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Toward understanding the ocean, environment, and life 
The ocean, which covers more than 70 percent of the earth's surface, is far more important to 

resolve critical issues for human beings, such as global environment problems, resource problems, 

and biodiversity problems.  To cope with those problems, the Basic Law of Ocean Matters is going 

to be established in Japan. 

Such the circumstances highlight the Ocean Research Institute (ORI), which was established in the 

University of Tokyo in 1962.  Since then, the institute has been endeavored to support and manage 

cooperative scientific researches using two research vessels, Hakuho-Maru and Tansei-Maru, as 

well as its other facilities.  Members of ORI have achieved brilliant accomplishments in various 

disciplines of ocean sciences, such as physics, chemistry, geology, biology, and fisheries, leading 

many international research projects.  ORI has also participated in education in Graduate Schools 

of Science, Agricultural and Life Sciences, and Frontier Sciences in this university.  

Recently, the Ocean Research Institute has decided to move to the Kashiwa Campus, one of the 

major components in the tripolar campus structure of this university.  We are now designing a new 

building that can house cutting-edge facilities for rigorous researches.  Although the ownership of 

Hakuho-Maru and Tansei-Maru was transferred to JAMSTEC in 2004, we are still responsible for 

supporting and managing bottom-up cooperative scientific researches using these vessels.  We 

would like to declare our determination to continue to administer such our responsibilities sincerely. 

Executing these tasks, we are going to attack interesting and important problems in ocean 

sciences, such as global environmental change, evolution of life and biodiversity, marine ecosystem 

dynamics, and resource evaluation and management.

はじめに｜INTRODUCTION

東京大学海洋研究所長　西田 陸 
Director of ORI   NISHIDA, Mutsumi

海・環境・生命の理解をめざして 
　地表の７割を占める海は、地球環境問題、資源問題、生物多様性問題など、人類の前に
立ちはだかる多くの問題の解決の鍵をにぎっています。今まさに、こうした海の重要性を基礎
に「海洋基本法」が制定されようとしています。 
　この状況の中で、いよいよ重要性を増すのが、私たちの海洋研究所でしょう。本所は、海に
関する基礎研究を目的として、1962年に東京大学に設けられた全国共同利用研究所です。
設立以来、研究船｢白鳳丸｣と「淡青丸」および陸上研究施設の全国共同利用の運営に尽
力するとともに、これらの研究施設を駆使し、海洋の物理学・化学・地学・生物学・生物資源
学の分野において、先進的な研究を進めてきました。また、多くの国際共同プログラムの推
進役も果たしつつ、理学系研究科、農学生命科学研究科、および新領域創成科学研究科
に属する大学院学生の教育を担い、多くの有為な人材を社会に送り出してきました。 
　ところが設立から45年、現中野キャンパスの老朽化・狭隘化が目立ってきました。そこで、
東京大学キャンパス群の第三極をなす柏キャンパスに移転することとしました。現在、新時代
の海洋科学を支えるに相応しい建物を整備するため、準備を急ピッチで進めています。一方、
2004年の海洋研究開発機構への移管で航海日数が増えた｢白鳳丸｣や「淡青丸」ですが、
これらのボトムアップ的な共同利用の運営に、私たちは引き続き積極的に力を尽くしています。 
　これらを土台に、地球環境変動の解明、生命進化と生物多様性の理解、海洋生態系
の理解と資源の評価・管理などの重要かつ興味深い海洋科学の課題に、私たちは果敢
に挑戦を続ける所存です。 
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沿革｜HISTORY

日本海洋学会と日本水産学会の連名で海洋総合研究所設立について日本学術会議に建議 
The Oceanographic Society of Japan and the Society of Fisheries Sciences jointly 
proposed establishment of the Ocean Research Institute. 
 

日本学術会議において研究所を設置すべきことを議決 
Resolution on establishment of the Ocean Research Institute adopted by the Science 
Council of Japan. 
 

科学技術審議会における審議に基づき、文部省に所属することが適当である旨、科

学技術庁長官より文部大臣に通知。文部省は、国立大学研究所協議会において

設置具体案を審議 
The Minister of the Science and Technology Agency recommended to the Minister of 
Education and Culture that the new Ocean Research Institute be established in the 
Ministry of Education and Culture. The Ministry of Education and Culture formulated 
detailed plans for establishing the Ocean Research Institute.  
 

海洋研究所、東京大学に附置。海洋物理部門、海底堆積部門、研究船、設置 
ORI, the University of Tokyo, established. Ocean Circulation and Marine Geology groups 
established, and plans for research vessels formulated. 
 

資源解析部門、プランクトン部門設置 
Fish Population Dynamics and Marine Planktology groups established. 
 

研究船淡青丸竣工 
Original R/V Tansei Maru commissioned. 
 

海洋無機化学部門、海洋生物生理部門設置 
Marine Inorganic Chemistry and Physiology groups established. 
 

海底物理部門、資源生物部門設置 
Submarine Geophysics and Biology of Fisheries Resources groups established. 
 

海洋気象部門、海洋微生物部門設置 
Dynamic Marine Meteorology and Marine Microbiology groups established. 
 

研究船白鳳丸竣工 
Original R/V Hakuho Maru commissioned. 
 

海洋生化学部門設置 
Marine Biochemistry group established. 
 

漁業測定部門設置 
Behavior, Ecology, and Observations Systems group established. 
 

海洋生物生態部門設置 
Benthos group established. 
 

資源環境部門設置 
Fisheries Environmental Oceanography group established. 
 

大槌臨海研究センター設置 
Otsuchi Marine Research Center established. 
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沿革｜HISTORY

大洋底構造地質部門設置 
Ocean Floor Geotectonics group established. 
 

淡青丸代船（469t、1995年規格変更により606t）竣工 
Replacement R/V Tansei Maru commissioned. 
 

日本学術振興会拠点大学方式によりインドネシア国との学術交流開始 
Cooperative research with Indonesia initiated through the Core University Program of the 
Japan Society for the Promotion of Science. 
 

白鳳丸代船（3991t）竣工 
Replacement R/V Hakuho Maru commissioned. 
 

海洋分子生物学部門設置 
Molecular Marine Biology group established. 
 

海洋科学国際共同研究センター設置 
Center for International Cooperation established. 
 

16部門を6部門16分野に改組。海洋環境研究センター設置 
ORI internally reconstituted into six research departments and three research centers, 
including the newly-established Center for Environmental Research. 
 

新領域創成科学研究科・海洋環境サブコース設置 
Graduate School of Frontier Sciences, Sub-division of Marine Environmental Studies 
established. 
 

大槌臨海研究センターを国際沿岸海洋研究センターに改名、改組 
Otsuchi Marine Research Center reorganized and renamed the International Coastal 
Research Center. 
 

東京大学の国立大学法人化に伴い、東京大学海洋研究所の組織、運営形態を改組 

海洋環境研究センターを先端海洋システム研究センターに改組 

研究船淡青丸及び白鳳丸が独立行政法人海洋研究開発機構へ移管 
The University of Tokyo transformed into a National University Corporation incorporated 
as The University of Tokyo; Ocean Research Institute restructured accordingly. 
Center for Environmental Research reorganized and renamed the Center for Advanced 
Marine Research. 
R/V Tansei Maru and R/V Hakuho Maru operations transferred to the Japan Agency for 
Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC). 
 

新領域創成科学研究科の組織改組に伴い自然環境学専攻を設置、その下に3つの

基幹講座と3つの研究協力分野から成る海洋環境学コースを新たに発足 
Graduate School of Frontier Sciences was reconstituted to establish Department of 
Natural Environmental Studies in which Course of Marine Environmental Studies, 
including three core programs and three cooperative programs, started. 
 

海洋研究連携分野<生物圏環境学>設置 
Marine Research Linkage group <Biosphere Environment> established. 
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Organization of ORI

Council Research  
Departments

Director

Faculty Meeting

Research Facilities

Research Centers

Research Vessels

Committees

Administration 
 

Cooperative 
Research 
Vessel Steering 
Committee

機構｜ORGANIZATION

組織図 

協 議 会  研 究 部 門  

所 長  

教 授 会  

共 通 施 設  

付属研究施設  

学 術 研 究 船  

各 種 委 員 会  

事 務 部  

研究船共同利用 
運 営 委 員 会  

海洋物理学部門 …………………… 
Physical Oceanography  
海洋化学部門 ……………………… 
Chemical Oceanography  
海洋底科学部門 …………………… 
Ocean Floor Geoscience 
  
海洋生態系動態部門 ……………… 
Marine Ecosystems Dynamics  
海洋生命科学部門 ………………… 
Marine Bioscience 
  
海洋生物資源部門 ………………… 
Living Marine Resources

放射線同位元素実験室・電子計算機室/ネットワーク管理室・飼育室・培養室・資料室・低温/冷凍室 
Radioisotope Lab・Computer Room/Network Management Office・Aquarium Facility・
Cultivation of Microalgae and Bacteria Lab・Sample and Specimen Lab・Low-Temperature 
Facilities  
写真室・遺伝子解析実験室・金属工作室・ガラス工作室・海図室・測定器室・図書室 
Photography Lab・P2 Laboratory for Molecular Cloning・Machine Shop・Glass Blowing 
Shop・Chart Library・Instrument Room・Library  
研究連携室・広報室・安全衛生管理室 
Research Coordination Office・Public Relations Office・Hygiene, Health, and Safety Office

総務課 ： 総務係・研究協力係・図書係・国際交流係 
General Affairs Division : General Affairs Section・Research Cooperation Section・Library 
Section・International Affairs Section  
経理課 ： 司計係・経理係・用度係・施設係 
Accounting Division : Budget Section・Accounting Section・Contracts Section・Campus 
Facilities Section  
国際沿岸海洋研究センター事務室 
Office for International Coastal Research Center

国際沿岸海洋研究センター運営委員会・先端海洋システム研究センター運営委員会 
海洋科学国際共同研究センター運営委員会・国際交流委員会・陸上共同利用委員会 
陸上研究施設委員会・広報委員会・ホームページ委員会・図書委員会・情報セキュリティ委員会 
電子計算機／ネットワーク運営委員会・海洋研ＣＥＲＴ・情報倫理審査会・厚生委員会 
衛生委員会・バイオサイエンス委員会・予算委員会・外部資金受入審査委員会 
将来構想委員会・評価委員会・キャンパス移転委員会 
International Coastal Research Center Steering Committee・Center for Advanced Marine 
Research Steering Committee・Center for International Cooperation Steering Committee・
International Cooperation Committee・Cooperative Research Committee・Research Facility 
Management Committee・Public Relations Committee・Web Site Committee・Library Committee
・Information Security Committee・Computer Lab and Net-work Steering Committee・Computer 
Emergency Response Team (CERT) of ORI・Examination Committee for Information Ethics・
Welfare Committee・Hygiene Health Committee・Bioscience Committee・Budget Committee・
External Budgetary Review Committee・Future Plan Committee・Evaluation Committee・
Campus Relocation Committee  
内田海洋学術基金運営委員会 
Steering Committee for Uchida Ocean Science Scholarship

国際沿岸海洋研究センター ……… 
International Coastal Research Center  
海洋科学国際共同研究センター … 
Center for International Cooperation  
先端海洋システム研究センター … 
Center for Advanced Marine Research

学術研究船　淡青丸（JAMSTEC運航） 
Research Vessel Tansei-maru (in cooperation with JAMSTEC)  
学術研究船　白鳳丸（JAMSTEC運航） 
Research Vessel Hakuho-maru (in cooperation with JAMSTEC)

海洋大循環・海洋大気力学 
Ocean Circulation・Dynamic Marine Meteorology  
海洋無機化学・生元素動態 
Marine Inorganic Chemistry・Marine Biogeochemistry  
海洋底地質学・海洋底地球物理学・海洋底テクトニクス 
Marine Geology・Submarine Geophysics・Ocean Floor 
Geotectonics  
浮遊生物・微生物・底生生物 
Marine Planktology・Marine Microbiology・Benthos  
生理学・分子海洋科学・行動生態計測 
Physiology・Molecular Marine Biology・Behavior, 
Ecology and Observation Systems  
環境動態・資源解析・資源生態 
Fisheries Environmental Oceanography・Fish 
Population Dynamics・Biology of Fisheries Resources

観測研究企画室 
Office for Cruise Coordination

海洋研究連携分野 〈生物圏環境学〉 
Marine Research Linkage 〈Biosphere Environment〉 

沿岸生態・沿岸保全・地域連携 
Coastal Ecosystem・Coastal Conservation・Regional Linkage  
企画情報・研究協力 
Research Planning・Research Cooperation  
海洋システム計測・海洋システム解析 
Marine System Observation・Marine System Analysis
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Number of Staff

TotalTechnical 
Staff

Administrative 
Staff

Research 
Associate

LecturerAssociate 
Professor

Professor

Number of Visiting Professors in parentheses.

Research Departments

International Coastal 
Research Center

Center for International 
Cooperation

Research Centers

Center for Advanced 
Marine Research

Research Facilities

Marine Research Linkage  
〈Biosphere Environment〉 

Office for Cruise Coordination

Administration

Total

as of May 9, 2007

Core academic staff of Course of Marine Environmental Studies, Department of Natural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences

102 
〔3〕（2）〈5〉 

機構｜ORGANIZATION

職員数 

合 計  技術職員 事務系職員 助 教  講 師  准 教 授  教 授  

※（　）は客員：外数　〔　〕は兼務：内数 

※〈　〉は大学院新領域創成科学研究科 自然環境学専攻 海洋環境学コース 基幹講座教員（海洋研兼務教員）：外数 

休職 1

研 究 部 門  

国際沿岸海洋 
研究センター 

海洋科学国際共同 
研究センター 

付属研究施設 

先端海洋システム 
研究センター 

共 通 施 設  

観 測 研 究 企 画 室  

事 務 部  

合 計  

12 
             〈2〉 

12 
             〈1〉 

1 18 
             

－ 

－ 

－ － 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ － 

－ 

－ － 

11 54 
             〈3〉 

1 2 
 （1） 

1 2 2 8 
 （1） 

2 
 

3 
  （1）  

5 
 （1） 

2 
〔1〕　　   　 

3 3 8 
〔1〕 　　   　 

3 3

海洋研究連携分野 〈生物圏環境学〉 － －  
             〈1〉 

 
             〈1〉 

－ －  
             〈2〉 

 
〔1〕　　   　 

 
〔1〕　　　    

5 5 
〔2〕  　　　  

19 19

17 
〔2〕       〈3〉 

20 
        （2）〈1〉 

1 21 2122 
〔1〕       〈1〉 
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Outline of Educational System

Graduate School of 
The University of 
Tokyo

Graduate School of 
Science

Graduate School of 
Agricultural and Life 
Sciences

Graduate School of 
Frontier Sciences

　海洋研究所の教員は、東京大学大学院の協力講座に所

属して大学院教育を担当しております。修士課程あるいは博

士課程の大学院生として、海洋研究所の各研究部門におい

て修学、研究を行うには、当該研究部門の教員が所属する理

学系研究科、農学生命科学研究科および、新領域創成科

学研究科の専門課程の入学試験に合格した後に、海洋研

究所の教員を指導教員として選定することになります。 

　海洋研究所は、教養学部冬学期に海洋学に関するテーマ

を定め、関連の教員5～6名による連続講義（全学自由研究

ゼミナール）を実施。そのほか、学部卒業もしくは、これと同等

以上の学力を有する者を対象とした海洋研究所研究生を受

け入れています。また、理学系研究科、農学生命科学研究科

および、新領域創成科学研究科所属の研究生に対する研

究指導、大学外の機関に所属する研究者を対象とした受託

研究員制度および、流動研究員制度により研究教育活動を

行っています。 

Almost all professors and associate professors of the Ocean 

Research Institute (ORI) belong to either the Graduate School of 

Science, the Graduate School of Agricultural and Life Sciences, 

or the Graduate School of Frontier Sciences, all of the University 

of Tokyo, and are engaged in graduate programs through 

lecturing and supervision of graduate students. Also, special 

lectures in oceanography are given to undergraduate students in 

the College of Arts and Sciences during their second (winter) 

term. In addition, ORI accepts both domestic and foreign 

research students and research fellows. 

ORI staff are affiliated with the Graduate School of Science 

(Earth and Planetary Science, Chemistry, and Biological 

Sciences), the Graduate School of Agricultural and Life Sciences 

(Aquatic Bioscience), or the Graduate School of Frontier 

Sciences (Division of Environmental Studies). Numbers of 

graduate students enrolled at the Ocean Research Institute are 

listed below.

教育システム｜EDUCATIONAL SYSTEM

教育システムの概要 

地球惑星科学 
Department of Earth and Planetary  
Science 
　 
化学 
Department of Chemistry 
　 
生物科学 
Department of Biological Science

研究科 
Graduate Schools

専攻 
Department

概要 
Outline

水圏生物科学 
Department of Aquatic Bioscience

自然環境学 
Department of Natural  
Environmental Studies 
・海洋環境学コース 
    Course of 
    Marine Environmental Studies

東京大学大学院 理学系研究科  

農 学 生 命  
科 学 研 究 科  

新 領 域 創 成  
科 学 研 究 科  

専攻は地球惑星科学、化学、生物科学の
３つがあり、理学的アプローチにより海洋に
関連した諸現象の解明を目指しています。 
Studies of a wide range of oceanographic 
phenomena are undertaken within specific 
disciplines.

海や河川、湖沼などの水圏における自然
科学、生物科学を通して、地球の環境資源
や生物資源の有効性などを追求します。 
Studies of the global environment and living 
resources are undertaken in the entire 
hydrosphere, including the ocean, rivers, 
and lakes.

自然環境学専攻に、海洋環境学コースが
新たに設置され、海洋環境に関する諸現
象について複合的、学術的視点から研究
をすすめる新しい分野です。 
Course of Marine Environmental Studies 
was recently established. Studies of marine 
environmental phenomena are undertaken 
through mult i-discipl inary and 
interdisciplinary approaches.
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Graduate School of 
The University of 
Tokyo

Graduate School of 
Frontier Sciences

Course of Marine Environmental Studies, Department of Natural Environmental Studies, Division of Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences

Course of  
Terrestrial 
Environmental 
Studies

Course of  
Marine 
Environmental 
Studies

Department of  
Natural 
Environmental 
Studies

　2006年4月、新領域創成科学研究科の組織改組に伴い自

然環境学専攻が設置され、その中に３つの基幹講座と３つの

研究協力講座からなる海洋環境学コースが新たに発足しまし

た。その理念、目的を次に示します。 

　海は地球表層の7割を占め、かつては冒険と神秘とロマン

に満ちた世界でした。しかし研究の進展につれ、海は地球と生

命の歴史を紐解く鍵であること、さらに我々人類が直面する地

球環境問題あるいは食料資源問題に深く関わっていることが

明らかになってきました。周辺を海に囲まれた我が国にとって、

海を科学的に理解し、海をその望ましい状態に維持しながら

持続的に利用していくことは必須の課題です。これには海洋

メカニズムに関する総合的な知識と、海洋環境システムに対

する探求能力あるいは問題解決型の能力を持った人材の養

成が急務です。さらにその養成は豊富な国際的経験に裏打ち

されたものでなければなりません。 

　海洋環境学コースの大学院教育の特徴は、海洋研究所の

キャンパス上で学生生活を送ること、さらに研究航海や沿岸

域の調査などを通して教員とともにフィールド研究を行う中で

それぞれの分野の知識を増やし、実践的に研究能力を育てて

いくことです。また、海洋研究は他国の研究者と共同して進め

られることが多く、大学院学生もそうした中で外国の若手研究

者と共に過ごしながら学ぶことになります。このような現場体

験型のプログラムと総合的な講義を通じ、海洋環境を統合的

に理解し、そのシステムを駆動するメカニズムを探求する人材、

あるいは我が国の海洋利用のあり方に新しい方向性を提示し

うる人材の育成を図ることがこの海洋環境学コースの目的です。 

In April 2006, Graduate School of Frontier Sciences was 

reconstituted to establish Department of Natural Environmental 

Studies in which Course of Marine Environmental Studies, 

including three core and three cooperative programs, started. 

The principle and aim are shown as follows.  

The oceans cover 70% of the earth, and have long inspired 

adventure, mystery and imagination. A crucible of evolution 

through earth history the global ocean is a critical component of 

the earth's environment. Furthermore, it hosts important 

renewable and non-renewable resources. Japan, surrounded by 

the ocean, needs to gain comprehensive scientific knowledge of 

the ocean, both to sustain and improve the oceanic environment, 

and to utilize marine resources wisely. Specialists in basic and 

applied ocean environmental research are therefore in strong 

demand.  

The educational program of Marine Environmental Studies is 

unique in that graduate students conduct their academic life on 

the campus of the Ocean Research Institute, offering exceptional 

opportunities to participate in research cruises and other field 

work. Students can observe natural phenomena directly, learn 

modern research techniques, and pursue their own 

investigations together with many young foreign scientists. The 

Marine Environmental Studies program is designed to provide 

graduate students with both field and classroom lecture 

experience, so that they can develop abilities to investigate 

environmental processes in the ocean and to develop solutions 

for current and future environmental challenges. 

