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本報告書は、海洋アライアンスにおける日本財団高度人材育成プログラム「海洋国家日本を支える

人材の育成と社会的課題を解決するための研究及びその発信」の 2017 年度上半期実施状況につい

ての報告書である。 

なお、本報告書では本助成事業にかかわる海洋アライアンスの活動全般について記載する。 

 
 
〈2017年度上半期事業の実施状況〉 

 

（１）運営にかかわる会議 

 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。 

 （201７年） 

 4月 6日：第1回運営委員会    

 4月18日：第1回推進委員会 

 5月11日：第2回運営委員会 

 6月 6日：第1回評議会 

 6月15日：第3回運営委員会 

 6月20日：第2回推進委員会 

 7月11日：第4回運営委員会 

 9月14日：第5回運営委員会 

 9月26日：第3回推進委員会 

※	運営委員会、推進委員会、評議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。 

 

（２）教育活動 

 教育の運営にかかわる会議（別紙 1：教育プログラム作業委員会名簿） ①

 （2017 年） 

4 月 10 日：第 1 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 

6 月 27 日：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（メール開催） 
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 海洋学際教育プログラム（別添 A：海洋学際教育プログラムシラバス） ②

 「海洋学際教育プログラム」は、大学院学生（修士/専門職学位/博士課程）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している。9年目を迎え、常時50〜70名ほどの学生が受講。 

 

 2017 年度 S セメスター（夏学期）の開講科目は下記の通り。 

・必修科目：海洋問題演習 

Ⅰ：理学系（日比谷紀之） 

Ⅱ：工学系（佐藤愼司、村山英晶）  

Ⅲ：農学生命科学（良永知義、八木信行）  

Ⅳ：新領域創成科学（木村伸吾、山本光夫、野村英明） 

事例研究：海洋問題演習 Va（諏訪達郎） 

 

→「場の利用」、「資源の利用」、「安全な利用」という 3 つの観点について学内外から第一人者を

招聘して講義形式で進め、様々な角度からの議論を展開。ケーススタディーという形を用いること

で、専門の違いにとらわれず問題解決に必要な知見を駆使し、受講者自らが政策を企画すること

を目指す。本演習の履修者は 56 名。 

 

・選択必修科目 

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）（通年） 

海洋工学基礎（佐藤慎司、村山英晶）4/10 開講 

国際海洋法制度概論（西村 弓、西本健太郎、許 淑娟）4/10 開講 

 

・推奨科目 

海洋科学野外実習Ⅱ（茅根 創、三浦 徹） 

水圏生態論（木村伸吾、小島茂明、木暮一啓）4/19 開講 

海洋環境創造論（佐藤 徹、多部田 茂）4/7 開講 

国際空間秩序と法（中谷和弘）4/17 開講 

交渉と合意（松浦正浩）4/11 開講 

 

（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 

 （別紙 2：2017 年度海外インターンシップ実施状況・計画） 

(活動実績) 

・	海外インターンシップ人材プロジェクト運営委員会開催 

開催日：第 1 回（4 月 10 日）、第 2 回（6 月 20 日）、第 3 回（9 月 26 日） 

・	 2016 年度海外インターンシップ成果報告会開催（5 月 11 日） 

2016 年度派遣学生 12 名のうち 11 名が報告（1 名は別日程で報告予定） 

・	新たにエクスターンシップ（実務実習）が始まるIMOにおける打ち合わせ、および国際連合食糧農

業機関（FAO）における派遣部局拡充と正式なインターンシップ協定（Agreement）締結に向けた

打ち合わせ →6 月中旬に教員 2 名でロンドンとローマを訪問 

・	 FAO との正式な Agreement を 9 月締結 →派遣募集は 10 月開始、今年度は 1 名派遣予定 

 

(2017 年度下半期の活動予定) 

・	学内講演会「国際機関へのキャリアパスとインターンシップ（第 2 回）」の開催 

＊開催日・場所： 10 月 14 日、東京大学弥生講堂・アネックス 

海洋に係わる国際的なネットワークの更なる形成と派遣された学生同士の横のつながりの強化が

目的。IAEA の日本人職員および海上保安庁（元国際水路機関事務局）、外務省国際機関人事

センター職員による招待講演のほか、2016 年度に新しく派遣が始まった機関へのインターンシッ
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プについて、派遣された学生が報告。 

