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〈２０１４年度下半期事業の実施状況〉	 
	 

（１）運営にかかる会議	 
 
総合海洋基盤（日本財団）プログラムは、海洋アライアンスの運営委員会、推進委員会、評

議会による審議、総合海洋基盤（日本財団）プログラム連絡会議での貴財団との審議を経て実

施している。 
（２０１４年）	 

10月14日：第６回運営委員会	 

10月28日：第２回評議会	 

11月	 4日：第７回運営委員会	 

11月11日：第４回推進委員会	 

11月13日：第４回総合海洋基盤（日本財団）プログラム連絡会議	 

12月	 2日：第８回運営委員会	 

（２０１５年）	 

	 1月	 8日：第９回運営委員会	 

	 1月15日：第５回総合海洋基盤（日本財団）プログラム連絡会議	 

	 1月27日：第５回推進委員会	 

	 2月10日：第10回運営委員会	 

	 2月17日：第３回評議会	 

	 3月	 5日：第11回運営委員会	 

	 3月17日：第６回推進委員会	 

	 

＊	 評議会、運営委員会、推進委員会は海洋アライアンスの活動全般を決定する機関であり、	 

総合海洋基盤（日本財団）プログラムは、その活動の一部に位置づけられる。 
＊	 本報告書では、本助成事業に関係する海洋アライアンスの活動全般について記載している。 
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（２）  教育活動  
	 

①教育の運営にかかる会議	 

	 

本学において実施されている学際的・分野融合的な部局横断型教育プログラムの一環として、

海洋アライアンスによる「海洋学際教育プログラム」が平成21年４月に開講された。教育には、

本助成事業で雇用されている特任教員も加わった。本年下半期には、運営にかかる会議として、

海洋学際教育プログラム作業委員会が２回開催された。	 

また、本プログラムを含む九つの教育プログラムの担当部局による部局横断型教育プログラ

ム連絡会が、プログラムの問題解決に向け検討・審議している。	 

	 

（２０１４年）	 

	 	 10月	 6日：平成26年度第2回海洋アライアンス海洋学際教育プログラム作業委員会	 

	 （２０１５年）	 

	 	 	 3月16日：平成26年度第3回海洋アライアンス海洋学際教育プログラム作業委員会	 

	 

②海洋学際教育プログラム	 

「海洋学際教育プログラム」は、本学の大学院学生（修士/専門職学位/博士後期課程）を
対象に、海を広く俯瞰できる次世代の人材を育成することを目指す。６年目を迎え、常時

70名ほどの学生が受講している。今年度は、14名が修了した。2014年度冬学期は、選択必
修科目として、海洋基礎科学（日比谷紀之、赤坂甲治）、海事政策論（久保麻紀子）、沿

岸域管理法制度論（交告尚史、三浦大介〔非常勤〕）、海洋科学技術政策論（松浦正浩）

を開講した。また通年科目である海洋法・海洋政策インターンシップ実習（木村伸吾、山

本光夫）についても実施した。必修科目として、海洋問題演習（Ⅰ：理学系（日比谷紀之、

赤坂甲治、遠藤貴洋、稲津大祐）、Ⅱ：工学系（佐藤愼司、村山英晶）、Ⅲ：農学生命科

学(良永知義、黒倉壽、八木信行）、Ⅳ：新領域創成科学（木村伸吾、山本光夫、野村英明））
の通年科目に加え、事例研究：海洋問題演習Ⅴｂ（久保麻紀子）を開講し、講義を行った。 
ほかに海洋アライアンス推奨科目として６科目を選定し、修了に必要な単位を履修した