教育システム｜EDUCATIONAL SYSTEM

東京大学大学院 新 領 域 創 成  
科 学 研 究 科  

自然環境学専攻 

新領域創成科学研究科 環境学研究系 自然環境学専攻 海洋環境学コース 

基幹講座 
Core Program 
　 
・地球環境学分野 
　Global Marine Environment 
　 
・海洋資源環境学分野 
　Marine Resource and Environment　 
　 
・海洋生物圏環境学分野 
　Marine Biosphere Environment

協力講座 
Cooperative Program　 
　 
・海洋環境動態学分野 
　Marine Environmental Dynamics 
　 
・海洋物質循環学分野 
　Marine Biogeochemical Cycles　 
　 
・海洋生命環境学分野 
　Marine Life Science and Environment

新領域創成科学研究科 環境学系 自然環境学専攻 
Department of Natural Environmental Studies, Division of Environmental Studies,  
Graduate School of Frontier Sciences

陸域環境学コース 

海洋環境学コース 
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Number of Students Enrolled

MC

DC

MC

DC

MC

DC

Academic Year

Science

Graduate School

Agricultural and Life Sciences

Frontier Sciences

Post Graduate Research Student

Post Graduate Visiting  Student

International Research Student

Post Doctoral Research Fellow

Post Graduate Research Student for Ocean Science

Research Student

JSPS Post Doctoral Research Fellow

Total  number of foreign students are in parentheses. 
JSPS : Japan Society for the Promotion of Science

as of April 1, 2007
学生数 

教育システム｜EDUCATIONAL SYSTEM

修士 

博士 

修士 

博士 

修士 

博士 

年度 

理 学 系 研 究 科  

大 学 院  

29

34

13

22

 14

  4

  2

  1

  2

  5

  9

（1） 

（3） 

（1） 

（2） 

（1） 

（2） 

（1） 

（1） 

  3

13

農学生命科学研究科  

新領域創成科学研究科 

大 学 院 研 究 生  

特 別 研 究 学 生  

外 国 人 研 究 生  

農 学 特 定 研 究 員  

海 洋 科 学 特 定 共 同 研 究 員  

研 究 生  

日本学術振興会特別研究員  

2 0 0 4 2 0 0 5

18

20

22

26

 38

  15

  2

  2

  4

 

（3） 

（1）  

（3） 

（1） 

（3） 

（2） 

（3）   6

7

2 0 0 7

33

34

10

24

 18

  8

  － 

  － 

  2

  1

27

26

14

26

 28

  12

  2

  5

  7

（1） 

（3） 

 

（3） 

（2） 

（2） 

（2） 

  1

8

  － 

  － 

  － 

  2

  9

（1） 

（3） 

（1） 

（2） 

（1） 

（1） 

  6

8

2 0 0 6

（　）内は外国人で内数 
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Office for Cruise Coordination

Library

Director of office for 
cruise coordination

共通研究施設｜RESEARCH FACILITIES

　海洋研究・観測に必要不可欠かつ重要な役割を果たす観

測機器類を運用・管理していた観測機器管理室が、規模

を拡大し、より高精度な実証データを抽出して、観測による

海洋研究の向上を図るために、2004年度より「観測研究

企画室」へと発展いたしました。主として、学術研究船白

鳳丸、淡青丸に乗船して共通観測機器の運用および機器

の取り扱い指導など、航海計画の全般にわたる観測支援

体制をとっています。陸上においては、共通機器の保守、

管理や機器の開発、改良などを行います。また、運航計画、

ドック工事、共通機器の選定・購入・修理など、航海計画の

初期段階から携わっています。室長を総括として、技術・企

画・管理の3班に分かれて組織を運営しています。 

■観測研究企画室 

　海洋研究所での研究および教育活動を支援するため、関

連図書・雑誌などを収集、保存し、研究の参考に活用して

います。また、東京大学附属図書館システムを活用し、図

書室蔵書のオンライン目録化により、他大学・研究機関へ

も利用提供しています。 

　2007年4月１日現在の主な所蔵資料は次のとおりです。な

お、三井海洋生物学研究所の蔵書は、当研究所が入手保

管し、利用されています。 

■図書室 

蔵書数 3万9863冊（和書 8528冊、洋書 3万1335冊） 

継続購入雑誌179種（和雑誌22種、洋雑誌157種） 

地図類 4628枚 

Books: 39,863 volumes (8,528 Japanese books and 31,335 foreign books) 

Current journals (subscription): 179 titles (22 Japanese journals 

and 157 foreign journals) 

Maps: 4,628 sheets

室 長  

Director of ORI
所 長  

組織図 
Organization

Date handling service 
team

管 理 班  
Administration
事 務 部・担 当 係  

Management team
企 画 班  

Researchers and 
technicians of ORI

東京大学海洋研究所 
研 究 者 ・ 技 術 者  

Technical team
技 術 班  

Users ( all Japan )
全 国 研 究 者  

JAMSTEC  
and related research 
organization

機 構 関 連 機 関  

Cooperative research 
vessel steering 
committee

研究船共同利用運
営委員会・各部会 

情報管理発信 総合的企画窓口 技術・洋上支援機器管理 

　The "Office for Cruise Coordination" provides support for each 

R/V Hakuho Maru and R/V Tansei Maru research cruise.  Its 

main task is technical support of scientific equipment, primarily 

via shipboard instruction. Other tasks include maintenance and 

enhancement of equipment for common use, expert advice on 

cruise planning, and dock service. It also selects, develops, and 

purchases new equipment. The Office is supervised by a 

manager and has three groups: Technical Service, Planning and 

Management, and Data Management.

　The library houses books and journals encompassing the 

scientific disciplines represented at the Ocean Research Institute, 

and provides information services for faculty, staff, and students. 

The library is part of the University of Tokyo Library System, and 

provides other universities and institutions with online resources. 

　The library holds books provided 

by the Mitsui Institute of Marine 

Biology.The main collection 

comprises the following 

resources (as of Apr 1, 2007).
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Photography Laboratory

Computer Facility Network Management Office

Radioisotope Laboratory

Aquarium Facility

Laboratory for Cultivation of Microalgae and Bacteria

Sample and Specimen Laboratory

Low-Temperature Facilities

　電子計算機室では、共有メモリ型並列計算サーバIBM 

Regatta Systemを中心とするシステムを保有。ネットワー

ク管理室では、科学情報の交換・データ転送に不可欠なネ

ットワークシステムや、電子メールシステムの安全かつ効率

的な維持・管理業務を行っております。 

　The primary hardware of the computer facility is an IBM 

Regatta parallel system. The network management office 

oversees and maintains ORI's network, which is necessary for 

exchanging scientific information and data, and providing safe 

and effective electronic mailing services.

■電子計算機室・ネットワーク管理室 

　放射性同位元素を用いた生物学、化学、物理学的実験を

行うための施設で、本所放射線安全委員会の安全管理の

もとに運営されています。放射能測定装置としては、液体シ

ンチレーションカウンター、ガンマカウンターなどを、また、実

験装置としては、高速液体クロマトグラフイ、遠心型凍結乾

燥機、PCRサーマルサイクラーなどを備えています。 

　Biological, chemical and physical studies using radioisotopes 

are undertaken in this facility, which is managed by ORI's 

Security Committee for Radioisotopes. Major instruments 

include a liquid scintillation counter, gamma counter, high 

performance liquid chromatograph (HPLC), centrifugal 

concentrator, and polymerase chain reaction (PCR) thermal 

■放射線同位元素実験室 

　濾過装置、熱交換器、温度調節器をつけ、淡水・海水の双

方が使用できる1t水槽、250　水槽、200　水槽、各4～８

台を保有。空気供給口および暗幕を備えた飼育実験室、

温度調節も可能な低温実験室も設置しております。 

　An Aquaregina (with automated temperature control) with 

freshwater and seawater inputs includes four 1-ton aquariums, 

eight 250 liter aquariums, and four 200 liter aquariums.

■飼育室 

　培養準備室、空調付無菌接種室、恒温培養室、水槽培養

室の4つの部屋からなり、海洋細菌、微細藻類等の株の保

存、植え継ぎおよび短期、長期の培養実験を行っております。 

　The laboratory consists of four rooms: 1) a culture media 

preparation and sterilization room, 2) a clean room, 3) an air-

conditioned room, and 4) a room with approximately 10 

removable thermostat controlled tanks.

■培養室 

　研究船で採集した資料、例えば液浸生物試料、海水、岩石、

堆積物コア、観測資料、海底地層図等を調整、保管してお

ります。 

　Samples and specimens collected aboard R/V Hakuho Maru 

and R/V Tansei Maru, e.g., sediment cores, rock specimens, 

seawater samples, dried and formalin-preserved specimens of 

marine organisms, etc., together with various kinds of data, are 

stored in this facility.

■資料室 

　低温実験室（＋4℃）3室、試料低温保存室（＋4℃）1室、

試料冷凍貯蔵室（－25℃）3室からなり、低温での実験、研

究船で採取した試料や実験試料の保存が可能です。 

　Experiments at low temperatures are undertaken in the low 

temperature laboratory (+4℃). Samples and specimens are 

held in cold storage (+4℃) or refrigerators ( -25℃).

■低温 / 冷凍室 

共通研究施設｜RESEARCH FACILITIES

　写真の撮影、現像、焼付け、スライドの作成のための暗室

を設置。また、資料接写台、引伸機、印画紙乾燥機、およ

びインスタントスライド作成器なども備えております。 

　This facility includes a dark room for developing film and printing 

photographs, and a semi-dark room with dryers for film and 

prints. A slide maker is available for preparing slides and figures.

■写真室 
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Machine Shop

Glass Blowing Shop

Chart Library

P2 Laboratory for Molecular Cloning

Lecture Hall

Instrument Room

共通研究施設｜RESEARCH FACILITIES

　マシンショップでは海洋観測のための新しい測器の開発、

新機器の設計、試作、調整を行っています。また、研究者

や大学院生に対し、金属工作に関する指導や助言も実施

しております。 

　The machine shop is used for the design, development, 

testing, and repair of instruments for use at sea. Visiting 

scientists and students may obtain advice and instruction on 

machining in this facility.

■金属工作室 

　Open shop systemをとっており、室担当者の指導のもとに

高度な技術を必要とする各種ガラス器具の作成が可能です。

また、希望者には技術取得のための指導を行っております。 

　A technician oversees this open shop facility. Requests can be 

made to learn glass blowing techniques.

■ガラス工作室 

　研究航海に必要な様々な海域の海図を揃えています。 　Collection of charts of various locations and sizes.

■海図室 

　P2レベルまでの組み換えDNA実験を行うためにクラスIIB

の安全キャビネットを備え、動物、植物および微生物の核

酸の抽出、遺伝子ライブラリーの作成、RNAの発現解析を

行うことができます。 

　A Class IIB safety cabinet is available for recombinant 

deoxyribonucleic acid (DNA) experiments under the P2 level. A 

DNA synthesizer, a DNA sequencer, and an electrophoresis 

analyzer are also available.

■遺伝子解析実験室 

　内外研究者によるシンポジウムや講演会、学術研究船淡

青丸・白鳳丸の航海打ち合わせ、各種講義などに利用さ

れています。 

　The lecture hall is used for symposia, meetings, and lectures 

by both domestic and foreign scientists.

■講堂 

　使用目的の類似した大型実験機器を各部屋ごとに備え、

共通の使用に供しております。以下、測定器室毎の主要

設置機器名です。 

1.　栄養塩自動分析装置、元素分析器、同位体比質量分析計、蛍光
分光光度計、超遠心分離機、高速冷却遠心機 

2.　電子線マイクロアナライザー（2機種）、蛍光Ｘ線分析装置（2機種）、
Ｘ線粉末・単結晶回折装置、地質試料準備装置（超大型・精密
岩石切断機、岩石琢磨薄片製作装置、岩石粉末作成装置） 

3.　CHNコーダー、コールターカウンター、高速TLCスキャナーコーダ、
フローサイトメトリーシステム 

4. lCP発光分光分析計、偏向ゼーマン型原子吸光光度計、四重極
型lCP質量分析装置 

5. 透過型電子顕微鏡、超ミクロトーム、ガラスナイフ作製機、凍結試
料作製装置、真空蒸着装置 

6.　走査電子顕微鏡、マグネットロンスパック、イオンスパック、臨界点
乾燥装置、凝結乾燥装置、画像解析装置 

7.　同位体比質量分析計、表面電離型質量分析計 
8.　ウエル型ピュアゲルマニウム検出器付γ線スペクトロメーター、レ
ベルα/β線測定装置 

9. DNAシーケンサー、リアルタイムPCR機、自動コロニーピッカー、ピ
ペッティングロボット 

　Widely used instruments are installed in various rooms for the 

convenience of researchers. 

Autoanalyzer, elemental analyzer, isotope-ratio mass 
spectrometer, spectrofluorometer, ultracentrifuge, and 
centrifuges. 
Two electron probe microanalyzers, two X-ray fluorescence 
analyzers, two X-ray diffractometers, and apparatuses for 
geological sample preparation. 
Carbon, nitrogen, and hydrogen analyzer, and a Coulter 
counter.  
Inductively coupled plasma mass spectrometers (ICP-MS) 
and atomic absorption spectrometer. 
Electron microscope and ultramicrotome.  
Scanning electron microscope, ion sputter, and critical 
point dryer. 
Thermal ionization mass spectrometer (TIMS).  
Radiocarbon dating system, liquid scintillation counter, and 
gamma spectrometer. 
DNA sequencers, Real-time PCR system, Automated colony 
picker, Biomeck 2000 pipettering robot

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
 
9.

■測定器室 
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International Coastal Research Center
国際沿岸海洋研究センター 

共同利用研究施設｜COOPERATIVE
　　　　　　　　　RESEARCH FACILITIES

■施設 
　屋外実験水槽：小型水槽 3.5×1.5m 28面、中型水槽 6.0×3.0m 2面 

　実験水槽室：97.2m2、海水・淡水・空気供給施設 

　海水取水供給施設：海水取水装置 200t／時、 

　　　　　　　　　　密閉型海水濾過装置 100t／時　2基 

　淡水取水供給施設：淡水取水装置 30t／時 

　RI実験室 

 

■設備 
　海象気象自動観測記録装置：塩分、水温、風向、風速、気温など

　　　　　　　　　　　　　10項目の観測記録 

　STD（アレック電子製） 

　ICP質量分析装置 Agilent 7500CS 

　走査型電子顕微鏡：日本電子 JSM-5800LV 

　透過型電子顕微鏡：日本電子 JEM-100S 

　CHNコーダー：ジェイサイエンスラボ JM10 

　分離用超遠心器：日立55P-3、日立70P-72 

　オートアナライザ：ブラン・ルーベ TRAACS 2000 

　採水器：バンドン型他 

　プランクトンネット：ノルパック型、MTD型、ORI型ほか 

　魚類等採集用船曳網各種 

　セディメントトラップ 

　採泥器：スミスマッキンタイヤー１／10m2、ボックスコアラー 

 

■船艇 
　弥　生：FRP12t、17.1×4.1×2.0m、740PS、 

　　　　　300kg×1000mウインチほか　竣工：平成17年1月21日 

　リアス：FRP1.0t、7.37×2.0×0.37m、25PS、 

　　　　　50kg×100mウインチ　　　　竣工：平成5年3月24日 

　チャレンジャー三世：FRP0.7t、6.75×1.89×0.48m、 

　　　　　30PS船外機　　　　　　　　竣工：平成11年3月25日 

■Research facilities 

　Outdoor breeding tanks: 3.5×1.5m 28 tanks, 6.0×3.0m 2 tanks 

　Aquarium room: 97.2m2 

　Sea water supply facility: pump capacity, 200 tons/hour  

　Fresh water supply facility: pump capacity, 30 tons/hour 

　Radioisotope laboratory 

 

 

■Sampling and experimental equipments 

　Weather and sea condition monitoring system 

　STD 

　ICPMS 

　Scanning electron microscope 

　Transmission electron microscope 

　CHN corder 

　Preparative ultracentrifuge 

　Auto-analyzer 

　Water samplers 

　Plankton and fish sampling nets 

　Sediment traps 

　Bottom samplers 

 

 

 

■Research Boats 

　Yayoi: FRP 12 tons, 17.1×4.1×2.0m,740PS, 300kg×1000m winch 

　Riasu: FRP 1.0 tons, 7.37×2.0×0.37m,25PS, 50kg×100m winch 

　Challenger III: FRP 0.7 tons, 6.75×1.89x0.48m, 30PS outboard motor

所在地：岩手県上閉伊郡大槌町赤浜2丁目106番1号 

設置年月日：昭和48年4月12日 

Address :2-106-1 Akahama,  

               Otsuchi, Iwate Prefecture 

Established : April 12, 1973

主要研究施設設備 
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Research Vessels―Tansei Maru and Hakuho Maru

共同利用研究施設｜COOPERATIVE RESEARCH FACILITIES

R.V. TANSEI-MARU

R.V. HAKUHO-MARU

学術研究船―淡青丸・白鳳丸 

　東京大学海洋研究所は、研究所付属の研究施設として淡

青丸と白鳳丸の二隻の研究船を保有し、それらの研究船は

全国共同利用施設として日本全国の研究者に活用されてき

ました。2004年度からは、船籍が海洋研究開発機構

（JAMSTEC）に移管され、東京大学海洋研究所と海洋研究

開発機構が協力して学術研究船の運航にあたっています。 

　淡青丸は、1982年に就航した全長51m、総トン数610 tの

中型研究船であり、主として日本近海の調査研究で活躍して

います。また、白鳳丸は、1989年に就航した全長100m、総ト

ン数3991tの大型研究船であり、遠洋、近海を問わず、世界

の海を舞台として長期の研究航海に利用されています。 

The Ocean Research Institute coordinates scheduling and 

operations of two research vessels with the Japan Agency for 

Marine-Earth Science and Technolgoy (JAMSTEC). 

 

The research vessel Tansei Maru is 51m long and displaces 610 

gross tons. She entered service in 1982 and is used for a 

relatively short cruises near Japan. The research vessel Hakuho 

Maru is 100m long and displaces 3991 gross tons. She entered 

service in 1989 and is used for cruises globally.

学術研究船　淡青丸 
　起工：1982年2月1日 

　進水：1982年7月9日 

　竣工：1982年10月15日 

Research Vessel Tansei-maru 

　Keep Laid: February 1, 1982 

　Lanched: July 9, 1982 

　Completed: October 15, 1982 

 

学術研究船　白鳳丸 
　起工：1988年5月9日 

　進水：1988年10月28日 

　竣工：1989年5月1日 

Research Vessel Hakuho-maru 

　Keep Laid: May 9, 1988 

　Lanched: October 28, 1988 

　Completed: May 1, 1989
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HORIBE, Yoshio  

TAGA, Nobuo 

NASU, Noriyuki 

TOMODA, Yoshibumi 

HATTORI, Akihiko  

TANAKA, Syoichi  

TERAMOTO, Toshihiko 

HIRANO, Toshiyuki 

ASAI, Tomio 

KOBAYASHI, Kazuo 

ISHII, Takeo 

SEGAWA, Jiro 

OKIYAMA, Muneo 

HIRANO,Tetsuya 

KAWAGUCHI, Kouichi 

KIMURA, Ryuji 

TAIRA, Keisuke 

OOWADA, Kouichi 

SUGIMOTO, Takashige

Past Directors Professors Emeritus

as of May 1, 2007

(deceased) HIDAKA, Kouji 

(deceased) MATSUE, Yoshiyuki 

(deceased)  MATSUE, Yoshiyuki 

OGURA, Yoshimitsu 

(deceased)  NISHIWAKI, Shouji 

NASU, Noriyuki 

(deceased)  NISHIWAKI, Shouji 

(deceased)  UCHIDA, Shin-ichirou 

(deceased)  MARUMO, Ryuzo 

NASU, Noriyuki 

HATTORI, Akihiko 

(deceased) NEMOTO, Takahisa 

ASAI, Tomio 

HIRANO, Tetsuya 

TAIRA, Keisuke 

KOIKE, lsao 

TERAZAKI, Makoto 

NISHIDA, Mutsumi

職員｜STAFF

堀部 純男 

多賀 信夫 

奈須 紀幸 

友田 好文 

服部 明彦 

田中 昌一 

寺本 俊彦 

平野 敏行 

浅井 冨雄 

小林 和男 

石井 丈夫 

瀬川 爾朗 

沖山 宗雄 

平野 哲也 

川口 弘一 

木村 龍治 

平 啓介 

大和田 紘一 

杉本 隆成 

1 9 8 3  

1 9 8 4  

1 9 8 4  

1 9 8 6  

1 9 8 7  

1 9 8 7  

1 9 8 7  

1 9 8 7  

1 9 9 3  

1 9 9 3  

1 9 9 3  

1 9 9 7  

1 9 9 8  

1 9 9 8  

2 0 0 1  

2 0 0 3  

2 0 0 3  

2 0 0 3  

2 0 0 4

歴代所長 名誉教授 

（故）日高 孝次 

（故）松江 吉行 

（故）松江 吉行 

小倉 義光 

（故）西脇 昌治 

奈須 紀幸 

（故）西脇 昌治 

（故）内田 清一郎 

（故）丸茂 隆三 

奈須 紀幸 

服部 明彦 

（故）根本 敬久 

浅井 冨雄 

平野 哲也 

平 啓介 

小池 勲夫 

寺崎 誠 

西田 睦 

1962.4.1 - 1964.3.31 

1964.4.1 - 1964.9.9 

1964.9.10 - 1965.9.30 

1965.10.1 - 1967.9.30 

1967.10.1 - 1968.11.30 

1968.12.1 - 1972.10.31 

1972.11.1 - 1974.10.31 

1974.11.1 - 1976.4.1 

1976.4.2 - 1980.4.1 

1980.4.2 - 1984.4.1 

1984.4.2 - 1986.4.1 

1986.4.2 - 1990.4.1 

1990.4.2 - 1993.3.31 

1993.4.1 - 1997.3.31 

1997.4.1 - 2001.3.31 

2001.4.1 - 2005.3.31 

2005.4.1 - 2007.3.31 

2007.4.1 - 

（事務取扱） 
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KAWABE, Masaki 

OKA, Eitaro 

YANAGIMOTO, Daigo 

KITAGAWA, Shoji

Professor 

Lecturer 

Research Associate 

Senior Technician

Physical Oceanography

Ocean Circulation

NIINO, Hiroshi 

IGA, Keita  

NAKAMURA, Kozo

Professor 

Associate Professor 

Research Associate

Dynamic Marine Meteorology

GAMO, Toshitaka 

OBATA, Hajime 

NAKAYAMA, Noriko

Professor 

Associate Professor 

Research Associate

Chemical Oceanography

Marine Inorganic Chemistry

OGAWA, Hiroshi 

MIYAJIMA, Toshihiro 

SAOTOME, Nobue

Associate Professor 

Research Associate 

Senior Technician

Marine Biogeochemistry

TOKUYAMA, Hidekazu 

ASHI, Juichiro 

NAKAMURA, Yasuyuki 

SHIRAI, Masaaki 

KAMEO, Katsura

Professor 

Associate Professor 

Research Associate 

Research Associate 

Technician

Marine Geology

KAWAHATA, Hodaka 

INOUE, Mayuri 

TAMURA, Chiori

Professor 

Research Associate 

Senior Technician

Ocean Floor Geotectonics

COFFIN, Millard F.  