・	 FAO を中心として派遣学生募集→2018 年 1 月～3 月派遣予定 

・	国際化対応科目の導入に基づき、カリキュラム確立に向けた検討実施 

 

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 

（活動実績） 

 〈船舶による津波観測〉 

・	 フェリー搭載 GPS による気象津波(あびき)観測(2017 年 2 月-5 月実施)のデータ解析： 

長崎検潮所（気象庁）データから観測期間中に全振幅 20cm 程度の気象津波が複数回発

生していることを確認。現在、沖合の五島灘のGPS海面高度計データから気象津波のシグ

ナルを抽出中。 

・	 民間船舶による海面高度観測のデータ同化による津波シミュレーションの予測精度の向上

評価に関する論文を発表。 

 〈航空機による津波観測〉 

・	 航空機レーダーによる気象津波(あびき)観測(2017 年 3 月実施)のデータ解析： 

枕崎湾の横断観測(4 往復実施)データから枕崎湾の固有振動パターン抽出。また、昨年

度実施の航空機レーダーによる太平洋沖合の海面高度観測の解析。  

・	 津波逆解析： 

民間航空機を模擬した仮想海面高度観測のデータ同化による津波シミュレーションの予

測精度向上評価を実施。 

 〈湾内振動〉 

・	 津波による湾内振動の理論解析に基づき、沖合計測点の情報から湾内の津波振幅を推定

する簡易手法を考案。 

  

(2017 年度下半期の活動予定) 

・	 プロジェクト成果報告会（シンポジウム）の開催  

＊開催日・場所：2017 年 12 月、本郷キャンパスで開催予定     

＊講演者：メガ津波プロジェクトメンバー、外部研究協力者を中心に依頼 

・	 航空機レーダーによる気象津波（あびき）観測の実施（第 2 回目）    

＊実施期間（予定）：2018 年 2 月     

＊観測海域：長崎県五島灘＋東シナ海 （長崎県福江空港をベースに実施予定）  

・	 フェリー搭載 GPS による気象津波（あびき）観測の実施（第 2 回目）     

＊実施期間（予定）：2018 年 1 月～3 月  

＊昨年度の観測と同じ要領で九州商船フェリー協力を得て実施   

 

 「海洋の利用に関する合意形成手法の開発」プロジェクト ③

(活動実績) 

・	 特任教員および特任研究員を中心として、以下の研究課題を実施 

i) 海洋空間計画策定プロセスに関する先行事例調査 

ii) 海洋空間計画への海洋台帳の利活用に関する研究 

iii) 海洋空間利用に係る意思決定サポート手法に関する研究 

・	 これまでの研究成果を踏まえ、「海洋利用に関する合意形成プロセスに係るガイドライン」の取りま

とめを実施。2017 年 9 月までに本文 12 ページ、個別の研究成果概要等の参考資料部分約 30

ページからなるガイドライン原稿を作成。 

・	 上記ガイドラインに関して、素案の段階で三重県、岩手県、北九州市および国土交通省の関係

者から意見を聴取。 

 

 (2017 年度下半期の活動予定) 

・	 2017年 10月に印刷刊行予定の「海洋利用に関する合意形成プロセスに係るガイドライン」を関係
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自治体および関係研究者等に配布→活用にあたっての課題等について意見聴取し、今後のガ

イドライン活用事例の蓄積へ。 

・	 ユネスコ政府間海洋学委員会の海洋空間利用担当者などを招いて国際ワークショップを開催。

今般作成したガイドラインの紹介を行うとともに、国際的な動向を踏まえた今後の発展の方向性に

関する意見交換を実施。 

 

（４）アウトリーチ活動 

 東京大学海洋アライアンスシンポジウム（別添 B：チラシ、C：要旨集） ①

   「第12回東京大学の海研究【〜社会への提言〜】」 開催 

 

・	 日時 2017 年 7 月 19 日（火） 

・	 場所   東京大学農学部「弥生講堂一条ホール」 

・	 参加者  118 名 

 