学生には、修了証を交付した。 
冬学期の海洋問題演習では、３～４人のチームがそれぞれのテーマで議論した結果を発

表し、優秀な発表には昨年度同様、表彰状と賞品を授与した。他分野の学生と行う調査や

議論を通じて提言をまとめることは受講者に好評で、演習の最終修了者は３６名であった。 
 
10月 1日：推奨科目「海洋底ダイナミクス」開講日 
同	 	 	 ：推奨科目「海洋生物学」開講日 
10月 3日：推奨科目「海事技術イノベーション」開講日 
同      ：選択必修「海洋基礎科学」開講日 
10月 6日：冬学期オリエンテーション、「海洋問題演習」開講日 
10月 7日：選択必修「沿岸域管理法制度論」開講日 
同	 	 	 ：選択必修「海洋科学技術政策論」開講日 
同	 	 	 ：推奨科目「Science、Technology and Public Policy」開講日 
10月10日：推奨科目「海岸漂砂論E」開講日 
10月19日：推奨科目「水域保全学」開講日 
10月31日：海洋学際教育プログラム履修登録１０月入学者締切（年度計58名） 
11月 5日：推奨科目「海洋科学野外実習Ⅰ」開講日 
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12月 1日：海洋問題演習第１回チーム発表会 
（２０１５年） 
1月 19日：海洋問題演習第２回チーム発表会 

	 

（３）研究活動  

①「海外インターンシップによる国際的な海事人材の育成」プロジェクト  
 
＊教育活動  
・	 海洋アライアンスの海洋学際教育プログラムにおいて、「海洋問題演習」の冬学期授業に携

わるとともに、来年度の企画・準備に参画した。 
・	 海洋アライアンスの海洋学際教育プログラムにおいて「海洋法・海洋政策インターンシップ

実習」を担当した。 
 
＊研究活動  
・	 インターンシップ人材育成プロジェクト運営委員会の開催 
	 第 3回（11月 11日） 
	 第 4回（1月 27日） 
	 第 5回（3月 17日） 

・	 海外インターンシップの派遣先となる国際機関・海外研究機関候補、および派遣方法につい	  
て協議し、以下の表の通り、5機関に 6名の学生を派遣した。 

・	 学生派遣の実施にあたり、受入機関（PTWC／ITIC）の視察、学生宿泊施設の決定などを 
行うため、教員 2名が 12月 15日～19日の日程で現地に赴いた。 

・	 海外インターンシップ人材育成プロジェクトのカリキュラム作りを行うと共に、実習後の報

告書作成や研究成果の発信方法、国際ネットワーク作りに関して検討した。 
・	 なお、PTWCおよび ITICへの派遣は、実習内容がメガ津波プロジェクトの内容にも直結す
るため、連携を取りながら実施している。 
 
 
東京大学海洋アライアンス	 海外インターンシップ	 受入機関（2014 年度）	 

No. 分類 機関名 略称 派遣地域 期間 人数 
１ 国際機関 Food and 

Agriculture 
Organization of 
the United 
Nations 

FAO 
 
 
 
 

ローマ 2014 年 8 月 20

日～10月 16日	 

	 

２ 

２ 国際機関 International 
Hydrographic 
Organization 
(Bureau) 

IHO 
(IHB) 

モナコ 2015 年 1 月 3

日～3 月 8 日	 

	 

１ 

３ 国際機関 International 
Tsunami 
Information 
Center 

ITIC ハワイ 2015 年	 

2 月 16 日〜	 

5 月１日	 

	 

１ 
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４ 研究機関 Pacific Tsunami 
Warning Center 

PTWC ハワイ 2015 年	 

2 月 16 日〜	 

5 月１日	 

１ 

５ ODA Japan 
International 
Cooperation 
Agency 

JICA ドミニカ 
共和国 

2015 年	 

2 月 2 日～	 

3 月 31 日	 

	 

１ 

 
＊来年度の活動予定  
・	 今年度の実習成果については 2015年 5月に学内報告会を開催する。それを踏まえて、対外
的なシンポジウムを 6月以降に開催する予定である。 

・	 今年度実習を行った 4機関（FAO, IHO, PTWC, ITIC）へは、来年度も引き続き学生募集・
派遣を行う。 

・	 新たに国際海事機関（International maritime organization: IMO）本部（イギリス・ロン
ドン）への派遣が決定したため、8月～9月に学生派遣を行う。 

・	 上記以外の国際機関での実習も複数検討し、当該機関との協議とともに実際の派遣を実施

する。 
・	 国際化対応科目の導入に向けた検討を行う。 

 
②  「『メガ津波』から命を守る防災の高度化研究」プロジェクト	 
	 

＊	 教育活動	 

・	 特任教員が海洋学際教育プログラム「海洋問題演習」を担当した。	 

	 