OKINO, Kyoko 

IMANISHl, Yuichi

Professor 

Associate Professor 

Research Associate

Submarine Geophysics

NISHIDA, Shuhei 

TSUDA, Atsushi 

NISHIKAWA, Jun 

ISHIMARU, Kimie

Professor 

Associate Professor 

Research Associate 

Chief Technician

Marine Ecosystems Dynamics

Marine Planktology

KOGURE, Kazuhiro 

HAMASAKI, Kouji 

NISHIMURA, Masahiko 

WADA, Minoru 

TSUKAMOTO, Kumiko

Professor 

Associate Professor 

Research Associate 

Research Associate 

Senior Technician

Marine Microbiology

KOJIMA, ShigeakiAssociate Professor

Benthos

YASUDA, Ichiro 

ITO, Sachi-hiko 

NAGAE, Hideo 

MATSUMOTO, Machiko

Professor 

Research Associate 

Chief Technician 

Senior Technician

Living Marine Resources

Fisheries Environmental Oceanography

SHIRAKIHARA, Kunio 

HIRAMATSU, Kazuhiko 

KATSUKAWA, Toshio 

MORIYAMA, Akihisa

Professor  

Associate Professor 

Research Associate 

Senior Technician

Fish Population Dynamics

WATANABE, Yoshiro 

KAWAMURA, Tomohiko 

SARUWATARI, Toshiro 

HARA, Masako

Professor  

Associate Professor  

Research Associate 

Chief Technician

Biology of Fisheries Resources

Ocean Floor Geoscience
TAKEI, Yoshio 

HYODO, Susumu 

KUSAKABE, Makoto 

OGASAWARA, Sanae

Professor  

Associate Professor  

Project Research Associate 

Senior Technician

Marine Bioscience

Physiology

NISHIDA, Mutsumi 

WATANABE, Toshiki 

ENDO, Keiko 

MABUCHI, Kouji

Professor  

Associate Professor  

Research Associate 

Research Associate

Molecular Marine Biology

TSUKAMOTO, Katsumi 

KOMATSU, Teruhisa 

INAGAKI, Tadashi 

ISHIDA, Ken-ichi 

AOYAMA, Jun 

OYA, Machiko

Professor  

Associate Professor  

Research Associate 

Research Associate 

Research Associate 

Chief Technician

Behavior, Ecology and Observation Systems

海洋生態系動態部門 

職員｜STAFF

川邉 正樹 

岡 英太郎 

柳本 大吾 

北川 庄司 

教授 

講師 

助教 

技術専門職員 

海洋物理学部門 

海洋大循環分野 

新野 宏 

伊賀 啓太  

中村 晃三（休職） 

教授 

准教授  

助教 

海洋大気力学分野 

蒲生 俊敬 

小畑 元 

中山 典子 

教授 

准教授 

助教 

海洋化学部門 

海洋無機化学分野 

小川 浩史 

宮島 利宏 

早乙女 伸枝 

准教授 

助教 

技術専門職員 

生元素動態分野 

海洋底科学部門 
竹井 祥郎 

兵藤 晋 

日下部 誠 

小笠原 早苗 

教授 

准教授 

特任助教 

技術専門職員 

海洋生命科学部門 

生理学分野 

西田 睦 

渡邉 俊樹 

遠藤 圭子 

馬渕 浩司 

教授 

准教授　 　 

助教 

助教 

分子海洋科学分野 

塚本 勝巳 

小松 輝久 

稲垣 正 

石田 健一 

青山 潤 

大矢 眞知子 

教授 

准教授 

助教 

助教 

助教 

技術専門員 

行動生態計測分野 

安田 一郎 

伊藤 幸彦 

永江 英雄 

松本 町子 

教授 

助教 

技術専門員 

技術専門職員 

海洋生物資源部門 

環境動態分野 

白木原 國雄 

平松 一彦 

勝川 俊雄 

森山 彰久 

兼務教授 

准教授　 

助教 

技術専門職員 

資源解析分野 

渡邊 良朗 

河村 知彦 

猿渡 敏郎 

原 政子 

教授 

准教授 

助教 

技術専門員 

資源生態分野 

西田 周平 

津田 敦 

西川 淳 

石丸 君江 

教授 

准教授 

助教 

技術専門員 

浮遊生物分野 

木暮 一啓 

濱崎 恒二 

西村 昌彦 

和田 実 

塚本 久美子 

教授 

准教授 

助教 

助教 

技術専門職員 

微生物分野 

小島 茂明 准教授 

底生生物分野 

部門の並びは紙面の都合上、順不同 

徳山 英一 

芦 寿一郎 

中村 恭之 

白井 正明 

亀尾 桂 

教授 

兼務准教授 

助教 

助教 

技術職員（兼） 

海洋底地質学分野 

川幡 穂高 

井上 麻夕里 

田村 千織 

 

兼務教授 

助教 

技術専門職員 

 

海洋底テクトニクス分野 

ミラード・F・コフィン 

沖野 郷子 

今西 祐一 

教授 

准教授 

助教 

海洋底地球物理学分野 

※ 

※ 

※ 大学院 新領域創成科学研究科 自然環境学専攻 海洋環境学コース 基幹講座教員 
Core academic staff of Course of Marine Environmental Studies, Department of Natural Environmental Studies,  
Graduate School of Frontier Sciences

※ 
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Coastal Ecosystem

International Coastal Research Center

Coastal Conservation

Regional Linkage

Center for Advanced Marine ResearchCenter for International Cooperation

Research Planning

Research Cooperation

Marine System Analysis

Marine System Observation

Research Facilities

Machine Shop

ARAI, Takaomi 

MORITA, Koichi 

KUROSAWA, Masataka

Associate Professor 

Chief Technician 

Technician

OTAKE, Tsuguo 

SATO, Katsufumi 

FUKUDA, Hideki

Director, Professor  

Associate Professor  

Research Associate

HIRATA, TakafumiVisiting Associate 
Professor

MIYAZAKI, Nobuyuki 

MICHIDA, Yutaka 

INOUE, Kouji

Professor  

Associate Professor 

Associate Professor

UEMATSU, Mitsuo 

PAKU, Jino 

SAITO, Hiroaki

Director, Professor  

Associate Professor 

Visiting Associate 
Professor

SANO, Yuji 

FUJIO, Shinzou 

TAKAHATA, Naohito 

TANAKA, Kiyoshi

Professor   

Associate Professor 

Research Associate 

Research Associate

KUBOKAWA, Kaoru  

AMAKAWA, Hiroshi  

URAKAWA, Hidetoshi 

OMURA, Akiko 

Professor  

Associate Professor 

Associate Professor 

Research Associate 

KANEKO, AkioTechnician

Computer Room / Network Management Office

TANAHASHI, YukiTechnician

TSUKAMOTO, KatsumiDirector

Office for Cruise Coordination

GAMO, Toshitaka

GAMO, Toshitaka

Office Head

Marine Research Linkage〈Biosphere Environment〉 

KIMURA, Singo 

KITAGAWA, Takashi

Professor 

Research Associate

WATANABE, Masaharu 

IMAI, Keiri 

ISHIGAKI, Hideo 

OGUMA, Kenji

Senior Technician 

Technician 

Technician 

Technician

INAGAKI, Tadashi 

KAMEO, Katsura

Research Associate 

Technician

Professor

Technical Team

Planning Team

Information Team

IGARASHI, ChiakiTechnician

Chart Library

職員｜STAFF

新井 崇臣 

盛田 孝一 

黒沢 正隆 

准教授 

技術専門員 

技術職員 

国際沿岸海洋研究センター 

沿岸生態分野 

大竹 二雄 

佐藤 克文 

福田 秀樹 

センター長（兼）・教授 

准教授 

助教 

沿岸保全分野 

平田 岳史 客員准教授 

地域連携分野 

教授 

准教授 

助教 

助教 

佐野 有司 

藤尾 伸三 

高畑 直人 

田中 潔 

先端海洋システム研究センター 

宮崎 信之 

道田 豊 

井上 広滋 

教授 

准教授 

准教授 

海洋科学国際共同研究センター 

企画情報分野 

植松 光夫 

朴 進午 

齋藤 宏明 

センター長（兼）・教授 

准教授 

客員准教授 

研究協力分野 

窪川 かおる 

天川 裕史  

浦川 秀敏 

大村 亜希子 

教授 

准教授 

准教授 

助教 

海洋システム解析分野 

海洋システム計測分野 

金子 秋男 技術職員 

共通施設 

金属工作室 

棚橋 由紀 技術職員 

電子計算機室 / ネットワーク管理室 

塚本 勝巳 センター長（兼） 

観測研究企画室 

蒲生 俊敬 

蒲生 俊敬 

室長（兼） 

海洋研究連携分野〈生物圏環境学〉 

木村 伸吾 

北川 貴士 

兼務教授 

兼務助教 

渡邊 正晴 

今井 圭理 

石垣 秀雄 

小熊 健治 

技術専門職員 

技術職員 

技術職員 

技術職員 

稲垣 正 

亀尾 桂 

助教（兼） 

技術職員 

教授（兼） 

技術班 

企画班 

管理班 

五十嵐 千秋 技術職員 

海図室 

※ 大学院 新領域創成科学研究科 自然環境学専攻 海洋環境学コース 基幹講座教員 
Core academic staff of Course of Marine Environmental Studies, Department of Natural Environmental Studies,  
Graduate School of Frontier Sciences

※ 

※ 
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Office for International Coastal Research Center

TAKAMIZAWA, MitsukoExecutive Secretary

YANAGISAWA, Shigetaka 

FUKUDA, Jin

Specialist 

Head, Center Office

SUGIMURA, Seiji 
 

KATAGIRI, Kazuko 
 

SUMIYA, Keisuke 

 

HIRAMATSU, Manabu 
 

NAGASHIMA, Yuko 
 
 

HAMADA, Sumiko 
 

CHIKA, Yasuko 
 

ICHIKAWA, Yuko

Head, General 
Affairs Division  

Senior Specialist 
 

Head, General 
Affairs Section 
 

Head, Research 

Cooperation Section 

Senior 

Administrative Staff 
 

Head, Library Section 
 

Head, International 
Affairs Section 

Senior 

Administrative Staff

Administration

General Affairs Division

MATSUNAGA, Shigeru 
 

YOSHIDA, Tadashi 

TAKANO, Tetsurou 
 

AIMI, Haruyoshi 

YAMAGUCHI, Takahiro 
 
 

KOBUCHI, Kazuhiro 
 

ASO, Kuniko 
 

YASUDA, Masako 
 
 

YOSHIDA, Tadashi 

KOGI, Tetsuo 
 
 

NAGANO, Futoshi

Head, Accounting 
Division 

Specialist 

Senior Specialist 
 

Head, Budget Section 

Senior 

Administrative Staff 
 

Head, Accounting 
Section 

Senior 

Administrative Staff 

Administrative Staff 
 
 

Head, Contracts Section 

Senior 

Administrative Staff 

Accounting Division

国際沿岸海洋研究センター事務室 

職員｜STAFF

高見澤 光子 事務部長 

柳澤 茂孝 

福田 仁 

主査 

事務室係長 

杉村 聖治 
 

片桐 和子 
 

住谷 啓介 
 
 

平松 学 
 

長島 優子 
 
 

濱田 すみ子 
 

近 泰子 
 

市川 由布子 

総務課長 
 

専門員（企画調整担当） 
 

総務係長 
 
 

研究協力係長 
 

主任 
 
 

図書係長 
 

国際交流係長 
  

主任 

事務部 

総務課 

松永 茂 
 

吉田 正 

高野 哲郎 
 

相見 治義 

山口 貴弘 

 

小渕 和宏 
 

麻生 邦仁子 
 

安田 正子 
 
 

吉田 正 

小城 哲夫 
 
 

永野 太 

経理課長 
 

主査（用度担当） 

専門職員 
 

司計係長 

主任 

 

経理係長 
 

主任 
 

一般職員 
 
 

用度係長（兼） 

主任 
 
 

施設係長 

経理課 
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Graduate School of Environmental Science & Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University 
 
Graduate School of Fisheries Sciences and Faculty of Fisheries, Hokkaido University 
 
Faculty of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology  
 
Hydrosphere Atmospheric Research Center, Nagoya University 
 
Center for Marine Environmental Studies, Ehime University 
 
Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University 
 
Research Group, National Institute of Polar Research 
 
School of Marine Science and Technology, Tokai University 
 
IFREE, JAMSTEC 
 
Graduate School of Engineering, The University of Tokyo 
 
Graduate School of Science, The University of Tokyo 
 
Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo 
 
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo 
 
Graduate School of Science, The University of Tokyo 
 
Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo 
 
Earthquake Research Institute, The University of Tokyo 
 
Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Ocean Research Institute, The University of Tokyo

Outside the 
University

Inside the 
University

Inside the 
Institute

Outside the 
Institute

Conference Committee

Cooperative Research Vessel Steering Committee

NORIKI, Shinichiro 
 
IKEDA, Tsutomu 
 
MATSUYAMA, Masaji 
 
SAINO, Toshiro 
 
INOUCHI, Yoshio 
 
ISEKI, Kazuo 
 
FUKUCHI, Mitsuo 
 
KUBOTA, Masayuki 
 
KITAZATO, Hiroshi 
 
YAMAGUCHI, Hajime 
 
YAMAGATA, Toshio 
 
AOKI, Ichiro 
 
AMEMIYA, Yoshiyuki 
 
YAMAMOTO, Masayuki 
 
SHOGENJI, Shinichi 
 
OKUBO, Shuhei 
 
WATANABE, Yoshiro 
 
TSUKAMOTO, Katsumi 
 
NISHIDA, Mutsumi

Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Director 
 
Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Dean 
 
Dean 
 
Dean 
 
Director 
 
Professor 
 
Professor 
 
Director

Earthquake Research Institute, The University of Tokyo 
 
Faculty of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology 
 
Institute for Chemical Research, Kyoto University 
 
Nagasaki University Faculty of Fisheries 
 
Hokkaido National Fisheries Research Institute, Fisheries Research Agency 
 
Global Environment and Marine Department, Japan Meteorological Agency 
 
Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC 
 
YES, JAMSTEC 
 
Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Ocean Research Institute, The University of Tokyo 
 
Ocean Research Institute, The University of Tokyo

UTADA, Hisashi  
 
YOSHIDA, Jiro 
 
SOHRIN, Yoshiki 
 
ISHIZAKA, Joji 
 
YATSU,Akihiko 
 
KITAMURA, Yoshiteru 
 
SOH, Wonn 
 
TAKIZAWA, Takatoshi 
 
NISHIDA, Mutsumi 
 
TOKUYAMA, Hidekazu 
 
KOGURE, Kazuhiro 
 
GAMO, Toshitaka

Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Professor 
 
Director 
 
Director,Marine Division 
 
Director 
 
Director 
 
Director 
 
Professor 
 
Professor 
 
Professor

委員会｜COMMITTEES

北海道大学大学院地球環境科学研究院 
 
北海道大学大学院水産科学研究院 
 
東京海洋大学海洋科学部 
 
名古屋大学地球水循環研究センター 
 
愛媛大学沿岸環境科学研究センター 
 
広島大学大学院生物圏科学研究科 
 
国立極地研究所研究教育系 
 
東海大学海洋学部 
 
海洋研究開発機構地球内部変動研究センター 地球古環境変動研究プログラム 
 
東京大学大学院工学系研究科 
 
東京大学大学院理学系研究科 
 
東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
 
東京大学大学院新領域創成科学研究科 
 
東京大学大学院理学系研究科 
 
東京大学大学院農学生命科学研究科 
 
東京大学地震研究所 
 
東京大学海洋研究所 
 
東京大学海洋研究所 
 
東京大学海洋研究所 

学　外 

学　内 

所　内 

所　外 

任期 Term  2006.4.1-2008.3.31
協議会委員 

研究船共同利用運営委員会委員 
任期 Term  2007.4.1-2010.3.31

乗木 新一郎 
 
池田 勉 
 
松山 優治 
 
才野 敏郎 
 
井内 美郎 
 
井関 和夫 
 
福地 光男 
 
久保田 雅久 
 
北里 洋 
 
山口 一 
 
山形 俊男 
 
青木 一郎 
 
雨宮 慶幸 
 
山本 正幸 
 
生源寺 眞一 
 
大久保 修平 
 
渡邊 良朗 
 
塚本 勝巳 
 
西田 睦 

教授 
 
教授 
 
教授 
 
教授 
 
教授 
 
教授 
 
教授 
 
教授 
 
ディレクター 
 
教授 
 
教授 
 
教授 
 
研究科長 
 
研究科長 
 
研究科長 
 
所長 
 
教授 
 
教授 
 
所長 

東京大学地震研究所 
 
東京海洋大学海洋科学部 
 
京都大学化学研究所 
 
長崎大学水産学部 
 
水産総合研究センター北海道区水産研究所 
 
気象庁地球環境・海洋部 
 
海洋研究開発機構高知コア研究所 
 
海洋研究開発機構横浜研究所海洋地球情報部 
 
東京大学海洋研究所 
 
東京大学海洋研究所 
 
東京大学海洋研究所 
 
東京大学海洋研究所 

歌田 久司 
 
吉田 次郎 
 
宗林 由樹 
 
石坂 丞ニ 
 
谷津 明彦 
 
北村 佳照 
 
徐　垣 
 
瀧澤 隆俊 
 
西田 睦 
 
徳山 英一 
 
木暮 一啓 
 
蒲生 俊敬 

教授 
 
教授 
 
教授 
 
教授 
 
亜寒帯漁業資源部長 
 
海洋気象課長 
 
所長 
 
部長 
 
所長 
 
教授 
 
教授 
 
教授 
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Annual Schedule of Application

Available Services

Announcement Closing dateService to apply

August SeptemberR/V Hakuho-maru

August SeptemberR/V Tansei-maru

October NovemberVisiting Scientist・Research Meeting in  
International Coastal Research Center

Visiting Scientist・Research Meeting in  
Nakano Campus

October November

共同利用研究｜COOPERATIVE
　　　　　　　RESEARCH
　　　　　　　PROGRAM

　海洋研究所は、海洋における基礎的な研究を行うことを目

的とした全国の研究者のための共同利用研究所として、各

研究分野において、多くの研究者に幅広く利用されています。 

　本所の共同利用は、毎年、翌年度実施分の公募を行って

おり、応募された研究計画などの選考については次のとおり

行っています。研究船共同利用は、学内外の委員で構成され

た海洋研究所研究船共同利用運営委員会で審議決定され、

国際沿岸海洋研究センター及び中野地区共同利用につい

ては、学内外の委員で構成された海洋研究所協議会で審議

され、教授会で決定されます。 

The Ocean Research Institute offers a cooperative research 

program for scientists conducting fundamental ocean research. 