  プログラム 

    総合司会                         副機構長     良永知義（農学生命科学研究科） 

    開会挨拶                            機構長     日比谷紀之（理学系研究科） 

＊離島における海洋教育の可能性                   和田 良太（新領域創成科学研究科） 

＊海の未来をひらく！女性ネットワークからの発信            窪川 かおる（海洋アライアンス） 

＊日本の海洋観測網強化に向けて                           道田 豊（大気海洋研究所） 

＊海面上昇に対する環礁州島の生態工学的維持                 茅根 創（理学系研究科） 

＊プロジェクト報告 

・「『メガ津波』から命を守る防災の高度化研究」 

   船舶と航空機を利用した津波の観測方法の開発          丹羽 淑博（海洋アライアンス）                                    

 ・「海洋の利用に関する合意形成手法の開発」 

   海洋利用に関する合意形成のガイドラインについて   諏訪 達郎（公共政策学連携研究部） 

・「海外インターンシップによる国際的な海事人材の育成」 

   これまでの実施状況と成果      木村 伸吾（新領域創成科学研究科/大気海洋研究所） 

    インターンシップ派遣学生からの報告 

   国際連合工業開発機関（UNIDO）        五十嵐 慶一（農学生命科学研究科） 

国際連合工業開発機関（UNIDO）             王 頴（農学生命科学研究科） 

      国際原子力機関（IAEA）             長谷川 亮太（新領域創成科学研究科） 

         ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）       高橋 祐人（新領域創成科学研究科） 

閉会挨拶                                           良永知義（農学生命科学研究科） 

 

 出前授業（別紙 3：2017 年度上半期出前授業一覧） ②

 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実施。海に関する素朴な疑問から最先端の研究まで、いろいろな事柄を楽しく

学べるプログラムであり、2017 年度上半期の教員派遣は計 10 件。（別紙参照） 

 

（５）研究支援活動 

 海洋に関わるさまざまな課題に対応するシンクタンクとして、シンポジウムやワークショップ、海外から

招いた講師による講演会の開催支援、ならびに萌芽的研究を支援する「イニシャティブ」を実施。 

 

①  シンポジウムやワークショップ、外国人講演会の開催支援 

 原則として学際的なシンポジウム、ワークショップ、外国人講演会の開催を支援。 
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今年度上半期は 1 件採択。 

開催日 名称 開催場所 代表者名 代表者所属 参加人数 

2017/7/25 
海洋生物学の 

未来社会への貢献 

東京大学 

小柴ホール 
窪川かおる 

海洋アライアンス 

海洋教育促進研究センター 
87 名 

 

②  イニシャティブ（別紙 4：特別審議委員会名簿、別紙 5：イニシャティブ採択一覧 ） 

 教育関連分野についての研究に対しては複数年の継続を認めるなど、柔軟な運用で学際的融合を

促進。今年度は前期10件、後期7件を採択。 

（2017年） 

3月30日：特別審議委員会において、2017年度前期イニシャティブの選考を審議 

4月 6日：2017年度第１回運営委員会において決定（応募13件、採択10件、計14,730,000円） 

6月30日：特別審議委員会において、2017年度後期イニシャティブの選考を審議 

7月11日：2017年度第4回運営委員会において決定（応募9件、採択7件、計9,950,000円） 

 

（６）情報発信 

① 学会での展示 

 日本地球惑星科学連合・米国地球物理学連合合同大会（5 月 20-25 日、千葉市幕張メッセ）に展示

ブースを出展。 

 

②	関連新聞記事等 （別添 D、E） 

・	 日経産業新聞（2017/8/14）「『直談』 海洋研究のあり方は－企業と連携 もっと深く-」 

 日比谷紀之：海洋アライアンス機構長インタビュー記事 

・	 日本経済新聞（2017/8/19）「沖合の津波観測 誤差 5 センチ－東大が新技術 航空機使い 

低コスト-」 

「『メガ津波』から命を守る防災の高度化研究」プロジェクト研究内容紹介記事 

 

（７）特任教員学術論文等の業績（下線は特任教員・研究員） 

① 論文・報文等 

山本光夫，野村英明，木村伸吾: 国際的な海洋人材育成に向けたインターンシップの有効性, 日本

海洋政策学会誌, in press． 

Yamamoto, M., T. Kato, S. Kanayama, K. Nakase and N. Tsutsumi: Effectiveness of iron fertilization 

for seaweed bed restoration in coastal area, Journal of Water and Environment Technology，in 

press. 