＊	 研究活動	 

  海洋アライアンス推進委員を中心とした定例の研究会をこれまでに 6回行い、特任准教授

を中心とした研究発表および、インターンシップ派遣学生、気象庁、海上保安庁、海洋大

学などから招いた講師による以下のセミナーを行った。	 

①	 現業津波警報システム	 ②高解像度シミュレーション	 ③衛星を利用した津波計測	 

  また、新しい津波計測手法を検討するため、民間企業（IHI、明星電気、日立造船など）	 

や研究所・大学（防災科学技術研究所、東北大学、海洋大学他）にヒアリングを行った。	 

  九州大学主催 GNSS-R 研究集会に参加した。	 	 

  第３回国連防災会議（仙台市）（パブリックフォーラム「シミュレーション・センシング・

G空間情報の融合による減災力の強化」）に出席し、情報収集を行った。	 

  特任教員はそれぞれ、「船舶測位高度による巨大津波の計測の可能性と津波の即時規模予

測への利用」と、「Quality factorを用いた湾水応答特性の分類」の研究を遂行している。	 
	 

＊来年度の活動予定	 

  特任研究員を最大3名雇用する。特任研究員の担当する研究テーマを定めるために、定例の
研究会に外部からの講演者を招聘したり、個別にヒアリングを行ったりして、津波研究の

最新の情報を多角的に精査する。また、学内の津波研究者との連携を図る。 
  教育活動としては、特任教員が海洋学際教育プログラムの「海洋問題演習」（夏学期）を

引き続き担当する予定である。また、学術フロンティア講義「海研究のフロンティア」で

「巨大津波の即時規模予測」についての講義も担当する。 
  The International Symposium "Making the Pacific Ready for the Next Tsunami" on 20-21 April 
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2015 at the new NOAA Inouye Regional Center on Ford Island, Oahuへの参加予定である。 
	 

	 

③「海洋の利用に関する合意形成手法の開発」プロジェクト	 

	 

＊	 教育活動	 

・	 特任教員が海洋学際教育プログラム「海洋問題演習」を担当した。	 

	 

＊	 研究活動	 

・	 「海洋空間に係る合意形成手法研究会」の開催	 

	 	 	 第 2 回(10 月 21 日)	 

	 	 	 第 3 回(12 月 22 日)	 	 

・	 地域における合意形成の現状を把握するため、洋上風力発電施設の設置を検討する天草市

が開催する「天草地域協議会」に出席した。	 

・	 志摩市における海洋管理の取組みについて、現地調査を行った（12 月 24 日）。	 

・	 千葉県の第 3 回海洋再生可能エネルギー導入可能性研究会(11 月 18 日)に出席し、同県に

おける海洋再生エネルギーに関する取り組みについて情報収集を行った。	 

	 

＊	 来年度の活動予定	 

・	 5月以降着任予定の特任研究員を加え、態勢を整える。 
・	 「海洋空間に係る合意形成手法研究会」を継続的に開催して議論を深めるほか、並行して

各地の事例調査を行って合意形成プロセスの観点から分析を行う。 
 

（４）アウトリーチ活動  

 
①	 シンポジウム  
・	 海の緑化研究会シンポジウム「海域における鉄の存在形態と藻類への取り込みに関する 
研究の最前線」を開催した。 
2015年 3月 4日（主催：海の緑化研究会、協賛：海洋アライアンス等） 
大学・研究機関や企業、NPO等から、合わせて約 120名（講演者等含む）が参加した。 