Many researchers across all scientific disciplines participate in 

the program. Invitations to apply to the program are issued 

annually, one year prior to the year of shipboard operations. 

Each proposed research plan is reviewed by a special 

administrative committee consisting of ORI and external 

members. Visiting scientist applications and research meeting 

proposals are subject to approval by vote of the entire ORI 

faculty after reviewed by conference committee consisting of ORI 

and external members.

■学術研究船白鳳丸・淡青丸共同利用 

　学術研究船白鳳丸は、遠洋、近海のいかんを問わず比較的

長期の研究航海を行う研究船であり、あらかじめ決められた研

究計画に基づいた共同利用の公募を行い、学術研究船淡

青丸は、主として日本近海の調査研究の公募を行っています。 

 

■国際沿岸海洋研究センター共同利用 

　岩手県大槌町の国際沿岸海洋研究センターを利用する

共同利用であり、所内外の研究者が本センターに滞在して

研究を行う外来研究員制度と、少数の研究者による研究

集会の公募を行っています。 

 

■中野地区共同利用 

　比較的多人数の1～2日間の研究集会、比較的少数の研

究者による数日間の研究集会と、所外の研究者が本所に

滞在して研究を行う便宜を提供することを目的とした外来

研究員制度があります。 

問い合わせ先： 
　東京大学海洋研究所　総務課　研究協力係 
　〒164-8639 東京都中野区南台1-15-1 
　Tel　（03）5351-6354・6355・6370・6373 
　Fax　（03）5351-6836

■Research Vessels Hakuho Maru and Tansei Maru 

　The research vessel Hakuho Maru conducts cruises worldwide. 

It is available to scientists having research plans relevant to 

the scientific themes of each cruise, which are announced in 

advance. The research vessel Tansei Maru is available for 

cruises near Japan. 

 

■International Coastal Research Center 

　The International Coastal Research Center (Otsuchi, Iwate) 

offers two services. One is providing in-house laboratory space 

and facilities, and the other is assisting small groups holding 

on-site research meetings. 

 

■Nakano Campus 

　This program supports relatively large scientific meetings 

lasting one to two days, and relatively small meetings lasting 

several days. It also supports short-term visiting scientists.

For Inquires : 

　Cooperative Research Service Office, Ocean Research 

Institute, The University of Tokyo 

　1-15-1 Minamidai, Nakano-ku, Tokyo 164-8639 

　Tel : +81-3-5351-6354,6355,6370,6373  Fax : +81-3-5351-6836

公募時期 

公募内容 

公募時期 申込期限 公 募 内 容  

8月 9月中旬 白 鳳 丸  

8月 9月中旬 淡 青 丸  

10月 11月末 
国際沿岸海洋研究センター  
外来研究員・研究集会  

中野地区  
外来研究員・研究集会  10月 11月末 
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23

26

29

33

37

41

45

54

48

51

DEPARTMENT

CENTER

海洋物理学部門 
Department of Physical Oceanography

研究内容｜RESEARCH CONTENTS

海洋大循環分野・海洋大気力学分野 
Ocean Circulation Group・Dynamic Marine Meteorology Group

海洋化学部門 
Department of Chemical Oceanography

海洋無機化学分野・生元素動態分野 
Marine Inorganic Chemistry Group・Marine Biogeochemistry Group

海洋底科学部門 
Department of Ocean Floor Geoscience 

海洋底地質学分野・海洋底地球物理学分野・海洋底テクトニクス分野 
Marine Geology Group・Submarine Geophysics Group・ 
Ocean Floor Geotectonics Group

海洋生態系動態部門 
Department of Marine Ecosystems Dynamics 

浮遊生物分野・微生物分野・底生生物分野 
Marine Planktology Group・Marine Microbiology Group・Benthos Group

海洋生命科学部門 
Department of Marine Bioscience

生理学分野・分子海洋科学分野・行動生態計測分野 
Physiology Group・Molecular Marine Biology Group・ 
Behavior, Ecology and Observation Systems Group

海洋生物資源部門 
Department of Living Marine Resources

環境動態分野・資源解析分野・資源生態分野 
Fisheries Environmental Oceanography Group・ 
Fish Population Dynamics Group・Biology of Fisheries Resources Group

国際沿岸海洋研究センター 
International Coastal Research Center

沿岸生態分野・沿岸保全分野・地域連携分野 
Coastal Ecosystem Group・Coastal Conservation Group・ 
Regional Linkage Group

LINKAGE
海洋連携分野＜生物圏環境学＞ 
Marine Research Linkage <Biosphere Environment>

海洋科学国際共同研究センター 
Center for International Cooperation

企画情報分野・研究協力分野 
Research Planning Group・Research Cooperation Group

先端海洋システム研究センター 
Center for Advanced Marine Research

海洋システム計測分野・海洋システム解析分野 
Marine System Observation Group・Marine System Analysis Group
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We primarily investigate the Kuroshio and North Pacific deep circulation 
based on ocean observations, in order to clarify the properties and dynamics 
of general ocean circulation and its roles in the formation and distribution of 
water masses.

Our group studies the mechanism of atmospheric disturbances over oceans 
and the basic hydrodynamic processes of convection and turbulence that 
play important roles in atmosphere-ocean interaction, through observation, 
numerical simulation, theory, and laboratory experiments.

　人類や生物の生存に適した現在の気候と海洋環境は、海

洋と大気の流れによる熱輸送や海洋・大気間での熱・運動量・

水・二酸化炭素などの交換の微妙なバランスによって維持さ

れています。そのため、このような海洋・大気システムの物理

機構の解明とそれに基づく長期変動の予測は、人類の生存

に関わる緊急の課題です。海洋物理学部門では、表層から深

層にわたる海洋大循環の流れと水塊の形成・変質過程、海洋・

大気間の相互作用とその結果生じる海洋・大気擾乱などに

ついて、観測に基づく定量的把握と力学機構の解明を行って

おり、長期変動の予測に不可欠な海洋・大気システムの理解

と検証のための研究を進めています。 

The present climate and oceanic environment supporting life on 

earth are maintained through subtle balances among heat 

transport in the oceans and the atmosphere, and exchanges of 

heat, momentum, water, and carbon dioxide between them. 

Therefore, clarifying the physical mechanisms of the ocean-

atmosphere system and predicting long-term variations of the 

system are critical goals for both science and society. We 

investigate general ocean circulation, water mass formation and 

conversion processes, air-sea interactions, and oceanic and 

atmospheric disturbances through observation, theory, numerical 

simulation, and laboratory experiments.

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

Department of Physical Oceanography
海洋物理学部門  

海洋大循環分野 
Ocean Circulation Group

GPSゾンデの放球 
Launching of GPS sonde

流速と水温、塩分、溶存酸素の測定 
Observation of current velocity, water temperature, 
salinity, and oxygen

超音波流速計の設置作業 
Deployment of acoustic current meter

海洋大循環の実態と力学、および水塊の形成や分布に果たす役割の解明を
目指し、北太平洋の黒潮と深層循環を中心に、研究船やフロートなどによる海
洋観測を重視した研究を進めている。 

海洋上の気象擾乱のメカニズムや大気・海洋の相互作用に関わる対流・乱流
などの流れの基礎過程などを、観測データの解析、数値シミュレーション、力学
理論、室内流体実験などの手法を用いて研究している。 

海洋大気力学分野 
Dynamic Marine Meteorology Group
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係留流速計と係留CTD の回収作業 
Recovery of a mooring of current meter and CTD

Department of Physical Oceanography, Ocean Circulation Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　世界の海を巡る海洋大循環は、熱や塩分、二酸化炭素な

どの温室効果気体、浮遊生物や生物に必要な栄養塩などを

運び、熱や物質の循環、海域特有の水塊の形成と輸送、海

洋生物の生育などに寄与し、地球の気候や海水構造および

海洋の生態系に大きな影響を与えています。広い緯度帯に

人間が住める現在の気候は、海洋と大気の循環が太陽から

入射した熱の一部を高緯度に向かって輸送することで実現し

ています。北半球の中緯度では海洋の寄与が大きく、その主

役が黒潮と湾流です。そのため、熱輸送量を決める黒潮の流

量は重要な研究対象です。また、漁業や海運に大きな影響を

及ぼす黒潮の流路変動の解明も重要な研究課題です。さらに、

3000m以深の海洋を巡る深層循環も、水温成層の形成や

気候変動などに重要です。これは、北大西洋の極域で冬季

に沈降した海水が南下して南極周極流に合流し、南極底層

水と混ざりながら特有の海水を作り、その一部が太平洋を北

上して北太平洋で深層上部に湧昇するという雄大な海水循

環です。その終着点である北太平洋での循環構造の理解は、

深層循環の全体像を理解するために極めて重要です。  

　海洋大循環分野は、こうした海洋循環の実態と力学、およ

び海洋循環が水塊の形成や分布に果たす役割の解明を目

指しており、特に北太平洋の黒潮と深層循環の研究に力を

入れています。海洋の実態を調べるために観測データを重視

しており、研究船での海洋観測を行って重要な海域での高品

質データを取得し、補足資料として他機関や国際研究計画

のデータを収集し、現実の海洋を正確に理解するために、そ

れらのデータを解析し力学機構を議論しています。 

現在の主な研究テーマ 
●黒潮の流路と流速・流量の研究 

　黒潮大蛇行などの流路変動と流速・流量の実態および力

学機構を、潮位や水温のデータ解析とモデル計算で明ら

かにしてきました。今後は、黒潮大蛇行の発生機構や黒潮

循環の三次元構造の解明を目指していきます。 

●北太平洋深層循環の流路の解明 

　深層循環の終着点である北太平洋は、深層水の特性の薄ま

りと海底地形の複雑さのために研究の難しい海域です。そこ

で、海水特性を高精度で測定して丹念に分析し、深層西岸

境界流の流路や深層上部への湧昇などを明らかにしています。 

●北太平洋深層循環の流速・流量の評価と監視 

　深層循環の減衰は地球温暖化に拍車をかけるので監視

が必要です。深層循環の理解と監視のために、係留系に

よる流速測定を行い、短周期擾乱を除いた正確な流速・

流量の評価と変動特性の研究を行っています。 

Ongoing Research Themes 
●Current path, velocity, and transport of the Kuroshio : We 

are investigating how the path, velocity, and transport of the 

Kuroshio vary in space and time. We are examining the 

mechanics and dynamics of the Kuroshio large meander and 

the 3-D structure of Kuroshio circulation. 

●Trajectory of deep circulation in the North Pacific : The 

North Pacific is critically important for understanding deep 

ocean circulation, but presents many challenges, including 

diluted water mass characteristics and complex bottom 

topography. We seek to clarify the routes of deep circulation in 

the North Pacific. 

●Transport of North Pacific deep circulation :  We monitor 

deep current velocities in the North Pacific using moored 

current meters, and evaluate volume transport to improve 

understanding global deep circulation.

General ocean circulation plays a large role in the global climate, 

environment, and ecosystem by transporting heat, greenhouse 

gases, nutrients, and plankton. The Kuroshio carries significant 

heat northward, thereby influencing global climate. Important 

deep ocean circulation must also be investigated especially in the 

North Pacific, where global deep circulation overturns to the 

shallower deep layer. 

The Ocean Circulation Group investigates the properties and 

dynamics of general ocean circulation including the formation, 

distribution, and variation of water masses. Our foci are primarily 

the Kuroshio and North Pacific deep circulation. We acquire high-

quality oceanographic data from critical areas at sea, and compile 

data from national and international sources. We seek to 

understand the state of the ocean through analyzing these data 

and discussing the dynamics of the phenomena.

海洋物理学部門 海洋大循環分野 
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本分野の研究例 
Examples of ongoing research

Department of Physical Oceanography, Dynamic Marine Meteorology Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　地球の気候を支配している大気と海洋は、海面を通して互

いに強い相互作用を行う複雑な結合システムを構成していま

す。潮汐を除くほとんどの海洋の運動は、大気が海面に与え

る風の応力や熱・水などのフラックスによって駆動されています。

一方、海面から供給された熱や水蒸気は大気中の対流や低

気圧など、さまざまなスケールの擾乱の発生・発達に大きく影

響しています。このように複雑なシステムの振る舞いを正確に

把握し、精度良く予測するためには、対流や乱流をはじめとす

る大気・海洋の基礎的な過程に関する理解が不可欠である

ことが、以前にも増して強く認識されてきています。海洋大気

力学分野では、大気と海洋の相互作用に関わる対流・乱流・

低気圧など、さまざまな大気・海洋擾乱の実態・構造・メカニ

ズムを観測データの解析・数値シミュレーション・力学理論・

室内流体実験などの多様な手法により解明しています。 

 

現在の主な研究テーマ 
●日本周辺の海洋上に発生する大気擾乱の研究 

　冬期に大陸から寒気が流出すると、日本周辺の海洋上で

は活発な大気・海洋相互作用が起き、筋状に並んだ対流

雲やポーラーロウ（水平スケールが数100km程度のメソ

低気圧）などが発生して、豪雪や高波などを生じます。一方、

梅雨期には、活発な対流雲の集まりを伴うメソ低気圧が梅

雨前線上の東シナ海に発生して西日本に集中豪雨をもた

らします。これらの低気圧では対流雲と低気圧の渦が複雑

な相互作用をしており、その構造や力学過程の解明は防

災上も気象学上も急務です。 

●対流雲の形態・組織化機構と集中豪雨の研究 

　組織化された対流雲は、局地的な強風や集中豪雨の原因

となります。また、対流雲による鉛直方向の熱輸送は地球

の気候に大きな影響を与えるため、その形態と組織化機

構の研究は重要です。 

●大気・海洋間のフラックスに関する研究 

　台風は海面から供給される水蒸気をエネルギー源として発

達する一方、その強風により海中に活発な混合、湧昇、内

部波などを励起します。また、大気・海洋は海面での運動

量の交換を通して固体地球の回転の変動にも寄与してい

ます。大気・海洋間の物理量の交換に関わる大気・海洋

境界層の乱流機構やその結果生ずる大気・海洋擾乱の

機構の解明は大気・海洋相互作用の理解に不可欠です。 

●室内実験による大気・海洋擾乱の研究 

　大気・海洋擾乱の基礎的過程を、最新の機器を用いた回

転成層流体実験によって解明しています。 

Numerically simulated polar low (upper left), meridional cross-section of 
numeically simulated rainband (upper right), radar image of subtropical low 
(lower left; coutesy of Japan Meteorological Agency) and horizontal 
convection in a rotating tank experiment (lower right)

Ongoing Research Themes 
●Atmospheric disturbances over the oceans around the 

Japanese islands : Meso-scale and synoptic-scale cyclones in 

which interactions among the vortex, convective clouds, and 

sea surface fluxes play important roles are investigated. These 

include polar lows that develop during cold air outbreaks, 

meso-scale cyclones that bring torrential rainfall during the 

Baiu/Meiyu season, typhoons, subtropical cyclones, and 

rapidly-developing extratropical cyclones. 

●Convective cloud formation 

●Atmosphere-ocean fluxes 

●Laboratory experiments on atmospheric and oceanic 

disturbances

The earth's climate is regulated by the atmosphere and oceans, 

which interact strongly and constitute a complex coupled system. 

Most oceanic circulation, except for tidal motion, is caused by 

atmospheric forcing such as wind stress, surface heating/cooling, 

evaporation, and precipitation. Much atmospheric circulation, on 

the other hand, is forced by sensible and latent heat fluxes 

through the sea surface. To understand such a complex system 

and to predict its behavior reliably, it is important to investigate 

the basic processes of atmospheric and oceanic circulation such 

as turbulence, convection, and instabilities. Our group studies the 

behavior, structure, and mechanisms of various atmospheric and 

oceanic disturbances, which play important roles in atmosphere-

ocean interactions, through observation, numerical simulation, 

theory, and laboratory experiments.

海洋物理学部門 海洋大気力学分野 

数値実験で得られたポーラーロウ（左上）と梅雨期の降水バンドの南北断面（右上）。
亜熱帯低気圧のレーダー画像（左下）と回転系の水平対流の室内実験（右下） 
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　地球の表面積の7割を占め、平均3800mの深度を持つ海洋。

この広大な空間に地球上に存在する水の97％が満たされて

います。ここではさまざまな物質が、生物作用あるいは物理化

学的な作用により姿・形を繰り返し変えながら存在しています。

また、海洋は決して閉じた世界ではなく、大気、陸上、海底と接

する境界面で物質を交換させながら、地球全体の物質循環を

駆動させています。これら一つひとつのやり取りの微妙なバラ

ンスによって地球環境が成り立っているのです。果たして、海

洋において物質はどのように変遷し、境界面ではどのようなや

り取りが行われているのか？ 我々は最先端の技術を開発・駆

使しながら、より鮮明な物質循環像の解明に取り組んでいます。 

The boundless ocean covers 70% of the earth’s surface to a 

mean depth of 3800m, encompassing 97% of all water on earth. 

The copious dissolved and suspended matter in the ocean cycles 

internally through biological and/or physicochemical processes, 

and externally through exchanges at the boundaries of the ocean 

with the atmosphere, land, and seafloor. The global environment 

maintains delicate balances and feedbacks for each process. We 

aim to elucidate the mechanisms of cycling in the ocean by 

employing state-of-the-art technologies for analyzing elements, 

isotopes, organic and inorganic matter, and biogeochemical 

processes.

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

Department of Chemical Oceanography
海洋化学部門  

石垣島のサンゴ礁 
Coral reef in Ishigaki Island

分子レベルでの同位体分析システム 
The system for isotopic analysis at molecular level

CTD-CMSシステムを用いたクリーン採水 
Clean seawater sampling using CTD-CMS system

Our main goals are: i) to elucidate chemical characteristics of the ocean from detailed mapping of 
the distribution of major and minor elements including their isotopes by making the best use of 
technologies of analytical chemistry, and ii) to understand biogeochemical cycles and evolution of 
the oceanic environments associated with interactions with the atmosphere, biosphere, and solid 

海洋無機化学分野 
Marine Inorganic Chemistry Group
分析化学的手法を駆使して、海水中の主要および微量元素の濃度・同位体分布を
詳細に解明し、海洋の化学的性質を明らかにする。海洋環境における生物地球化学
的サイクルと進化を、大気、生物圏および固体地球との相互作用も含めて理解する。 

The mechanism of biogeochemical cycle of biophilic elements in the ocean will be 
elucidated using both chemical and biological approaches. In particular, we focus on 
the interaction between organic matter and nutrients dynamics, and biological 
processes, and aim to quantify its affect on local marine environments and global 

生元素動態分野 
Marine Biogeochemistry Group
海洋における生元素の循環メカニズムを、化学的、生物学的手法を駆使して解明
する。特に、海洋における栄養塩類、有機物の動態と生物過程の相互作用に着目
し、地域的な海洋環境や地球規模での気候変動に与える影響への定量化をめざす。 
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Department of Chemical Oceanography, Marine Inorganic Chemistry Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　海水が塩辛いのは、海水中に塩化ナトリウムなど、いろいろ

な塩が溶解しているためです。また、わずかですが海水は濁っ

ています。これは、生物体などに由来する細かい粒子が漂っ

ているためです。このように、海洋環境はさまざまな化学物質

から構成されています。それらの複雑な分布と挙動は、各物質

が固有に持つ化学的性質、供給と除去の起こり方、さらに海

洋内での物理学的あるいは生物学的過程によって、巧みに

コントロールされていると考えられます。我々、海洋無機化学

分野では、海洋におけるこのような地球化学的物質サイクル

について、大気圏、生物圏、および岩石圏との相互作用を経

てどのように進化してきたのかも含め、総合的に理解すること

を目指しています。その上で、化石燃料二酸化炭素の放出を

はじめとする地球環境問題に対し、海洋がどのように反応す

るのか、どのような役割を果たしているのかについて解明しよ

うとしています。これらの研究を推進し新たな分野を開拓する

ために、白鳳丸・淡青丸などの研究船や「しんかい6500」な

どの潜水船を活用し、また他の大学・研究機関の多くの研究

者とも共同で観測調査やデータ解析を進めます。さらに国際

的には、海洋の総合的な地球化学研究に関わる共同プロジ

ェクト、例えば、GEOTRACES, SOLAS, IMBER, InterRidge, 

LOICZ, IODPなどと密接に協調しつつ研究を進めています。 

現在の主な研究テーマ 
●海水および堆積物（粒子物質および間隙水を含む）中の

微量元素（遷移金属、希土類元素、貴金属類など）、溶存

気体、安定同位体（H, C, O, N, Nd, Ce, Pbなど）、およ

び放射性同位体（U/Th系列核種、14C, 222Rnなど）の生

物地球化学的挙動の精査と、人為的作用も含め、それら

の時空間変動の要因を解明します。 

●グローバルな海洋循環、混合、生物生産と分解、大気－海

洋、海陸相互作用など、さまざまな現象のトレーサーとして、

化学成分および同位体を活用した研究を行います。 

●中央海嶺や島弧・背弧海盆における海底熱水活動、プレ

ート沈み込み帯における冷湧水現象、沿岸域における海

底地下水湧出現象などに伴う、海洋と固体地球との間の

地球化学フラックスを解明します。 

●高精度化学分析手法をはじめ、クリーンサンプリング手法、

現場化学計測法など、新しい技術の開発と応用を行います。 

研究船淡青丸における大量採水器を用いた観測作業（日本海にて） 
Large volume water sampling on board R/V Tansei-maru (Japan Sea)

Ongoing Research Themes 
●Biogeochemical characterization of trace elements, major and 

minor dissolved gases, stable isotopes, and radioisotopes in 

seawater and sediment, for assessment of oceanic processes 

controlling their spatial and temporal variations, including 

anthropogenic effects. 