山本光夫，南克哉，劉丹(2017): 製鋼スラグを利用した藻場再生技術における鉄溶出促進に寄与す

る有機物特性の検討, 化学工学論文集，43(4) 245-251． 

山本光夫(2017)：海の環境を守る－生態系，海洋へのいざない, 日本海洋船舶工学会編, 6.3 章，

84-85.  

Mulia, I.E., D. Inazu, T. Waseda and A.R. Gusman (2017): Preparing for the future Nankai Trough 

tsunami-a data assimilation and inversion analysis from various observational system, Journal of 

Geophysical Research, doi:10.1002/2017JC012695.  

Endoh, T., D. Inazu, T. Waseda and T. Hibiya: A parameter quantifying radiation damping of bay 

oscillations excited by incident tsunamis, Continental Shelf Research, 査読中. 

丹羽淑博(2017): 海洋深層の乱流混合過程に供給される内部波エネルギーのグローバル分布に関す

る研究の進展と課題, 海の研究, 26, 189-201. 

諏訪達郎(2017): 洋上風力発電施設の設置に係る法制度の現状と海洋利用に係る合意形成に 

   関する論点の整理, 沿岸域学会誌, 第 30 巻第 1 号, 65-70. 

諏訪達郎(2017): 日本の安定的な海上輸送確立に向けた日本籍等の外航船舶の確保について, 
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   笹川平和財団海洋政策研究所 Ocean Newsletter, No.408. 

樽井礼, 徳永佳奈恵 (2017): 国際的な自然資源の利用, 環境経済学のフロンティア, 有村俊秀, 

片山東, 松本茂（編著）, 日本評論社. 

Blasiak, R., J. Spijkers, K. Tokunaga, J. Pittman, N. Yagi and H. Österblom (2017): Climate change and 

marine fisheries: Least developed countries top global index of vulnerability, PLoS ONE, 12(6): 

e0179632. 

 

②  学会発表 

Yamamoto, M. and D. Liu: Effects of iron complexes generated by mixing steelmaking slag with 

composts on the growth of a brown alga, Eisenia bicyclis, The 17th Asia Pacific Confederation of 

Chemical Engineering Congress (APCChE 2017), Hong Kong, August 24, 2017. 

Yamamoto, M., A. Takeshige, D. Liu and S. Kimura: Potential influence of oceanic environmental 

change on seaweed bed distribution in Tsushima Islands, PICES-2017 Annual Meeting, 

Vladivostok, Russia, September 28, 2017. 

劉丹，木戸可純，山本光夫: 藻場再生用施肥材からの鉄溶出特性に及ぼす溶存酸素濃度の影響, 

    化学工学会第 49 回秋季大会，名古屋大学，2017 年 9 月 20 日. 

Hirobe, T., Y. Niwa, T. Endoh, I. E. Mulia, D. Inazu, T. Yoshida, H. Tatehata, A. Nadai, T. Waseda 

and T. Hibiya: Observations of sea surface heights using an airborne radar altimeter for great 

tsunamis early detection, 日本地球惑星科学連合 2017 年大会 JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 

幕張メッセ国際会議場, 2017 年 5 月 25 日. 

Mulia, I.E., T. Hirobe, D. Inazu, T. Endoh, Y. Niwa, H. Tatehata, A.R. Gusman, T. Waseda and T. 

Hibiya: A reduced rank data assimilation for airborne measurements of a tsunami, 日本地球惑星

科学連合 2017 年大会 JpGU-AGU Joint Meeting 2017, 幕張メッセ国際会議場, 2017 年 5 月 25
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氏名