	 ・	 シンポジウム「海洋環境保護の現代的展開：海洋ガバナンスの観点から」を開催した。	 

	 	 2015 年 3 月 23 日（公共政策大学院主催、海洋アライアンス共催）	 

大学・研究機関や企業等から、合わせて約 100名（講演者等含む）が参加した。 
	 

②  出前授業  
海に関する教育の一環として、海洋アライアンスの教員が講師として小学校・中学校・高校

に出向き、ボランティアで授業を行っている。海に関する単純な疑問から最先端の研究まで、

いろいろな事柄を楽しく学べるプログラムになっている。本助成事業で雇用されている特任教

員も参加した。2014年度下半期の教員派遣先は以下の通りである。 
 
（２０１４年） 
10月	 4日：神奈川県・横浜創英高等学校	 鈴木英之教授「海の自然エネルギー」	 

10月15日：埼玉県・所沢市立北中小学校	 窪川かおる特任教授「海洋生物にみる進化」	 

10月17日：群馬県・前橋女子高等学校	 日比谷紀之教授「月が導く深海の流れ」	 
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10月24日：鹿児島県・県立鶴丸高等学校	 八木信彦准教授「食卓に迫る危機」	 

11月13日：東京都・葛飾区立松上小学校	 青山	 潤教授「ウナギの大回遊の謎」	 

11月15日：神奈川県・横浜市立南高等学校附属中学校	 巻	 俊宏准教授「海中ロボット」	 

11月18日：埼玉県・花咲徳栄高等学校	 蒲生俊敬教授「「深海の神秘「海底温泉」に迫る」	 

11月19日：千葉県・県立東葛飾高等学校	 山本光夫特任准教授	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「鉄による海の緑化と沿岸域の環境保全」	 

12月18日：東京都・都立目黒高等学校	 木暮一啓教授「微生物：海の中で最初で最大の生物」	 

（２０１５年） 
3月	 4日：東京都・板橋区立志村第五中学校	 丹羽淑博特任准教授「津波の物理の基礎」	 

3月23日：宮城県・県立古川高等学校	 木暮一啓教授「微生物：海の中で最小で最大の生物」	 

	 	 	 

（５）研究支援活動	 

海洋に関する知識の普及啓発を目的として、ワークショップおよび外国人講演会の開催支援、

ならびに萌芽的研究を支援する「イニシャティブ」を実施している。ワークショップと外国人

講演会の申請はこの下半期にはなかった。	 

	 

＊イニシャティブ  
海洋に関わる様々な課題に対するシンクタンク機能の形成と実行を目的とする活動を支援し、

教育関連分野について複数年の継続を認めるなど、学際的融合を促進している。今年度採択７

件については、報告書の提出を受けウェブにて公開準備中である。来年度前期の公募には５件

の応募があり特別審議委員会にて審議された。来年度第１回運営委員会にて採否が決定される

予定である。	 

（２０１５年）	 

3月27日：特別審議委員会において、2015年度前期イニシャティブの選考を審議（応募5件）	 

	 

（６）情報発信体制	 

ポータルサイト運営  
海洋アライアンスの活動紹介と海洋研究の最前線を周知するため、海洋アライアンスのポ

ータルサイト（和文、英文）を運営している。 
「お知らせ」欄では、海洋アライアンスが主催、共催・協賛・後援した催し以外にも、海に

関する催しの案内や学術的な情報などを紹介した。2014年10月-2015年3月期の掲載数は約20本

となった。「学内向け情報」欄では、東京大学の学生への授業案内や海洋アライアンスメンバ

ー向けの情報（イニシャティブの申請書書式のダウンロードなど）を4本掲載した。 
また、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞がネット配信した記事から海に関連したものを選び、

毎日更新して掲載する「海の時事通」には、約1500本の記事を掲載した。	 

 

（７）特任教員学術論文等の業績  

＜論文・報文等＞  
・	 山本光夫，加藤孝義，多部田茂，北澤大輔，藤野正俊，小豆川勝見，松尾基之，田中潔，道

田豊「東日本大震災後の釜石湾における海域環境変化」日本水産学会誌、81(2) (2015) 
243-255。 

・	 山本光夫「『海の森』再生による水産業の振興に向けて―沿岸域の溶存鉄不足に着目した藻
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場修復・造成の取り組み―」季刊『しま』、 240 (2015) 58-65。 
＜学会発表＞	 

・	 稲津大祐・早稲田卓爾・日比谷紀之：船舶測位高度による巨大津波の計測の可能性と津波

波源の逆解析。日本海洋学会 2015 年度春季大会、132、東京都港区、2015 年 3 月	 

・	 稲津大祐・齊藤竜彦：緯度経度座標系における座標回転変換を用いた全球津波シミュレー
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