●Application of chemical components and isotopes as tracers 

for various phenomena, such as global ocean circulation, 

mixing, biological production and degradation, and air-sea and 

land-ocean interactions. 

●Elucidation of geochemical fluxes between the ocean and solid 

earth through submarine hydrothermal activity, cold seepage, 

and submarine ground water discharge. 

●Development of new technologies for clean sampling, in situ 

observations, and highly sensitive chemical analyses.

Various chemical components constitute the oceanic environment, 

and their complex distribution and behavior are controlled by their 

chemical properties, sources, and sinks, as well as physical and 

biological processes. Our main goal is to comprehensively 

understand geochemical cycles in the ocean and their evolution 

through interactions with the atmosphere, biosphere, and 

lithosphere, on the basis of chemical and isotopic measurements. 

We aim also to elucidate the oceanic response to natural and 

anthropogenic perturbations such as emission of fossil fuel carbon 

dioxide. We collaborate at sea with many marine scientists and 

actively participate in topical international projects such as 

GEOTRACES, the Surface Ocean Lower Atmospheric Study 

(SOLAS), Integrated Marine Biochemistry and Ecosystem 

Research (IMBER), International Cooperation in Ridge-Crest 

Studies (InterRidge), Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone 

(LOICZ), and the Integrated Ocean Drilling Program (IODP).

海洋化学部門 海洋無機化学分野 
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Department of Chemical Oceanography, Marine Biogeochemistry Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　海洋における生元素（炭素・窒素・リン・珪素・イオウなど）

のサイクルは、多様な海洋生物による生化学的変換プロセス

と物質移動を支配する物理学的プロセスとの複雑な相互作

用によって駆動され、大気や陸域における元素循環過程と連

動しつつ地球環境に大きな影響をおよぼしています。近年、

人類による物質循環系の攪乱と、その結果としての地球温

暖化や生物多様性の大規模な消失といった環境問題が顕

在化・深刻化し、生物圏と地球環境の相互作用の仕組みと

その変動要因を明らかにすることは人類にとっての急務とさ

れています。しかし、グローバル・スケールでの海洋物質循環

とその制御機構に関する知見は十分でなく、特に生物の深く

関与する非定常プロセス、局所的プロセスに関しては、その

重要性にもかかわらずなお未知の領域を多く残しています。 

　生元素動態分野では、生元素循環の素過程を担う多様な

生物群集による代謝ネットワークの進行する場の解析と制御

メカニズムの解明、および生物代謝が環境中の物質の分布

と輸送に果たす役割の解明を大目標に掲げ、新しい技術や

方法論の開発、モデル実験や理論的アプローチによるプロ

セス研究、研究船航海や調査旅行によるルーティン観測作

業を3つの柱として研究を進めています。河口・沿岸域から外

洋に至るさまざまな場において固有のテーマに基づく基礎的

研究に取り組んでいるほか、有機物・栄養塩の精密分析、軽

元素同位体比分析、同位体トレーサー法、光学的粒子解析

技術を主要な武器として大型共同プロジェクトの一翼を担う

ことにより、時代の要請に即応した分野横断的な海洋研究を

目指しています。 

現在の主な研究テーマ 
●海水中の難分解性溶存有機物の構造とその分解を阻害

している因子の研究 

●大気海洋炭素循環モデルにおける化学パラメータの精密

観測 

●熱帯～温帯沿岸生態系（特に大型底生植物群落）の生

態学的機能とその保全 

●非生物性微細有機粒子の現存量評価、ならびに生成・沈

降のメカニズムの究明 

●海洋窒素循環と有機物の分解過程における微生物学的

酸化還元プロセスの役割 

●炭素・窒素の安定同位体比を用いた物質循環・食物連鎖

解析法の開発とその応用 

 

Ongoing Research Themes 
●The nature of refractory dissolved organic matter in 

oceanic waters 

●Determination of chemical parameters used in global 

circulation models 

●Conservation ecology of macrophyte-dominated coastal 

ecosystems 

●Occurrence and production of submicron particles in the 

open ocean 

●The roles of microbial redox processes in marine sediment 

biogeochemistry 

●Application of stable isotopic techniques to the evaluation 

of ecosystem status

The distribution and circulation of biophilic elements such as 

carbon (C), nitrogen (N), phosphorus (P), silicon (Si), and sulfur 

(S) in the ocean are regulated by both physical transport 

processes and biochemical transformation by various organisms. 

These elements may occur in volatile, dissolved, or particulate 

forms, and thus their biogeochemical cycles in the ocean are 

closely linked with those in the atmosphere and the lithosphere. 

Because of its large capacity, the sea plays a crucial role in 

maintaining the global cycles and balance of these elements. 

Research in our laboratory is concerned primarily with the 

dynamics of biophilic elements in marine environments and their 

coupling with metabolisms of marine organisms. Emphasis is 

placed on identification of various biochemical processes 

operating in the water column and upper marine sediments, and 

their regulation and interaction.

海洋化学部門 生元素動態分野 
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　大海原の下には堆積物や火山岩で覆われた海底が広が

っています。そこには「惑星地球」の歴史が刻まれており、活

動的な固体地球としてのさまざまなプロセスを研究する土台

があります。この地球のいちばん表層部分こそ、地殻の形成

や破壊、地球環境の変化、そして海洋生物の進化と絶滅の

歴史を物語る鍵に満ちています。海洋底科学部門では、海底

が新しく生まれている中央海嶺や背弧海盆、深部の地殻物

質の露出するトランスフォーム断層、極めて大規模な火山活

動で生まれた巨大海台、活発な地震活動や物質循環の生じ

ているプレート沈み込み帯など、海底が非常にダイナミックに

生きている事実そのものを研究対象としています。 

The oceans cover the majority of our planet's surface, and the 

seafloor underneath is typically sediment or volcanic rock. The 

ocean floor records the history of planet Earth, and also yields 

information on dynamic Earth processes. The Earth beneath the 

sea is a critical environment for researching the production and 

destruction of oceanic crust, changes in Earth environments, and 

the evolution and extinction of marine life. Scientists of the 

Department of Ocean Floor Geoscience study oceanic ridges, 

transform faults, large igneous provinces, subduction zones, and 

back arc basins to understand dynamic Earth.

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

Department of Ocean Floor Geoscience
海洋底科学部門  

自航式深海底サンプル採取システム 
Navigable Sampling System (NSS)

岩石薄片の偏向顕微鏡写真（カンラン岩） 
photomicrograph (polarization microscope) of peridotite

実験室風景 
Laboratory

海底地形3次元図（海洋コアコンプレックス） 
3D seafloor morphology (oceanic core complex)

Our group conducts topographic, seismic reflection, sediment sampling, 
deepsea drilling and seafloor observation investigations to understand active 
processes in the deep sea and to obtain key information for reducing natural 
hazards, predicting global environmental changes, and locating natural 

海洋底地質学分野 
Marine Geology Group
地形・地下構造探査、採泥、深海掘削、海底観察などによって、現在進行中の
地質現象を理解し、自然災害、地球環境変動、資源に関わる問題解決の鍵と
なる情報の取得を目的に研究を行なっています。 

We study dynamic processes and the history of the deep seafloor and 
Earth's interior using mainly geophysical methods, employing both marine 
and land observations.

海洋底地球物理学分野 
Submarine Geophysics Group
主に測地学・地球物理学的な手法を用いて、研究船による観測や陸上での観
測を行い、巨大海台の形成史や中央海嶺プロセス、地球の構造とダイナミクス
を研究しています。 

The principal objectives of the Ocean Floor Geotectonics Division are 
investigation of the dynamics of the oceanic lithosphere and its interaction 
with earth's surface environments based upon the integration of the 
geological, geochemical and geophysical data.

海洋底テクトニクス分野 
Ocean Floor Geotectonics Group
海洋底テクトニクス分野では、地質・地球化学データおよび地球物理学データ
に基づいて海洋地殻に関連したテクトニクスと地球環境システムの相互作用
の総合的な解明を目指しています。 
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Department of Ocean Floor Geoscience, Marine Geology Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　海洋底に分布する地層には、海洋地殻の形成、過去に生

じた地震の痕跡、地域的あるいは全地球的な環境変動、砕

屑物の集積、炭素をはじめとする物質循環などの記録が残さ

れています。また、海底では火山活動、熱水活動、プレート沈

み込み帯の地殻変動などの現在進行中の地質現象を観測

することができます。海洋底地質学分野では、主に音波を用

いた地形調査や地下構造探査、地質試料の採取、深海掘削、

海底観察などによって、過去の現象を理解するとともに、自然

災害、地球環境変動、資源に関わる問題を解決し、将来を予

測する上で基礎となる情報の取得を目的として研究を進めて

います。 

　研究は、調査船を用いた海洋底の構造の広域マッピングと

ともに、対象を絞った高精度・高解像度のデータの取得に力

を入れています。具体的には研究室で所有する３つの装置、１）

海底の微細構造や底質のマッピングを目的とした深海曳航

式サイドスキャンソナー探査システム、２）海底下浅部構造を

対象とした高解像度反射法地震探査システム、３）精密照準

採泥を目的とした自航式深海底サンプル採取システム、を用

いた調査を実施しています。例えば、プレート沈み込み帯では

付加プリズムの成長過程、砕屑物の浅海から深海への運搬・

堆積過程、泥火山の形成過程について、従来にない精度の

情報を得ています。また、地球磁場の逆転イベントや白亜紀

の海洋貧酸素イベントなどの研究では、海域調査のみならず

海外の陸上調査も実施しています。これらの研究成果は、国

際深海掘削計画のプロポーザルの事前調査データとしても

活用されています。 

現在の主な研究テーマ 
●プレート沈み込み帯浅部の地質構造，物質循環とテクトニ

クスの研究 

●深海底活断層の分布と活動履歴の研究 

●反射法地震探査を用いた海底下構造・物性の研究 

●メタンハイドレートの分布と成因の研究 

●OSL年代測定を利用した沿岸域から深海域までの砂粒

子の運搬履歴の研究 

●大陸-大陸衝突に伴い形成される東地中海の塩水湖およ

び泥火山の研究 

●反射法地震探査を用いた海洋中微細構造の研究 

室戸沖南海トラフの３次元反射法地震探査で得られたプレート境界面（デコル
マ）の形状。自己組織化マップを用いたアトリビュート解析で得られたクラス分
けの結果を色で示す。海底面と海洋地殻上面の色は、深度（往復走時）を示し
ている 
Decollement geometry from 3D-seismic reflection data in the Nankai 
Trough. Color is based on a classification results using seismic attributes 
analysis with Kohonen self-organizing map

Ongoing Research Themes 
●Shallow structure, mass balances, and tectonics of subduction zones 

●Distribution and displacements of active submarine faults  

●Structure and physical properties of oceanic crust using 

seismic reflection data 

●Distribution and origin of methane hydrates 

●Sand grain transport process from coastal area to deep 

marine with OSL technique 

●Characterization of brine lake and mud volcano related to 

continent-continent collision in the eastern Mediterranean Sea 

●Seismic oceanography - Oceanic finestructure using seismic 

reflection method

Deep-sea strata record the development of oceanic crust, the 

history of earthquakes, regional and global environmental 

changes, and the carbon cycle. Moreover, active geological 

processes, e.g., volcanism, hydrothermal venting, sediment 

transport, and crustal movements at convergent, divergent, and 

transform plate boundaries, can be observed on or beneath the 

seafloor. Our group conducts topographic, seismic reflection, 

sediment sampling, and seafloor observation investigations to 

understand both the geological record and active processes in the 

deep sea. In particular, we pursue high-precision and high-

resolution studies using the deep-tow sidescan sonar system 

"WADATSUMI", a seismic reflection system consisting of a 

generator-injector (GI) airgun and multichannel streamer cable, 

and a navigable pinpoint sampling system "NSS", as well as 

undertaking more regional studies. Complementary to local and 

regional studies, we participate intensively in the Integrated Ocean 

Drilling Program (IODP) and other international projects, both at 

sea and onshore. Our main goal is to obtain key information for 

reducing natural hazards, predicting global environmental 

海洋底科学部門 海洋底地質学分野 
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Department of Ocean Floor Geoscience, Submarine Geophysics Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　深海底は水に覆われて普通は見ることのできない世界です

が、地球上の大半の火山活動が実は海底で起こっているこ

とからもわかるように、極めて活動的なところです。海底で起こ

るさまざまな地学現象は、地球深部の構造やダイナミクスと密

接に関連し、一方で海や大気を介して地球環境変動とも結

びついています。また、海底に刻まれたさまざまな証拠から、地

球の経てきた歴史の一端を垣間見ることもできます。しかしな

がら、深海底の調査はまだ歴史が浅く、人類が探査してきた

のはごく限られた部分にすぎません。海底を研究するための

手法は数多くありますが、比較的広い範囲を概観して基本的

な原理や構造を把握するためには、リモートセンシングの考え

を取り入れた地球物理観測と解析が強力な手段となり得ます。 

　海洋底地球物理学分野では、ダイナミックに変動する海底

の現象と地球の構造を、主に測地学・地球物理学的な手法

を用いて明らかにする研究に取り組んでいます。具体的には、

研究船での観測や陸上観測で得られる地形・地磁気・重力・

地震波構造などのデータを元に、巨大海台の構造や形成史、

中央海嶺での海底拡大のプロセス、地球の深部構造などを

明らかにすることを主な課題としており、観測の対象となる海域・

地域は現在世界中に広がっています。これらの課題を通じて、

過去から現在に至る地球の変動の実態に迫ることが目標です。

また、観測技術や解析手法の開発、海底地球物理データベ

ース統合などにも精力的に取り組んでいます。 

現在の主な研究テーマ 
●巨大火成岩岩石区の研究 

　地球史のなかで極めて大規模な火山活動が起こった時代

が何回かあります。その時に噴出した多量の火成岩で埋

め尽くされた場所を巨大火成岩岩石区と呼び、海底では

巨大な海台として残っています。巨大海台の発達過程と

海台形成が地球史におよぼした影響を、地球物理観測や

海底掘削のデータから明らかにしようとしています。 

●中央海嶺のテクトニクスの研究 

　新しい海洋底が生まれる中央海嶺の海底拡大過程を研

究しています。特に、マグマの供給が少なく断層運動の卓

越する海嶺に焦点をあてています。 

●超伝導重力計観測による地球深部ダイナミクスの研究 

　長野県松代において超伝導重力計による精密重力観測

を行い、地球自由振動から地球回転に至る幅広い周波数

帯域にわたって地球の内部構造やダイナミクスについて

の研究を行っています。 

●海上重磁力観測システムの開発 

2億5千万年前以降に形成された巨大火成岩岩石区（図中赤色）の分布。海
底に巨大な海台が横たわる 
Global distribution of Large Igneous Provinces (LIPs) emplaced since 250 
million years ago

Ongoing Research Themes 
●Large Igneous Provinces : The history of the Earth is 

punctuated by massive eruptions of volcanic rock that form 

Large Igneous Provinces (LIPs) such as oceanic plateaus. Our 

group seeks to understand how LIPs originate and develop, 

and how their formation has impacted the environment, using 

geophysical and geological data. 

●Mid-ocean ridge processes : The main goal of our mid-ocean 

ridge studies is to understand the key processes forming the 

wide variety seafloor globally. A recent target is oceanic 

detachments where tectonism dominates magmatic accretion. 

●Study of the Earth's Deep Interior with Superconducting 

Gravimeter 

●Development of marine gravity and geomagnetic instruments

The deep seafloor is an active, but hidden environment where most of 

Earth's volcanism and much of its tectonic activity occurs. Various 

phenomena on the deep seafloor are closely linked to Earth dynamics 

and structure, and also linked to Earth's environment through the 

hydrosphere and atmosphere. Though the seafloor plays an important 

role in Earth's evolution, the area we have investigated so far is quite 

limited. Geophysics is a powerful tool to investigate the vast seafloor 

realm and to contribute to understanding basic Earth principles and 

structure. 

We, the submarine geophysics group, study dynamic processes and 

the history of the deep seafloor and Earth's interior using mainly 

geophysical methods, including one of the academic world’s most 

advanced seismic processing and interpretation centers. Our targets 

range from the formation of large oceanic plateaus to mid-ocean ridge 

processes to core structure, employing both marine and land 

observations, and our goal is to paint a precise picture of the dynamic 

Earth system. We also develop new observation technologies and new 

海洋底科学部門 海洋底地球物理学分野 
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ドレッジの揚収 
Dredge on deck

Department of Ocean Floor Geoscience, Ocean Floor Geotectonics Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　海洋底テクトニクス分野では、多岐にわたる海洋底火成活

動の物質科学とテクトニクスのトータルな解明を目指しています。

海洋底火成活動は、（A）プレートの発散の場である海嶺域、（B）

収斂の場である島弧海溝域（そして両者の複合域である縁

海域）、さらに両者とは（C）独立のプレート内域（LIPS、ホット

スポット、コールドスポット、ミニスポットなど）の活動に大別でき

ます。本分野は、上記3種の活動域での火成活動の構成物と

その変遷過程の解明を目指し、基礎研究に臨んでいます。 

　日本の陸上地質の70％以上は、前弧域を含む海洋底由来

の物質から構成されているといっても、過言ではありません。す

なわち、陸上の地質は過去の地質過程の集積、いわゆる現在

の海洋底地質過程の集積として理解できます。陸上地質の

理解にも、海底地質・岩石の研究は不可欠です。そのために、

精密な海底地形・地球物理調査を行い、その情報に基づい

て海底地質・岩石試料（生物硬試料を含む）を採集し、物質

科学的解析により現在の海底の構成物質、形成課程を理解

し、さらには陸上地質・岩石の成因の理解にも供しています。

解析には自動化されたXRF、EPMA、ICP-MSなどの最新の

装置を駆使して、岩石および構成鉱物の主成分、微量成分

から超微量成分、同位体に至る分析を行っています。特に、

海洋底試料では報告の少ない造岩鉱物の分析と、それらの

基礎分析データに基づくマグマの素過程；温度圧力などの物

理化学条件の解析に力を入れています。国際深海掘削、有

人潜水艇探査、ドレッジなどの試料が研究に供されています。 

　本分野では、全国共同利用研究所の特性を生かすべく、共

同研究に特別な努力を払っています。 

現在の主な研究テーマ 
●東フィリピン海の岩石とテクトニクスの変遷史 

　伊豆小笠原弧、雁行海山、九州パラオ弧、四国海盆の地形・

年代・構成岩石の解析から、東フィリピン海の海洋性島弧

初期火成活動から現在の背弧海盆・島弧・海溝系に至る

岩石学的発達史とテクトニクスの変遷を解明します。 

●背弧海盆・島弧系の地質断面と陸上オフィオライトの起源 

　伊豆小笠原・マリアナ前弧域蛇紋岩海山、および南部マリア

ナ域海洋地殻のマントルに至る地質断面の地質・岩石・形

成史を解明し、陸上オフィオライトの起源も議論しています。 

●中央海嶺および背弧海盆拡大域の火成活動とテクトニクス 

　東太平洋（ODP第２００、２０３節）、インド洋海嶺三重点、ア

デン湾海嶺軸、および縁海の地質・岩石・テクトニクスの

差異を比較検証し、成因を議論します。 

●海底の熱水活動と地球表層環境のリンケージの解明お

よび古環境を復元するための間接指標の開発 

Ongoing Research Themes 
●Petrologic and tectonic evolution of the East Philippine Sea : 

Bathymetric, geophysical, and petrologic research on the Izu-

Bonin arc, Kyushu-Palau ridge, en echelon seamounts, and 

Shikoku basin illuminates the geologic evolution of the East 

Philippine Sea. 

●Geological transects of island arc-backarc systems and the 

ophiolite problem : Ophiolites from forearc seamounts and 

backarc basins in the Philippine sea and along Southern Mariana 

trench inner wall help to elucidate the origin of ophiolites. 

●Linkage between hydrothermal alteration and long-term 

changes in global environments : Sub-seafloor hydrothermal 

alteration of oceanic crust of ophiolitic complexes have been 

studied. Hydrothermal alteration has been linked with long-term 

changes in global environments. 

●Comparative studies of seafloor spreading in backarc basins 

and along mid-ocean ridges are welcomed

Volcanism on the seafloor occurs in three settings: oceanic ridges, 

island arcs along subduction zone (backarc basin volcanism shares 

characteristics with oceanic ridges), and intra-plate volcanism (large 

igneous provinces, hotspots, coldspots, and individual volcanoes). 