田島　芳満

良永　知義

八木　信行

高木　　健

村山　英晶

城山　英明

長谷　知治

特任教員

山本　光夫 特任准教授

諏訪　達郎 特任准教授

野村　英明 特任助教

海洋アライアンス

海洋アライアンス

海洋アライアンス

副査 木村　伸吾
海洋アライアンス副機構長

新領域創成科学研究科自然環境学専攻　教授

委員

工学系研究科社会基盤学専攻　教授

農学生命科学研究科水圏生物科学専攻　教授

農学生命科学研究科農学国際専攻　教授

新領域創成科学研究科海洋技術環境学専攻　教授

新領域創成科学研究科海洋技術環境学専攻　教授

公共政策学連携研究部　教授

公共政策学連携研究部　特任教授

平成29年度　海洋学際教育プログラム　作業委員会委員名簿

主査 日比谷　紀之
海洋アライアンス機構長

理学系研究科地球惑星科学専攻　教授



別紙　２

No. 分類 略称 派遣地域 人数 学生所属（学年） 派遣期間

1
Food	and	Agriculture	Organization	of	the

United	Nations
FAO ローマ 1 － 10月募集予定

2 International	Tsunami	Information	Center ITIC

3 Pacific	Tsunami	Warning	Center PTWC

公共政策

（M2)
2017年10月5日～12月24日

農学生命

（M1）
2018年1月14日～3月18日

農学生命

（M1）
2018年1月4日〜3月17日

農学生命

（M1）
2017年12月3日〜2018年2月24日

農学生命

（M1）
2017年9月17日〜2018年3月11日

農学生命

（M1）
2017年9月17日〜2018年3月11日

工学系

（M1)
2017年9月17日〜2018年3月11日

理学系

（M1）
2017年9月17日〜2018年3月11日

新領域

（M1）
2017年10月9日〜2018年1月21日

ウィーン 1
新領域

（M1）
2017年11月5日～2018年2月4日

モナコ 1
農学生命

（M1）
2017年11月12日～2018年3月14日

8 Chesapeake	Biological	Laboratory CBL メリーランド 1
新領域

（D1）
2017年8月31日～11月1日

9
NOAA	Fisheries	Service's	Southwest

Fisheries	Science	Center
NOAA/	SWFSC サンディエゴ 1

農学生命

（M1）
2018年1月中旬～3月中旬

15

2017年9月30日現在

名（派遣済	1名、派遣中	5名、派遣決定8名、派遣予定1名）

7 International	Atomic	Energy	Agency IAEA

一般枠

派遣学生数（合計）

Southeast	Asian	Fisheries	Development

Center
SEAFDEC バンコク 2

6
United	Nations	Industrial	Development

Organization
UNIDO ウィーン

東京大学海洋アライアンス　2017年度海外インターンシップ実施状況・計画

機関名

連携機関

ハワイ 1
公共政策

（M2)

2017年6月20日〜8月25日

	(ITICへの派遣）

4 International	Maritime	Organization

5

IMO ロンドン 2

5



派遣教員 所属 学校名 所在地 授業タイトル 実施日
対象児童・

生徒区分
参加人数

1 北川　貴士 大気海洋研究所 神奈川県立　生田高等学校 神奈川県 熱い血潮のマグロたち 5月10日 高校生 40

2 丹羽　淑博 海洋アライアンス 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 宮崎県 津波の物理の基礎 5月17日 中学生 40

