクト長 
３年 鬼頭 昭雄 筑波大学生命環境系 主幹研究員 
６年 久家 慶子 京都大学大学院理学研究科准教授 
３年 小嶋 智 岐阜大学工学部教授 
３年 三枝 信子 独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター副研究セン

ター長 
３年 齋藤 文紀 独立行政法人産業技術総合研究所地質情報研究部門首席研究

員 
６年 佐々木 晶 大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻教授 
６年 佐竹 健治 東京大学地震研究所地震火山情報センター教授 
６年 佐藤 薫 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授 
３年 鈴木 康弘 名古屋大学減災連携研究センター教授 
３年 平 朝彦 独立行政法人海洋研究開発機構理事長 
３年 田中 和広 山口大学大学院理工学研究科教授 
３年 佃 榮吉 独立行政法人産業技術総合研究所理事 
６年 津田 敏隆 京都大学生存圏研究所所長・教授 



６年 中島 映至 東京大学大気海洋研究所地球表層圏変動研究センター長・教授 
６年 中田 節也 東京大学地震研究所教授 
６年 永原 裕子 東京大学大学院理学系研究科教授 
６年 中村 卓司 情報・システム研究機構国立極地研究所副所長、教授 
３年 中村 正人 独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所研究総主

幹 
３年 新野 宏 東京大学大気海洋研究所所長・教授 
３年 西 弘嗣 東北大学学術資源研究公開センター東北大学総合学術博物館

教授 
６年 西田 治文 中央大学理工学部教授 
３年 西山 忠男 熊本大学大学院自然科学研究科教授 
６年 花輪 公雄 東北大学理事 
６年 原田 尚美 独立行政法人海洋研究開発機構研究開発センター長代理 
６年 春山 成子 三重大学大学院生物資源学研究科共生環境学専攻教授 
３年 平田 直 東京大学地震研究所・教授 
３年 福田 洋一 京都大学理学研究科教授 
３年 日置 幸介 北海道大学大学院理学研究院教授 
６年 堀 利栄 愛媛大学大学院理工学研究科准教授 
３年 益田 晴恵 大阪市立大学大学院理学研究科教授 
３年 松井 孝典 千葉工業大学惑星探査研究センター所長 
３年 松本 淳 首都大学東京大学院都市環境科学研究科地理環境科学域教授 
３年 松本 良 明治大学農学研究科特任教授 
６年 村山 祐司 筑波大学生命環境系教授 
３年 森田 喬 法政大学デザイン工学部教授 
６年 八木谷 聡 金沢大学理工研究域教授 
６年 安成 哲三 総合地球環境学研究所所長 
６年 矢野 桂司 立命館大学文学部教授 
６年 山岡 耕春 名古屋大学大学院環境学研究科教授 
６年 山形 俊男 独立行政法人海洋研究開発機構アプリケーションラボ所長、東京大

学名誉教授 
６年 山岸 明彦 東京薬科大学生命科学部教授 
６年 山田 育穂 中央大学理工学部人間総合理工学科教 
３年 山中 康裕 北海道大学大学院地球環境科学研究院統合環境科学部門広領

域連携分野教授 
３年 若林 芳樹 首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 
６年 渡邊 誠一郎 名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻教授 
３年 渡辺 真人 独立行政法人産業技術総合研究所地質情報研究部門主任研究

員 
 

 
 