We investigate such volcanism globally. More than 70% of Japan’s 

geology formed at the ocean floor in the geological past, including 

igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. Research on the 

ocean floor is important, therefore, to understand the geology of 

both the ocean floor as well as land. Our group samples rocks from 

the seafloor aided by detailed bathymetric and geophysical surveys, 

and we use these samples for precise chemical analyses, including 

major element, minor element, rare earth element (REE) element, 

and isotopic, of both bulk rocks and constituent minerals. 

Cooperative research is important for our group.

海洋底科学部門 海洋底テクトニクス分野 
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　地球全体の7割を占める巨大な海には、多種多様な生物

が生息し、それらが互いに食う・食われるの関係を持ちながら

生態系を構成しています。海洋生態系の解明は、健全な地

球環境をキープする第一歩です。海洋生態系動態部門では、

海洋に広く生息する微生物、植物プランクトン、動物プランク

トン、マイクロネクトン、そして深海の底生生物などが研究ター

ゲット。個体レベルでの生態や生理学的特徴を調べるとともに、

これら生物がどのような役割を持って海洋の物質循環や地球

環境に貢献しているかを探究しています。 

An enormous variety of life constitutes the ecosystem, including 

the food chain, of the ocean, which covers 70% of earth. 

Understanding the marine ecosystem is the key to sustaining and 

improving the global environment. We study various microbes, 

phytoplankton, zooplankton, micronekton, and deep-sea benthos. 

We investigate their ecological and physiological characteristics, 

and their role in mass cycling in the ocean and the earth’s 

biosphere beyond.

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

Department of Marine Ecosystems Dynamics
海洋生態系動態部門  

ワガタヒカリボヤ：世界の外洋に広く分布する群体性
ゼラチン質動物プランクトン 
Pyrosomella verticillata：Colonial gelatinous 
zooplankton in the offshore region of the world 

発光細菌コロニー 
Bioluminescent bacteria

南太平洋の熱水噴出域に生息するアルビンガイの一種 
Alviniconcha sp. inhabiting hydrothermal vent fields 
in the southern Pacific

Plankton Laboratory focuses on investigating marine plankton to understand 
their phylogeny, biodiversity, life cycle, production, and the roles in 
biogeochemical cycles in the ocean.

浮遊生物分野 
Marine Planktology Group
世界のさまざまな海洋におけるプランクトンを研究対象とし、それらの系統類縁
関係、種多様性、生活史、生物生産および物質循環における役割について研
究を行っている。 

Our research focuses on the distribution, diversity, evolution, adaptation and 
ecological functions of microorganisms in various oceanic provinces from 
Japanese coastal waters to polar oceans. Our ultimate goal is to understand 
earth’s biosphere systems integrating multi-disciplinary studies from genomes to 

微生物分野 
Marine Microbiology Group
日本周辺から極域に至るまで、地球上のさまざまな海域における微生物の分布、
多様性、進化、適応、生態的機能等について研究を行っています。ゲノムから
生態系まで、地球生物圏システムの総合的な理解を目指しています。 

We are studying the ecology of marine benthic ecosystems and organisms in 
various environments from the intertidal zones to deep sea trenches. The 
present research keywords are chemoautosynthesis-based communities, the 
Japan Sea and tidelands.

底生生物分野 
Benthos Group
潮間帯から深海底に至る海底の生態系および底生生物（ベントス）を主な研
究対象として、さまざまな角度から研究をおこなっています。現在の主要なキー
ワードは化学合成生物群集、日本海、干潟です。 
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研究船白鳳丸でのプランクトン採集 
Plankton sampling on the R/V Hakuho-maru

Department of Marine Ecosystems Dynamics, Marine Planktology Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　プランクトン（浮遊生物）は熱帯から極域、表層から１万メー

トルを超える超深海まで、あらゆる海洋環境に生息しています。

そこでは数ミクロンに満たない微小な藻類から数メートルを超

えるクラゲの仲間まで、多種多様な生き物が相互に関係を持

ちつつも独自の生活を送っています。これらプランクトンは、各々

の生活を通じて基礎生産や高次食物段階へのエネルギー転

送、さらには深海への物質輸送の担い手として海洋の生物

生産と物質循環過程のなかで重要な役割を果たしています。

また近年、地球規模での環境変動、地球温暖化や汚染物質、

漁業活動等による海洋生態系の攪乱がプランクトン群集の

変動と大きく関わっていることが明らかになってきました。 

　浮遊生物分野では、海洋におけるプランクトン・マイクロネ

クトン（小型遊泳生物）の種多様性（多様なプランクトンはど

のように進化し、どのような関係をもって暮らしているか）と物

質循環における役割の解明を目指しています。この目的のた

め、日本沿岸、北太平洋亜寒帯域、東南アジア海域、南極海

域等をフィールドとし、種の生活史と個体群動態、群集の時

空間的変動、個体・種レベルでの生理・生態、種間の系統関

係等について研究を進めています。特に地球上で最大の未

知の領域である深海生態系については、潜航艇や映像機器

を駆使し、マリンスノーと食物網に注目した生物多様性の解

明に取り組んでいます。また、地球規模での環境変動や汚染

物質の負荷に対するプランクトン群集の応答と機能について

は、海洋での鉄散布実験や汚染物質モニタリングを通じて、

国際的・学際的協力のもとに研究を進めています。 

現在の主な研究テーマ 
●深海生態系の種多様性と食物網 

●国際協力研究：北太平洋亜寒帯域における鉄散布実験 

●西部太平洋海域における主要動物プランクトン・マイクロ

ネクトンの分布、季節変動、生活史に関する研究 

●ゼラチン質プランクトンの多様性と生態学的役割 

　近年世界各地で大増殖が報じられているゼラチン質プラン

クトンの種多様性と生態を現場採集、潜水艇観察、室内

実験により解明します。 

●外洋・深海生態系における人為的汚染物質の分布と輸送・

蓄積過程 

●動物プランクトンの進化機構 

　物理的障壁の乏しいプランクトン生活圏における種の進

化機構と系統関係を分子、形態、地理分布から解明します。 

●動物プランクトンの全海洋多様性調査 

　（Census of Marine Zooplankton） 

Ongoing Research Themes 
●Species diversity and the food web in the deep-sea ecosystem 

●Iron enrichment experiments in the subarctic Pacific : An 

international project aiming to assess the possibility of CO2 

fixation into the ocean and its impact on the ecosystem. 

●Life history of zooplankton : Field studies in the western 

North Pacific on the distribution, seasonal changes, and life 

histories of major zooplankton species. 

●Biodiversity and ecological roles of gelatinous plankton : 

Elucidating species diversity and ecologies of gelatinous 

plankton through field sampling, submersible observations, and 

laboratory experiments. 

●Distribution and transport/accumulation processes of 

anthropogenic pollutants in oceanic and deep-sea 

ecosystems 

●Evolutionary mechanisms in zooplankton through combined 

molecular, morphological, and zoogeographical approaches 

●Global Census of Marine Zooplankton (Census of Marine 

Life) : A global-scale international project aiming to 

The world ocean is dominated by various drifting organisms 

referred to as plankton. While each plankton species is unique in 

its morphology, ecology, and evolutionary history, each also has 

various relationships with co-occurring species and their 

environments, and plays major roles in biological production and 

biogeochemical cycles in the ocean. In recent years, it has 

become increasingly apparent that global-scale environmental 

changes and disruptions to marine ecosystems by human 

activities are closely linked to changes in plankton communities. 

Our laboratory focuses on investigating marine plankton and 

micronekton to understand their biology, ecology, and roles in 

biogeochemical cycles in the ocean. 

海洋生態系動態部門 浮遊生物分野 
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原子間力顕微鏡で観察した海洋細菌 
An Atomic Force Microscopy (AFM) image of a marine bacterium

Department of Marine Ecosystems Dynamics, Marine Microbiology Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　海洋生態系はさまざまな種類の生物から構成されています。

そのなかで、細菌は原核生物という生物群に属し、この地球

上に最も古くから生息してきた一群です。海洋の大部分は高

塩分、低栄養、低温、高圧で特徴づけられますが、海洋細菌

はこれらの環境に適応した生理的特性を持つことによってあ

らゆる海域に分布するとともに、細菌同士あるいは高等動植

物とさまざまな相互作用を行い、海洋生物圏の多様性の創

出の担い手となっています。 

　一方、細菌は分解者として知られ、さまざまな有機物を最終

的に水と二酸化炭素に変換します。懸濁態の有機物は細菌

以外の動物も餌として使うことができますが、溶存態の有機

物を利用できるのは細菌だけです。海洋の溶存態有機物は

地球上の炭素のリザーバーとしても極めて大きいので、細菌

の機能を理解することは、地球全体の炭素循環の解明にとっ

て重要です。 

　微生物分野では、多様な海洋細菌の生物的特性と生態

系における機能を、分子生物学的手法、最新の光学的手法、

斬新な方法論を導入することによって解析していくことを目指

しています。 

現在の主な研究テーマ 
●海洋細菌の現存量および群集構造解析 

●海洋細菌の付着メカニズムおよびバイオフィルム形成過程 

●発光細菌および緑膿菌の分子系統および生態 

●海洋細菌の細胞特性に応じた分別と生理、生態的意義 

Ongoing Research Themes 
●Marine bacterial abundance and community structure 

●Marine bacterial cell adhesion and biofilm formation 

●Molecular phylogeny and ecology of marine luminous 

bacteria and Pseudomonas aeruginosa

●Cell sorting on the basis of bacterial buoyant density  

 

Marine ecosystems consist of diverse groups of living organisms. 

Bacteria or prokaryotes appeared on Earth first. Most of the 

ocean is characterized by high salinities, low nutrients, low 

temperatures, and high pressures. Through Earth history, marine 

bacteria have evolved to adapt to such physicochemical factors, 

and have become distributed throughout the ocean. In addition, 

bacteria have developed various interactions with both other 

bacteria and higher organisms. These interactions have also 

contributed to species enrichment on Earth. Bacteria, known as 

degraders, convert organic matter into water and carbon dioxide. 

Although particulate organic matter can be consumed by 

animals, Dissolved Organic Matter (DOM) is utilized solely by 

bacteria. As DOM is one of the largest global reservoirs of 

organic materials, clarification of bacterial functions is of primary 

importance in understanding the mechanisms of the global 

carbon cycle. 

The Microbiology Group seeks to clarify the biological 

characteristics, functions, and ecological contributions of marine 

bacteria by introducing new approaches in combination with 

molecular techniques and newly developed optical devices.

海洋生態系動態部門 微生物分野 
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　深海底にさまざまな距離をおいて分布する熱水噴出域や湧

水域などの還元的な環境で観察される化学合成生物群集は、

還元環境に高度に適応した固有の動物群から構成されており、

深海生物の進化を研究する上で、絶好の対象です。私達は様々

な動物群の起源や進化、集団構造などを遺伝子の塩基配列

に基づいて解析しています。またその分散機構を理解するた

めに、熱水域固有種のプランクトン幼生の飼育や細菌との共

生様式の研究もおこなっています。 

　日本海は、狭く浅い海峡によって周囲の海域から隔てられた

半閉鎖的な縁海です。最終氷期の最盛期には、海水準の低

下と大陸からの多量の淡水流入により無酸素状態になり、多

くの海洋生物が死に絶えたとされていました。一方、おなじ縁

海でも、オホーツク海には氷期にも、生物にとって比較的良好

な環境が維持されていたと考えられています。私達はこうした

環境変動が深海生物の遺伝的な集団構造にどの様なパター

ンを形成してきたかについて、底魚類を対象に解析しています。

こうした研究は海洋生物集団の形成史を明らかにするのみで

なく、将来の地球環境変動が海洋生態系に及ぼす影響の予

測にも役立つと期待しています。 

　沿岸環境浄化の場であり、高い生物多様性を持つ日本の干

潟は、近年の埋め立てや海洋汚染で大きく衰退してしまいました。

私達は干潟生態系の生物多様性を保全するための基礎デー

タ収集を目的に、干潟の代表的な動物群である巻貝類を対象

として、全国の干潟で分布調査と集団の遺伝学的特性の解析

をおこなっています。また、温暖化の影響が集団構造に及ぼす

影響や底生生物が環境浄化に果たす役割を研究しています。 

研究船淡青丸でのトロール作業 

Department of Marine Ecosystems Dynamics, Benthos Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

現在の主な研究テーマ 
●ハオリムシ類の集団構造 

●ハオリムシ類のトランスポーター遺伝子発現 

●深海性有孔虫類の環境適応 

●深海性底魚類の遺伝的・形態的分化 

●干潟に生息する巻貝類の集団構造に対する温暖化の影響 

●干潟における二枚貝類の環境浄化作用 

Ongoing Research Themes 
●Population structure of vestimentiferan tube worms 

●Expression of transporter genes of vestimentiferans 

●Adaptation of foraminiferans to deep-sea environments 

●Genetic and morphological deviation of deep-sea demersal fishes 

●Effects of global warming on population structure of tideland snails 

●Role of tideland bivalves on purification of coastal environments

In deep-sea reducing environments, such as hydrothermal vent fields and cold 

water seep areas, faunal communities with extraordinary large biomass are often 

observed. They depend on primary production by chemoautosyntheic bacteria. As 

most components of the chemoautosynthesis-based communities are endemic and 

highly adapted to such environments, they are suitable subjects for the study of 

evolution in the deep-sea. We are studying origins, evolution processes and 

population structures of various groups based on nucleotide sequences of 

mitochondrial and nuclear genes. In order to understand dispersal mechanisms of 

endemic species, we are rearing planktonic larvae and analyzing symbiosis with 

bacteria. 

The Japan Sea is a semi-enclosed sea area isolated from neighboring seas by 

relatively shallow and narrow straits. Severely anoxic conditions have been 

proposed for the Japan Sea during the last glacial maximum. In contrast, no 

anoxic or suboxic conditions has been suggested to have existed in the Okhotsk 

Sea even during the last glacial maximum. In order to reveal the effect of such 

environmental changes on marine ecosystems, we are comparing population 

structure of deep-sea demersal fishes between these sea areas. Obtained results 

will be provide information about the formation process of Japanese marine fauna 

as well as fundamental data for estimations of the effects of future environmental 

changes on marine ecosystems. 

In Japan, tidelands have been severely damaged by reclamation and pollution 

during the resent explosive development of coastal areas. We are analyzing 

geographical distribution and population structures of tideland snails in order to 

obtain fundamental information for conservation of biodiversity of tideland 

海洋生態系動態部門 底生生物分野 

Sampling of deep-sea benthic animals using a trawl on the R/V 
Tansei-maru
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　古代の海で発生した地球上の生命は、約38億年をかけて

現在の多様な生物へと進化してきた。その歴史は、全ての生

物のDNAに刻み込まれ、多様な機能と行動を生み出した。海

は広く深く、その環境は未知の生物や生命現象の宝庫である。

海洋生命科学部門は、海洋生物の進化の過程を解き明かす

とともに、回遊現象や海洋環境への適応機構など、海洋にお

けるさまざまな生命現象の不思議を解明することに挑戦して

いる。使われる手法は分子生物学、生理学から行動学・生態

学と多様であり、その研究対象も分子、細胞、個体から群集レ

ベルにまで広がっている。本部門は、これらの成果を統合する

ことにより、新しい「海の生命観」を創成することを目指している。 

Life on the earth originated in the ancient seas, and has evolved over the 

past 3.8 billion years into the diverse organisms of today. The history of this 

evolution has been engraved in the DNA of all organisms that has created 

diverse functions, behaviors and ecology. The ocean is vast, rich, and mostly 

unknown, where countless creatures reside in many different environments. 

The Department of Marine Bioscience attempts to trace the evolutionary 

history of marine organisms through their DNA and to understand the 

significance of biological phenomena in the sea such as migration, 

reproduction, osmotic adaptation etc at molecular, cellular, organismal, and 

population levels using molecular biological, physiological, and 

behavioral/ecological techniques. In the near future, we expect to create a 

new, exciting ‘outlook on life in the ocean’ on the basis of our cooperative 

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

Department of Marine Bioscience
海洋生命科学部門  

さまざまなアプローチによる生理学的研究 
Physiological experiments from various approaches

最新設備を備えた実験室 
Laboratory equipped with modern equipment

フィジーでの石膏ボールを用いた藻場の流動測定 
Diver fixing plaster balls to measure water flow in a 
seagrass meadow in Fiji

Life has adapted to diverse marine environments. The laboratory of 
Physiology has focused their attention on the mechanism for adaptation to 
hyperosmotic seawater from an integrative view using various techniques 
from molecular to organismal levels.

生理学分野 
Physiology Group
生物は多様な海洋環境に適応して生きている。生理学分野では、海水のもつ
高い浸透圧に着目し、魚類の浸透圧調節機構を分子から個体にいたるさまざま
な手法を用いて統合的に理解することを試みている。 

Our objective is to understand evolutionary history of marine biodiversity 
and to clarify molecular mechanisms of various activities of marine 
organisms.

分子海洋科学分野 
Molecular Marine Biology Group
海を舞台に繰り広げられてきた海洋生物の多様化の歴史、およびその多彩な
生命活動の背後にある分子的メカニズムを、分子系統学的・分子生物学的手
法を用いて遺伝子の言葉で理解することを目的に研究を行なっている。 

Our objective is to study the various behavioral and ecological aspects of individual 
marine organisms, such as migration, dispersion, reproduction, life history etc using 
molecular analysis, otolith techniques and pop-up tags, and to understand the 
behavioral mechanisms and evolutionary processes of the phenomena of marine 

行動生態計測分野 
Behavior, Ecology and Observation Systems Group
回遊、分散、繁殖、生活史など、個々の海洋生物の様々な行動と生態を、遺伝子、
耳石技術、ポップアップタグなどの解析・計測手法を用いて理解し、海の生命
現象のメカニズムと進化的プロセスを解き明かす。 
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Department of Marine Bioscience, Physiology Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　太古の海に誕生した生命は、地球の歴史とともに進化を

遂げてきました。生理学分野では、生物と海との関わり合い

のなかから、生物がどのようにして海洋という場に適応し生命

を維持しているかについて、生理学的な立場から研究を進め

ています。海は安定な環境ですが、海水の浸透圧は非常に

高く（我々の体液の約３倍）、海洋生物はさまざまな戦略をと

りながら海という高い浸透圧環境に適応しています。その仕

組みは図に示した３つのパターンに大別できます。私たちは、

それぞれの仕組みを解明することにより、生物の進化という壮

大な歴史において、海洋生物がどのようにそれぞれの適応戦

略を獲得し、現在の繁栄をもたらしたのかに注目しています。 

　生物の生理を知ることは、まずその生物を観察することから

はじまります。そこで、ウナギ・サケ・フグ・メダカ・ティラピア・サ

メ・エイ・ハイギョなど、多種類の魚を飼育して研究を行ってい

ます。血管へのカニュレーションなどさまざまな外科的手術に

よって、浸透圧調節器官の機能や各種ホルモンの働きを個

体レベルで調べています。より詳細なメカニズムの解析では、

水・イオン・尿素などの輸送体や、ホルモンとその受容体を分

子生物学的に同定し、組織学的あるいは生理学的解析法を

駆使して輸送分子の働きやホルモンによる調節を調べていま

す。フグやメダカのゲノム情報に基づくバイオインフォマティク

スを利用した新しいホルモンの探索や、トランスジェニックメダ

カの作成のような遺伝子工学的な手法もとり入れ、遺伝子か

ら個体にいたる広い視野と技術を用いて、海洋生物の適応

戦略を解明しようと研究を進めています。 

現在の主な研究テーマ 
●海という高い浸透圧環境への適応の仕組みを、遺伝子か

ら個体にいたる多様な手法を用いて明らかにしています。 

●回遊魚などに見られる広い塩分耐性（広塩性）の仕組みを、

狭塩性魚と比較することにより解明しています。 

●体液調節ホルモンとその受容体の分子進化について、さ

まざまな系統解析法を用いて明らかにしています。 

●体液調節に関わるさまざまなホルモンの分泌や作用を統合

的に眺め、海水適応における内分泌調節を理解しています。 

●バイオインフォマティクスを利用して、魚類（フグ、メダカなど）や

哺乳類（ヒト、マウス）から新規体液調節遺伝子を発見します。 

●遺伝子工学を利用して体液調節遺伝子の導入や破壊を

行い、その機能を個体レベルで解明しています。 

●大槌川を遡上・降河するサケを材料として、回遊に伴う体

液調節機構を解明しています。 

Ongoing Research Themes 
●Analysis of diverse strategies for adaptation to high-salinity 

marine environments using various techniques.  

●Analysis of osmoregulatory mechanisms in euryhaline fish. 

●Analysis of molecular evolution of osmoregulatory hormones 

and their receptors by phylogenetic and genetic techniques. 

●Integrative approach to endocrine control of osmoregulation. 

●Discovery of novel osmoregulatory hormones in fish and 

mammals using bioinformatic techniques. 