3 巻　俊宏 生産技術研究所 東京都立新宿山吹高校 東京都 海中ロボット 6月23日 高校生 71

4 八木　信行 農業生命科学研究科 中央区立泰明小学校 東京都 食卓に迫る危機 7月5日 小学生低学年 56

5 北川　貴士 大気海洋研究所 安田学園中学校高等学校 東京都 熱い血潮のマグロたち 7月13日 中学生 140

6 野村　英明 海洋アライアンス 台東区立忍岡小学校 東京都 赤潮と私たちの生活 7月14日 小学生高学年 45

7 巻　俊宏 生産技術研究所 横浜市立南高等学校附属中学校 神奈川県 海中ロボット 7月26日 中学生 20

8 北川　貴士 大気海洋研究所 目黒区立第十一中学校 東京都 熱い血潮のマグロたち 8月30日 中学生 75

9 鈴木　英之 工学系研究科 神奈川県立平塚中等教育学校 茨城県 海の自然エネルギー 9月14日 高校生 160

10 北川　貴士 大気海洋研究所 古河市立仁連小学校 茨城県 熱い血潮のマグロたち 9月22日 小学生高学年 78

計 725 名

別紙　3

2017年度上半期出前授業一覧
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平成29-30年度

氏　　名 所　　　属 職　名

委員長 林					昌			奎 生産技術研究所 教　授

委　員 日	比	谷　紀	之 理学系研究科 教　授

委　員 良　永　知　義 農学生命科学研究科 教　授

委　員 木　村　伸　吾 新領域創成科学研究科 教　授

委　員 中　谷　和　弘 法学政治学研究科	（公共政策大学院兼務） 教　授

委　員 城　山　英　明 公共政策大学院 教　授

委　員 田　中　智　志 教育学研究科 教　授

委　員 松　尾　基　之 総合文化研究科 教　授

委　員 岡　　　良　隆 理学系研究科 教　授

委　員 茅	　根　	　創 教　授

委　員 田　島　芳　満 工学系研究科 教　授

委　員 鈴　木　英　之 教　授

委　員 八　木　信　行 農学生命科学研究科 教　授

委　員 佐　藤　　　徹 新領域創成科学研究科 教　授

委　員 早	稲	田　卓	爾 教		授

委　員 篠　原　雅　尚 地震研究所 教　授

委　員 北		澤		大		輔 生産技術研究所 准教授

委　員 杉　本　史　子 史料編纂所 教　授

委　員 岩　滝　光　儀 アジア生物資源	環境研究センター 准教授

委　員 道			田　	　豊 大気海洋研究所 教　授

20名

　海洋アライアンス　特別審議委員会委員名簿
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番号 イニシャティブ計画名 主提案者名 所属 職名
決定額

（円）

1 小島嶼国研究会 茅根	創 理学系研究科地球惑星科学専攻 教授 1,500,000

2
水産防疫強化のための活動―感染症侵入・蔓延の天然水産資源への影響のGSIを

用いた評価の試み
良永	知義 農学生命科学研究科 教授 1,500,000

3 魚類の産卵行動を制御する因子を同定し、養殖魚の自然産卵を目指す 大久保	範聡 農学生命科学研究科水圏生物科学専攻 准教授 1,500,000

4
海洋分野で活躍する女性のネットワーク構築のための調査研究

　－女性の力を海に活かすために－
窪川	かおる 海洋アライアンス海洋教育促進研究センター 特任教授 1,240,000

5 離島漁業の振興に向けた海洋環境変動と藻場分布の関係性評価 山本	光夫 海洋アライアンス 特任准教授 1,500,000

6 漁村の過疎化は海洋生態系の管理体制に影響を及ぼすか 八木	信行 農学生命科学研究科農学国際専攻 准教授 1,500,000

7 海洋文化の継承についての研究 田口	康大 海洋アライアンス海洋教育促進研究センター 特任講師 1,490,000

8 深海熱水噴出域固有動物の幼生分散に関する基盤的研究 狩野	泰則 大気海洋研究所 准教授 1,500,000

9
海洋調査実習による教育研究連携プログラムの

推進
巻	俊宏 生産技術研究所 准教授 1,500,000

10 海洋観測技術のフロンティアを探る研究会 西田	周平 生産技術研究所 特任講師 1,500,000

11 セーリング選手の役に立つ気象海象予測システム 和田	良太 新領域創成科学研究科海洋技術環境学専攻 助教 1,500,000

12 ニホンウナギの保全に向けた汽水域における黄ウナギの行動モニタリング 三宅	陽一
新領域創成科学研究科自然環境学専攻／

大気海洋研究所
助教 1,500,000

13
海・里・森の沿岸環境学習授業案の開発と授業実践

−大槌学園ふるさと科で発信する自然・文化・産業・防災−
斎藤	馨 新領域創成科学研究科自然環境学専攻 教授 1,200,000

14 海洋の環境DNA	と化石DNA	を対象としたデータベースの構築 鈴木	庸平 理学系研究科地球惑星科学専攻 准教授 1,500,000

15 東南アジアの地元の生物を用いた低コスト・高感度海洋汚染検出プロジェクト 井上	広滋 大気海洋研究所 教授 1,400,000

16 潮流・海流発電普及に向けた環境影響評価手法の検討 北澤	大輔 生産技術研究所 准教授 1,500,000

17
東京オリンピックに向けた東大OB選手のセーリング競技支援のための操船挙動

モニタリングと解析システムの構築
満行	泰河 工学系研究科システム創成学専攻 助教 1,350,000

24,680,000

2017年度　海洋アライアンス　イニシャティブ　採択一覧

前

　

　

期

後

　

　

期