●Application of genetic engineering techniques to evaluate the 

role of an osmoregulatory gene at the organismal level. 

●Ecophysiology of osmoregulatory systems in migrating chum 

salmon in the Otsuchi River.

Life originated in the ancient seas, and has acquired diverse 

functions during the long history of evolution. The Laboratory of 

Physiology attempts to clarify, from a physiological perspective, 

how organisms have adapted to different marine environments.  

To cope with the life-threatening, high salinity of seawater, 

marine organisms adopt three different strategies, as depicted in 

the figure.  Teleosts (e.g., eels, salmon, and tilapia) maintain 

their plasma osmolality at about one third of seawater, while 

elasmobranchs (sharks and rays) elevate their plasma osmolality 

to seawater levels by accumulating urea. Our studies focus on 

how animals have acquired different osmoregulatory 

mechanisms during the long evolutionary history of the sea by 

comparing mechanisms in extant vertebrate and invertebrate 

species.  To this end, we investigate mechanisms of each 

osmoregulatory system utilizing a wide variety of physiological 

techniques at gene to organismal levels.

海洋生命科学部門 生理学分野 

海という高浸透圧環境に適応するための３つの戦略 
Strategies for adaptation to hyperosmotic marine environment
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Department of Marine Bioscience, Molecular Marine Biology Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　生命の誕生以来、生物進化の舞台となってきた海洋では、

現在でも多様な生物が、実に多彩な生命活動を営んでいます。

分子海洋科学分野では、分子生物学的な研究手法を活用し

て、そうした多様な生物の歴史を探るとともに、海洋における

重要で興味深い生命現象のメカニズムとその進化を、遺伝

子の言葉で理解することを目指しています。 

　進化研究の面では、魚類や甲殻類などを対象に、ミトコンド

リアゲノムの全長分析を基礎にした大規模系統解析によって、

信頼性の高い系統枠の確立を進めています。さらにそれに基

づいて、種分化に関わりのありそうな形質や生活史といった

複雑な生物特性の進化、あるいはゲノムそのものの進化を、

分子のレベルから解明することに挑戦しています。そして、こ

れらの研究を通じて、水圏の生態系・生物多様性の進化的

成り立ちをより深く理解すること、すなわち、多様な生きものが

織りなす地球の豊かな自然が、どのように形成されてきたのか

を解き明かしたいと考えています。 

　加えて、造礁サンゴの成長と卵形成の分子機構の研究を

行っています。造礁サンゴはサンゴ礁形成の基盤となる重要

な生物ですが、環境の悪化に対して弱く、世界的に数が減少

しその将来が危惧されています。我々は造礁サンゴの骨格形

成と卵形成に着目し、その制御機構の分子レベルでの解明

を目指しています。また、造礁サンゴには褐虫藻と呼ばれる渦

鞭毛藻の一種が共生しており、光合成によりつくった栄養分

をサンゴに供給し、サンゴの成長を支えています。サンゴの生

存にとって必須なこの共生関係を詳細に調べるために、褐虫

藻の共生の分子機構の研究にも力を注いでいます。 

現在の主な研究テーマ 
●水圏生物種における集団構造の分子集団遺伝学的・系

統地理学的研究 

●種分化および近縁種の多様化過程の系統的分析および

その基礎にある遺伝子変異の探求 

　さまざまな生物グループにおける、種々の興味深い進化現

象の解明が進んでいます。 

●DNA分析による魚類・頭索類・甲殻類などの包括的高次

系統解析 

●魚類のミトコンドリアゲノムおよび核ゲノムの進化 

●造礁サンゴとの共生に関与する褐虫藻遺伝子の研究 

　共生に関与する褐虫藻遺伝子の単離・解析を行い、共生

の分子機構の解明を目指しています。 

●造礁サンゴの成長と生殖に関与する遺伝子の研究 

●造礁サンゴの集団遺伝学的解析のための分子マーカー

の開発 

魚類の系統的成り立ちには不明な点が多かった。そこで当研究室では世界に
先駆けて大規模DNA解析によって、その系統進化の解明を進めてきた。この
図は、我々の一連の条鰭類の研究結果を整理したもの。このような知見があっ
てこそ、種々の進化現象の解析が可能となる。例えば、脊椎動物では全ゲノム
規模での遺伝情報の倍化が数回起こったと考えられている。その3度目が進化
史上のどこで起こったかは判然としていなかったが、系統関係が明瞭になった
おかげで、3Rで示したところで生じたらしいことが明らかになってきた 
Phylogenetic relatioships of actinopterigian fishes derived from a series of 
our intensive and extensive molecular phylogenetic studies.  3R denotes 
probable position of the 3rd round of genome duplication in vertebrates

Ongoing Research Themes 
●Molecular population genetics and phylogeography of 

aquatic organisms 

●Phylogenetic analysis of speciation and evolutionary 

processes in closely related species  

●Comprehensive phylogenetic analysis of fish, lancelets, and 

crustaceans through DNA sequencing 

●Evolution of mitochondrial and nuclear genomes in fish 

●Identification of coral genes involved in symbiosis with  

zooxanthellae 

●Molecular cloning of coral genes that are essential for  

skeletogenesisand oogenesis 

●Development of molecular markers for population genetic 

analysis of hermatypic corals

Our objective is to understand the molecular basis of evolution of 

biodiversity in the aquatic realm. This laboratory conducts 

research on population genetics, phylogenetics, and evolution of 

aquatic animals, including fish, lancelets, and crustaceans, with 

modern molecular techniques. We have been determining 

reliable phylogenetic frameworks, indispensable for evolutionary 

comparisons, through whole mitochondiral genome sequencing. 

On the basis of such frameworks, we seek to understand the 

evolution of biologically interesting characteristics, such as those 

responsible for speciation, from both genetic and genomic 

perspectives. We also conduct research on hermatypic corals, 

major constituents of coral reefs. Symbiosis with the 

dinoflagellate zooxanthellae is crucial for their growth, and 

extended loss of symbionts leads to mortality. We are 

investigating the molecular basis of symbiosis by identifying and 

analyzing genes involved in this mutualistic relationship. The 

molecular bases of skeletal formation and oogenesis in corals are 

海洋生命科学部門 分子海洋科学分野 
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魚類における通し回遊現象の起源と進化 
Origin and evolution of diadromous migration in fishes

Department of Marine Bioscience, Behavior, Ecology and Observation Systems Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　行動生態計測分野では、魚類、ウミガメ類、藻類など、広く海

洋生物の行動と生態について研究しています。これらの生活史、

分布特性、産卵生態、回遊行動、さらにはその進化過程を、フ

ィールド調査、分子遺伝学的手法、行動実験、リモートセンシ

ング技術など、さまざまな手法を駆使して解明に努めています。 

1.海洋生物の回遊生態：生き物はなぜ旅をするのか？ この究

極の問いに答えを得るため、ウナギ、アユ、サクラマス、ボウズ

ハゼなどの回遊魚とウミガメ類を対象にして、それぞれの回遊

生態を研究しています。これらの研究成果を統合し、生物界に

広く見られる回遊現象の根底に潜む共通原理を明らかにします。 

　一方でDNA解析から得た分子系統樹をもとに、回遊現象

の起源と進化の過程を解き明かしつつあります。例えばウナ

ギは、数千万年前に現在のインドネシア・ボルネオ島付近の

海水魚から派生し、海と河川の間で回遊を拡大しつつ種分化

を繰り返し、世界中に広がっていったらしいとわかってきました。 

2.藻場生態系：沿岸環境の健全な維持と持続的な海洋生物

資源の利用のためには、藻場や干潟など環境を形成する生

態系の理解が必要です。特に研究が遅れている藻場生態系

と流れ藻生態系に着目し、生物と海洋環境の相互作用の観

点から総合的な研究を行っています。また、魚礁を用いた沿岸

生態系の保全にも取り組んでいます。 

3. 海洋生物の分布・環境計測：海洋生物の保全を行う場合、

まず必要になるのが生物の分布情報です。マルチビームソナ

ーなどの音響資源計測、衛星リモートセンシング技術とGIS（地

理情報システム）を組み合わせた分布・環境計測法の開発、

統合的な沿岸環境の保全手法の研究に取り組んでいます。 

現在の主な研究テーマ 
●ウナギの産卵場と繁殖生態に関する研究 

●魚類の回遊生態と初期生活史に関する研究 

●回遊の起源と進化に関する分子系統学的研究 

●ウミガメの回遊生態と集団構造に関する研究 

●レプトセファルス幼生の生物多様性に関する研究 

●ガラモ場の純生産力に関する研究 

●流れ藻の分布・移動・生態に関する研究 

●魚礁を用いた沿岸生態系の保全に関する研究 

●リモートセンシングによる藻場分布計測手法の開発 

●魚群探知機を用いた海底・魚類判別システムの開発 

●マルチビームソナーを用いた魚群分布計測法の開発 

Ongoing Research Themes 
●Survey of the spawning area of the Japanese eel and its reproductive ecology 

●Ecology of fish migration and early life history   

●Biodiversity and ecology of leptocephali 

●Molecular phylogenetic studies of the origin and evolution 

of diadromous migration in fishes 

●Migration and population structure of sea turtles  

●Measurement of productivity of Sargassum species 

●Distribution, transport and ecology of drifting seaweed 

●Conservation of marine ecosystem by using artificial reef 

●Detection techniques for submerged aquatic vegetation using remote sensing 

●Detection systems for bottom features, fish species, and 

fish schools using echo-sounder and multi-beam sonar

We investigate the life history, distribution, reproductive ecology, 

migratory behavior and evolution of marine organisms such as fish, 

sea turtles, and seaweed/seagrass through field surveys, behavioral 

experiments, molecular genetics, and remote sensing. 

1.Migratory behavior of marine organisms : "Why do animals 

migrate?" This ultimate question is addressed by studying the migratory 

behavior of freshwater eels, ayu, salmon, gobies, and sea turtles, and by 

synthesizing this knowledge into the fundamental principles of migration. 

The origin and evolutionary processes of migration are also studied, 

together with molecular phylogenetic analyses of migratory animals. 

2.Studies on seaweed/seagrass meadows : To maintain healthy marine 

environment and exploit biological resources in a sustainable way, it is 

necessary to understand coastal ecosystems such as seaweed/seagrass 

meadows and drifting seaweeds. We are conducting comprehensive 

ecological studies on seagrass meadows and drifting seaweed, and 

developing a mapping system by coupling remote sensing methods, e.g., 

satellite image analysis and acoustics, with geographic information 

systems (GIS).  

On the other hand, we are trying to assess the value of artificial 

海洋生命科学部門 行動生態計測分野 

Salmon

Eel

サケは淡水に起源し、海にその回遊環を広げていったが、ウナギは逆に、海に
起源し、淡水に侵入していった。赤い回遊環は祖先的な残留型の存在を示す 
Eels originated in the sea and expanded their migration loops into 
freshwater habitat, while salmon originated in freshwater and invaded the 
sea. Red migration loops show ancestral types of migration of resident 
groups

Sea River

Origin

River residentsRiver residents

Sea River

Origin

Sea residentsSea residents
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　毎日市場で目にするイワシやサバなどは、一見、実に安定し

て供給されているように見えます。しかし、やはり自然の恵み。

あり余るほど獲れる時もあれば、まったく獲れない時もあります。

生物生産と生命活動の場である海洋生態系は、生息場の環

境に対応して大きく変動する非定常系であることがわかって

きました。海洋生物資源部門では、物理環境が生物資源を

変動させるメカニズム並びに環境の変動機構の解明（環境

動態分野）、資源変動の生物学的基礎である繁殖生態と初

期生態の研究（資源生態分野）、生物資源を持続的に利用

するための資源評価・管理の研究（資源解析分野）を主に行

っています。 

Popular fish, such as sardines and mackerel, are always on the 

market, and supplies therefore appear to be stable.  In reality, 

most popular fish are sometimes superabundant, and sometimes 

extremely scarce.  It has become clear that the ocean 

ecosystems supporting productivity of marine life change 

drastically with climatic variations.  The main research themes of 

the Department of Living Marine Resources are the mechanisms 

linking physical environments and stock fluctuations (Fisheries 

Environmental Oceanography), reproductive and early life 

ecology of fish and shellfish (Biology of Fisheries Resources), 

and stock assessment and fisheries management for sustainable 

use of bioresources (Fish Population Dynamics).

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

Department of Living Marine Resources
海洋生物資源部門  

マイワシ巻き網漁業 
Purse-seine fisheries of sardine

日本周辺での人工衛星による海面水温画像 
Satellite image showing sea surface temperature 
around Japan

底生資源生物の潜水調査 
Scuba diving sampling of benthic resource 
organisms

To explore the mechanisms controlling distribution, transport and variations 
of living marine resources, we study the dynamics of physical oceanographic 
processes and physical-biological interactions by field observations, 
laboratory experiments and numerical simulations.

環境動態分野 
Fisheries Environmental Oceanography Group
海洋生物資源の分布・移動・変動の機構解明・予測を目標として、海洋物理構
造・変動機構並びに海洋環境と生物の関係について、野外観測・資料解析・
数値モデリングなどの手法を用いて、物理環境の視点から研究を進めています。 

Using mathematical modeling, computer simulations and statistical analyses 
of the survey data, we study the mechanisms of population fluctuations, 
stock assessment for sustainable use, and management of living marine 
resources.

資源解析分野 
Fish Population Dynamics Group
モデリング、シミュレーション、調査データの統計解析などの数理的手法を主に
用いて、海洋生物資源の変動メカニズムの解明、持続的利用のための資源評
価、不確実性に頑健な管理手法の開発に取り組んでいる。 

To elucidate the biological traits of marine living resources underlying the 
mechanisms of recruitment fluctuations, we investigate physiological and 
ecological characteristics of adult sexual maturation, and growth and 
mortality in their early life stages, by field studies and laboratory 

資源生態分野 
Biology of Fisheries Resources Group
資源として利用される海洋動物について、繁殖生理・生態と初期生態をフィー
ルド調査や飼育実験等の手法を用いて研究している。それによって加入量変
動の生物学的基礎を明らかにし、最適な資源管理手法の確立に資する。 
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白鳳丸における乱流計回収作業風景 

Department of Living Marine Resources, Fisheries Environmental Oceanography Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　水温・塩分・海流・混合といった海洋の物理的環境は、海

洋生物の生理・生態に影響をおよぼす最も基礎的な要因です。

例えば、水温・塩分は魚の生理的状態に、海流は卵・仔稚魚

の輸送・拡散に決定的な影響を与え、また、餌となるプランクト

ンなどの増殖や、回遊魚の行動生態にも物理環境が密接に

関係しています。資源生物は、その生活史段階に応じて、沿

岸域と沖合域、熱帯・亜熱帯と亜寒帯域といった海域の違い

や、渦や波動、前線といった海洋現象を利用して、これらの物

理環境の作用を享受しています。このような物理と生物の複

合過程の仕組み、および鍵となる物理過程を理解し、その影

響を評価することは、資源の変動機構を解明するために必要

不可欠です。マイワシ・サンマ・マグロ等水産資源の長期変動

が数10年規模の海洋・気候変動と関係していることが近年

明らかになりつつありますが、具体的な物理環境変動の仕組

みや魚への影響過程については未だ謎に包まれています。 

　環境動態分野では、海洋生物の分布・回遊・資源変動を理

解・予測する基礎として、海洋物理環境とその変動機構、および、

物理環境と生物の相互作用について、海洋観測、野外・室内

実験、数値シミュレーション手法を用いて研究を行っています。 

現在の主な研究テーマ 
●北太平洋表中層循環・変動と気候・生態系への影響 

　北太平洋に亜熱帯・亜寒帯海域に分布する表中層水塊・

循環の形成機構及び数10年規模海洋・気候・生態系変動

（潮汐18.6年振動仮説）の解明に取り組んでいます。 

●黒潮・親潮・変動機構と低次生態系・魚類資源変動 

　マイワシ・サンマ等の魚種交替やイセエビ等仔稚魚の輸送

過程を解明するために、黒潮・親潮域の構造・変動機構、生

物への影響について研究しています。 

●鉛直混合と物質循環・生態系維持機構 

　これまでブラックボックスであった鉛直混合を直接観測し、栄

養塩等鉛直物質輸送とその物質循環・生態系への影響に

ついて研究を進めています。 

●海洋観測・機器開発、数値モデル開発、室内実験 

　船舶観測、係留系観測や2000mまで観測可能な深海乱流

計を用いた海洋微細構造観測、流体・生態系モデルを用い

た数値モデル実験、回転水槽・飼育実験などを行っています。 Real-time vertical eddy diffusivity measurement down to 2000m depth

Ongoing Research Themes 
●Observation and theory of North Pacific surface-

intermediate water-mass formation and circulation, and 

their impact on climate and marine ecosystem 

●18.6-year period nodal tidal cycle hypothesis linking 

oceanic mixing, circulation and long-term ecosystem 

variability 

●Mechanism of Kuroshio-Oyashio large-meso scale 

variability and its impact on lower-trophic level ecosystem 

and species replacement of small pelagic fishes as sardine 

and saury 

●Oceanographic observations using mooring and deep 

microstructure profiler down to 2000m etc, laboratory 

experiment and numerical modeling of physical 

oceanography and ecosystem

Physical environment plays the most fundamental role of 

physiology and ecology of marine fishes. Temperature and 

salinity have critical impacts on physiology. Flow fields determine 

transport and diffusion of eggs and larvae, and even growth of 

planktons and fish migration has close relationship with the 

physical environment. Life history strategies of the fishes often 

select different areas among coastal and offshore, subtropical 

and subarctic, and specific oceanic phenomena such as eddies, 

waves, and fronts, to obtain their appropriate physical 

environments for survival. It is strongly required to understand 

these complex physical-biological interactions as well as physical 

oceanographic processes in order to make clear the dynamics of 

fluctuation of fisheries resources. Our group studies the dynamics 

of physical oceanographic processes and physical-biological 

interactions by field observations, laboratory experiments, and 

海洋生物資源部門 環境動態分野 

Recovery of turbulent microstructure profiler on deck of R/V 
Hakuho-maru

2000m深までの鉛直乱流拡散を有線で連続的に計測する 
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Department of Living Marine Resources, Fish Population Dynamics Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　水産資源は古くから人類の食料源として重要な役割を担

ってきました。世界の動物タンパク質供給の15％以上、我が

国では約40％を魚介類が占めています。世界の漁業生産量

は2000年に過去最高の9480万ｔに達しました。水産資源は

自然の生態系の一部であり、自律的に増殖する性質がありま

す。したがって、自然の生産力を維持しておけば資源を持続

的に利用できる反面、資源が乱獲状態に陥ると直ちに回復

するとは限りません。FAOによれば、世界の47%の資源は生

産力の限界まで漁獲されており、18％の資源はすでに乱獲

状態であるとされています。世界の漁業生産は限界に近い

状態にあり、生物資源の持続性には充分な注意を払う必要

があります。 

　資源解析分野では、限りある海洋生物資源を合理的かつ

持続的に利用するための資源管理・資源評価の研究を主に

行っています。海の生態系に対する我々の知識は断片的で

あり、魚の個体数の推定値や将来予測は大きな誤差を含み

がちです。情報が正確であることを前提にした管理は資源を

絶滅させる恐れすらあります。我々は、不確実性に頑健な方

策である順応的管理の研究に取り組んでいます。スナメリな

ど希少生物の保全に関する生態学的研究、管理や保全に

必要な個体群パラメータ推定に関する統計学的手法の研究

も行っています。これら研究のための主な手法は、個体数や

生態系の変動を仮想的に再現するコンピュータシミュレーシ

ョン、調査データの数理統計解析、現場調査、室内実験など

多岐にわたります。 

現在の主な研究テーマ 
●海洋生物資源の順応的管理に関する理論的研究 

　順応的管理とは、生態系の変動に人間の側が事後的に

対応する方策です。不確実性に頑健な順応的管理は、野

生生物管理の現場で注目されています。 

●資源評価のための統計学的手法の開発 

　漁業統計や試験操業データなどの断片的でかつ誤差の含

まれたデータから、個体数や生態学的パラメータを推定す

るための統計学的な手法を開発しています。 

●イルカの保全生態学的研究 

　人為的攪乱によって、多くの野生生物が絶滅の危機に瀕

しています。豊かな自然を次世代に残すために、希少生物

の保全に取り組んでいます。 

 
海の幸を持続的に利用するためには、生物の生産性を損なわないことが重要。
我々は、統計解析・数理モデルの解析・数値シミュレーションなどの数理的な手
法を用いて、生物資源の管理方式を開発している 
In order to develop management procedure for marine living sources, we 
have been developing numerical methods such as statistical analysis, 
construction of numerical model, and computer simulation

Ongoing Research Themes 
●Adaptive management of marine living resources : Our 

knowledge of ecosystems is extremely limited.  We need to 

learn about ecosystems through monitoring and management 

of natural resources. 

●Development of statistical techniques for stock 

assessment : Field data are commonly scarce and uncertain.  

Proper statistical techniques for data analysis are invaluable 

for estimating biological parameters from limited data. 

●Conservation biology of marine endangered species :  

Many wild populations are endangered by human impact.  Our 

investigations encompass the conservation biology of 

endangered marine species.

Fisheries play an important role in the global food supply.  

Fisheries production provides more than 15% of total animal 

protein supplies in the world, and about 40% in Japan.  World 

fisheries production seems to have reached maximum 

sustainable limits.  About 47% of the main stocks or species 

groups are fully exploited, and another 18% of stocks or species 

groups are overexploited (FAO SOFIA2002).  Catches and 

biomass will decline unless concerted management efforts are 

taken to prevent overfishing. 

The general research themes of the Division of Fish Population 

Dynamics are fisheries management and stock assessment for 

sustainable and efficient use of marine bioresources.  Other 

active research topics include conservation biology of 

endangered species and biostatistics for estimating population 

parameters.  Research is conducted by computer simulation of 

numerical models, statistical analyses of data, field research, and 

laboratory experiments.

海洋生物資源部門 資源解析分野 
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Department of Living Marine Resources, Biology of Fisheries Resources Group

研究内容・部門｜RESEARCH CONTENTS・DEPARTMENT

　海洋動物は陸上動物と比べると一般に極めて多産です。

産卵数や産卵期は年々の海洋環境の変化に伴って変わり、

卵の大きさや栄養蓄積量も変化します。また、海洋動物の幼

体は成体とは全く違う形態を持つものが多く、その生態も成

体とは異なっています。例えば、マイワシやカツオの仔魚は泳

ぐ力が弱く、外敵に対しても無力ですが、成魚は大きな群れを

作って活発に遊泳します。アワビやウニなど底生無脊椎動物

の幼生の多くは、生後しばらくは浮遊し、「変態」という劇的な

形態の変化を経て底生生活に移行します。生まれた子の多

くは卵から幼生期にかけての生活史初期に死亡し、その時期

を乗り越えて生き残る個体はごくわずかです。したがって、毎

年新たに加入する若齢群の資源量は、卵の量や幼生期の大

量死亡の程度によって決まり、年によって大きく変動します。

しかし、変動の仕方は種によってさまざまであり、それはそれぞ

れの繁殖生態や初期生態の特徴と密接な関わりがあると考

えられます。例えば、同じニシン科の魚でも、亜寒帯から温帯

水域に分布するニシンやマイワシでは、年々の新規加入量が

2～３桁の幅で大変動しますが、亜熱帯から熱帯を分布の中

心とするウルメイワシやキビナゴでは、新規加入量の年変動

幅が１桁以内と安定しています。 

　資源生態分野では、海洋動物のうち主に資源として利用さ

れる動物の繁殖生理・生態と初期生態を、フィールドにおける

調査や飼育実験、そのほかさまざまな手法を用いて研究して

います。それによって加入量変動の生物学的基礎を明らかに

して、生物学的特性に裏付けられた最適な資源管理手法の

確立に資することを目的としています。 

現在の主な研究テーマ 
●魚類の加入量変動に関する生態学的研究 

●貝類の再生産戦略と加入量変動機構の解明 

●海産動物の生活史、繁殖生理・生態、初期生態に関する研究 

●主な対象種と研究海域 

　ニシン（宮古湾、北海道沿岸）、マイワシ・コノシロ（相模湾）、

ウルメイワシ（土佐湾）、キビナゴ（和歌山県串本周辺、五

島列島）、カタクチイワシ（相模湾、三陸沖）、サンマ（北西

太平洋）、マアジ（若狭湾、東シナ海）、シマアジ（大分県

上浦）、サワラ（香川県屋島）、カツオ（西部太平洋）、シラ

ウオ・ワカサギ（涸沼）、シシャモ（北海道）、アオメエソ（福

島県沖）、チョウチンアンコウ・ハダカイワシ科魚類（北西

太平洋）、エゾアワビ（三陸沿岸）、クロアワビ・マダカアワ

ビ・メガイアワビ・トコブシ・サザエ（相模湾）・アサリ（東京湾）

など。 

　詳細は http://otolith.ori.u-tokyo.ac.jp/ を参照ください。 

マイワシの群泳 
School of the sardine

メガイアワビの稚貝 
（殻長約1cm） 
Juvenile abalone  
Haliotis gigantea  
(1cm shell length)
アワビ類浮遊幼生は、紅藻
無節サンゴモ上に着底して
初期稚貝へと変態し、底生
生活に移行する。殻の色は
サンゴモと同じピンク色の
保護色となっている 
Larval abalone settle on 
crustose coralline algae 
(CCA) and metamorphose 
into crawling post-larvae. 
Wild abalone have a rosy 
red protective shell color, 
which makes them difficult 
to find on CCA surfaces 

Ongoing Research Themes 
●Recruitment dynamics of marine fish species 

●Strategies of reproduction and mechanisms of recruitment 

fluctuations of shellfish species 

●Life history, physiological and ecological characteristics 

of reproduction and early life stages of marine animals

Marine animals generally produce copious eggs, most of which 

perish during early stages of life histories. New recruitment 

fluctuates considerably year to year. However, fluctuation 

patterns differ among species, which may be closely related to 

differences in their reproductive and early life ecologies. For 

example, interannual variability in recruitment can vary by two to 

three orders of magnitude in subarctic Clupea pallasii and 

temperate Sardinops melanostictus, in contrast to subtropical 

Etrumeus teres and tropical Spratelloides gracilis, for which 

variability stays within one order of magnitude.     

We investigate physiological and ecological characteristics of 

adult sexual maturation, and growth and mortality in early life 

stages of marine living resources, by field studies and laboratory 

experiments. The aim of our research is to elucidate the 

biological traits of marine resources underlying the mechanisms 

of recruitment fluctuations. Our results will form the basis for 

management and conservation of fisheries resources.

海洋生物資源部門 資源生態分野 
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　国際沿岸海洋研究センターの位置する三陸沿岸域は、親

潮と黒潮の混合水域が形成され、生物生産性と多様性の高

い海域として世界的にもよく知られており、沿岸海洋研究に

有利な立地条件を備えています。また本センターは、良質の

海水や淡水に恵まれ、調査船、各種観測装置などの施設も

充実しており、沿岸海洋環境の総合研究センターとして重要

な役割を果たしてきました。今後も大槌湾および周辺海域の

生態系についての研究を実施するとともに、沿岸保全に積極

的に取り組みつつ、新しい学際的ニーズに合う国際的な共

同利用研究施設として、沿岸海洋研究の国際ネットワークの

中核となることを目指しています。 

The International Coastal Research Center is located in Otsuchi on 

northern Japan’s Pacific coast. The cold Oyashio and warm Kuroshio 

currents foster high productivity and biodiversity in and around Otsuchi 

Bay. Coastal waters are facing increased ecological and environmental 

pressure from human activities. Public health may be adversely affected 

by marine pollution from hazardous chemicals. Comprehensive coastal 

marine science can provide important input to help resolve growing 

global and domestic environmental challenges. International and 

interdisciplinary cooperation is necessary for addressing coastal 

ecological and environmental issues. This international center focuses 

on marine science not only in Japanese waters, but also in overseas 

coastal waters, in cooperation with foreign countries and international 

organizations.

研究内容・センター｜RESEARCH CONTENTS・CENTER

International Coastal Research Center
国際沿岸海洋研究センター  

空から見た大槌湾 
Bird's eye view of Otsuchi Bay

大槌湾の砕波帯 
Swash zone in Otsuchi Bay

調査船弥生による採水作業 
Water sampling using research boat "Yayoi"

Coastal areas of Japan have a high biodiversity comparing with that in tropical rain forests. But, partly because its 
complexity, structure and dynamics of coastal ecosystem remains mostly unknown. In order to understand coastal 
ecosystem, basic studies on ecology of each elements and interactions between them are required. The main task of the 
coastal ecosystem division is to study on life history of marine organisms, marine biodiversity and marine pollution by 

沿岸生態分野 
Coastal Ecosystem Group
三陸沿岸域に生息する主要な海洋生物の生活史、生物多様性、有害物質の挙
動と生物影響などの基礎的研究を推進するとともに、これらの情報のデータベー
ス化を通して沿岸生態系研究に関する国際共同研究体制の構築を目指している。 

Conservation, restoration, and sustainability of coastal ecosystems are critical societal issues in 21st 
century.  With the intention of providing a guideline for resolving such matters, the coastal 
conservation division focuses on the life history and behavioral ecology of coastal marine organisms, 
and mechanism of oceanic and atmospheric variability and dynamics of bioelements in the coastal 

沿岸保全分野 
Coastal Conservation Group
沿岸域における生物の生活史や行動生態、沿岸域における海象・気象の変動
特性や物質循環に関する研究を行うとともに、国際的ネットワークを通じて総合
的沿岸保全管理システムの構築を目指しています。 

The regional linkage division endeavors to coordinate academic programs of 
coastal marine science and to establish network systems of coastal marine 
science among domestic and foreign universities and institutes as well as 
international organizations.

地域連携分野 
Regional Linkage Group
世界各国の沿岸海洋に関する諸課題について、国際機関や各国研究機関と
の共同研究の実施及び国際ネットワークによる情報交換により研究者のみな
らず政策決定者、市民等との連携を深めることにより解決を目指す。 
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International Coastal Research Center, Coastal Ecosystem Group

研究内容・センター｜RESEARCH CONTENTS・CENTER

　日本の海洋の沿岸域は、生物の多様性が高く、陸上の森

林に比較し得る複雑な生態系の構造を持っています。また沿

岸生態系は、栄養塩の供給、仔稚魚の生育場の提供などを

通して、沖合域の生態にも密接な影響をおよぼしています。し

かしながら、沿岸生態系の構造と動態については、いまだ解

明されていない部分が多く残されています。沿岸生態系の構

造を理解するには、構成要素となる各生物種それぞれの生態

を明らかにし、その間の相互作用を明らかにしていくという地

道な作業が必要となります。 

 　沿岸生態分野では、三陸沿岸から沖合域に生息する主要

な海洋生物の生活史、生物多様性や有害化学物質による

沿岸域の環境汚染などの基礎的研究を実施して、これらの

情報のデータベース化を行い、沿岸生態系の研究に関する

国際共同研究体制の構築を目指しています。当センターの

位置する大槌湾には、河口域、岩礁域、砂浜域、沖合域がそ

ろっており、沿岸生態研究に適したフィールドを提供しています。

沿岸生態分野では、沿岸域に生息するプランクトン、仔稚魚

の生活史と種間関係の解明、沿岸域における内分泌攪乱物

質（環境ホルモン）をはじめとする有害化学物質の挙動と蓄積、

生物濃縮メカニズム、毒性影響の解明を目指して研究に取り

組んでいます。さらに国内外の研究者との共同研究を通して、

多くの沿岸生物種の生態の調査や海洋環境の汚染の調査

を行い、三陸沿岸海洋の生態系の構造と動態、そして保全

の解明を目指します。 

現在の主な研究テーマ 
●大槌湾の生態系の構造と機能 

　大槌湾に生息するベントス・プランクトン・魚類の生態を明

らかにすることにより、多くの生物の成育場としての藻場、

砕波帯などの構造と機能を解明していきます。 

●沿岸域における環境汚染研究 

　内分泌攪乱物質などの有害化学物質による沿岸環境汚

染の現状と推移、生物濃縮機構、毒性影響などについて

調べています。 

Ongoing Research Themes 
●Coastal Marine Ecosystems : marine community structure 

(fauna and flora) and production processes of marine 

organisms in ecosystems are studied on the basis of life 

histories of key species. 

●Coastal Pollution Studies : coastal pollution by hazardous 

chemicals such as organotin compounds, organochlorine 

compounds, and heavy metals is investigated with the goal of 

conserving coastal environments.

Coastal areas of Japan have high biodiversity, comparable to 

that of tropical rain forests. However, partly because of their 

complexity, the structure and dynamics of coastal ecosystems 

remain mostly unknown. To understand coastal ecosystems, 

basic studies of the ecology of each element and interactions 

between them are required. The main goal of the coastal 

ecosystem division is to study marine biodiversity, interactions 

between marine organisms and their environments, and marine 

pollution issues. Special emphases are placed on: (1) species 

diversity and production of "Garamo-ba" (Sargassum zone) on 

rocky shores, and (2) coastal pollution caused by hazardous 

chemicals, including endocrine disruptors.

国際沿岸海洋研究センター 沿岸生態分野 

サケOncorhynchus ketaの産卵回遊 
Spawning migration of chum salmon Oncorhynchus keta
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International Coastal Research Center, Coastal Conservation Group

研究内容・センター｜RESEARCH CONTENTS・CENTER

　河口域を含む沿岸域は生産性が高く、漁業をはじめとして

多目的に利用される海域であり、また人間と海とのインターフ

ェースとして人間活動の影響を強く受ける海域です。20世紀

後半に急激に進んだ生物多様性の低下や資源枯渇、環境

汚染、気候変動などの生態系の機能低下は沿岸域でとりわ

け顕著に現れています。沿岸域の健全な生態系を回復する

ことは21世紀を生きる私たちに課された大きなテーマなのです。 

　沿岸保全分野では沿岸域における生物の生活史や海洋

高次捕食動物の行動生態、沿岸域における海象・気象の変

動特性や物質循環過程に関する研究に取り組むとともに、国

際的ネットワークを通じて総合的沿岸保全管理システムの構

築を目指しています。サケ、アユ、シラウオ、イトヨなどの三陸

沿岸に生息する沿岸性魚類や通し回遊魚の分布・回遊・成長・

生残、サケ、海鳥、イルカ、さらにウミガメやアザラシ、ジュゴン

などに搭載したデータロガーや画像ロガーなどから得られる行

動情報や生理情報の解析、1977年から継続している大槌湾

の各種気象要素に関する長期観測データや係留ブイの観測

データなどに基づく三陸沿岸域の海象・気象の変動メカニズ

ムの解明、生物活動を含む物質循環過程において溶存態・

懸濁態成分が果たす役割の解明などを目標とした研究を行

っています。本センターの調査船や研究船などを用いたフィー

ルド研究を軸として、それに関わるデータ集積・分析・解析の

ための新しい手法や技術の開発を進めています。 

現在の主な研究テーマ 
●通し回遊魚の初期生活史に関する研究 

　アユやサケなどの通し回遊魚の初期生活史における分布・

回遊・成長を調べて生き残り過程を明らかにするとともに、

資源変動メカニズムを生息環境との関わりから解明する。 

●海洋高次捕食動物の行動生態研究 

　動物に搭載可能な小型データロガーを用いて、海洋高次捕

食動物の視点から海洋環境を把握しつつ、動物の行動や

生理情報より、彼らが海洋環境にいかに適応し、日 ど々う振

る舞っているのかを調べる。 

●三陸沿岸海域における海象・気象の変動特性の研究 

　三陸沿岸海域における海象・気象のさまざまな時間スケー

ルでの変動特性のメカニズムを長期間の定置観測データ

や海底設置型ADCP(Acoustic Doppler Current 

Profiler) などのデータから解明する。 

●生元素の動態に関する研究 

　生物活動を含む沿岸域の物質循環において、溶存態・懸濁態成分

が果たす役割について野外観測と室内実験を通して明らかにする。 

Telemetering buoy for observing sea water temperature and salinity.  
International Coastal Research Center can be seen beyond the left side of 
the buoy

Ongoing Research Themes 
●Early life history of diadromous fishes : Distribution, 

migration and growth in the early life history of diadromous 

fishes are investigated in relation to the environmental factors. 

●Behavioral ecology of marine top predators : Various data 

loggers are used to investigate behavior, physiology of animals 

and their surrounding environments. 

●Mechanism of oceanic and atmospheric variability : 

Mechanism of oceanic and atmospheric variability in the coastal 

areas of Sanriku is studied by the analysis of routine marine 

meteorological data and current data from bottom mount type 

ADCP. 

●Dynamics of bioelements : Roles of dissolved and particulate 

matter in material cycling in coastal environments are 

investigated through field observations and laboratory 

experiments.

In the 20th century, serious damage to the coastal ecosystem 

has occurred including a rapid decrease in biodiversity, 

resource depletion, pollution and global climate change. 

Conservation and restoration of the coastal ecosystem is a 

critical issue for societies in the 21st century. The coastal 

conservation division focuses on: (1) life history and behavior of 

coastal and diadromous fishes such as salmon, ayu, icefish and 

stickleback, (2) behavioral ecology of animals in relation to their 

surrounding environments using various data loggers, (3) 

mechanism of oceanic and atmospheric variability in the coastal 

areas of Sanriku, and (4) role of dissolved and particulate 

matter in material cycling in coastal environments. This division 

also covers actual research plan on conservation and 

restoration of nature from environmental degradation. 

国際沿岸海洋研究センター 沿岸保全分野 

大槌湾に浮かぶ海象観測ブイ。後方に国際沿岸海洋研究センターが見える 
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　2001年度に開始された日本学術振興会拠点大学交流

事業「沿岸海洋学」は、東南アジア5カ国との協力により、東

アジア・東南アジア沿岸域における海洋研究を推進していま

す。日本から多くの関係研究機関が参加して進められている

本プロジェクトにおいて，海洋科学国際共同研究センターの

スタッフが主導的な役割を果たしています。また、ユネスコ

IOCの推進する世界海洋観測システム（GOOS）、統合国

際深海掘削計画（IODP）、海洋・大気間の物質相互作用

研究計画（SOLAS）等においても当センターのスタッフが中

核的な役割を担っています。 

For example, staff members of the Center play leading roles in 

Multilateral Core University Program `Coastal Marine Science' 

that has been supported by Japan Society for Promotion of 

Sciences (JSPS) since 2001, within which cooperative studies on 

coastal oceans have been actively carried out under close 

collaboration between related universities and institutions in 

Japan and Southeast Asian Countries. In addition, staff members 

also have been acting core members of several international 

research projects including Global Ocean Observing System 

(GOOS), Integrated Ocean Drilling Program (IODP), Surface 

Ocean-Lower Atmosphere Study (SOLAS), and so on.

研究内容・センター｜RESEARCH CONTENTS・CENTER

Center for International Cooperation
海洋科学国際共同研究センター  

国際センターシンボルマーク 
Original symbol mark of CIC.

アジア諸国との沿岸海洋学に関する共同研究会議 
Scientific symposium on ‘Coastal Marine Sciences’, 
a cooperative study with southeast Asian countires.

国際センターが主催した国際会議COOP-7（2004） 
7th session of Coastal Ocean Observations Panel 
(COOP-7) hosted by CIC in 2004.

This group helps to plan and coordinate the activities of various international 
cooperative studies in oceanography. Staff members of our group contribute 
to initiating new international research projects, and also carry out for 
themselves scientific studies related such projects.

企画情報分野 
Research Planning Group
企画情報分野では、海洋科学に関する国際共同研究の企画・立案・調整といった国際的な
場に積極的に参加しています。各種委員会に委員として参画して新たな国際共同研究の
立ち上げ等に貢献するほか、スタッフ自らも国際共同研究の一翼を担う研究を進めています。 

This group aims to establish international cooperative research networks, in 
particular among Asian countries, including through capacity building 
activities, by promoting advanced scientific studies and playing leading roles 
in various international research projects.

研究協力分野 
Research Cooperation Group
研究協力分野では、諸外国特にアジア諸国との学術交流の推進、研究ネット
ワークの構築等をめざして、関連する国際研究プロジェクトにおいて先導的な
研究を進め主導的な役割を果たしています。 
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カズハゴンドウの集団漂着 

漂流ブイによるタイ湾の海流調査 

Center for International Cooperation, Research Planning Group

研究内容・センター｜RESEARCH CONTENTS・CENTER

　企画情報分野では、海洋科学に関する国際共同研究の

企画・立案・調整といった国際的な場に積極的に参加してい

ます。各種委員会に委員として参画して新たな国際共同研

究の立ち上げ等に貢献するほか、スタッフ自らも国際共同研

究の一翼を担う研究を進めています。 

　海洋生物を専門とする宮崎研究室では、バイオ・ロギング

科学の構築を進めていると同時に、海棲哺乳動物の生活史

を中心とした生態学的研究、外部形態や骨形態などの形態

学的研究、および海棲哺乳動物を指標として、有害化学物

質による海洋汚染モニタリング研究やその生物影響の研究

を実施しています。これまで日本近海はもちろんのこと、南極海、

北極海、バイカル湖、カスピ海、黒海などで国際共同研究を

展開してきました。約20年前にヒトの世界で流行したインフル

エンザウイルスがカスピカイアザラシに保持されていることを

突き止めた研究は、国際的に注目されています。 

　海洋物理を専門とする道田研究室では、海洋表層の流れ

の構造と変動について漂流ブイや船舶搭載型ADCP（音波

ドップラー流速計）などを用い、フィールド調査とデータ解析を

主体とした研究を進めています。 

　井上研究室では軟体動物や甲殻類などの無脊椎動物や

魚類が海洋の様々な環境に適応するメカニズムとその進化

の過程を主に分子生物学、比較ゲノミクス、生化学などの手

法を用いて研究しています。 

現在の主な研究テーマ 
●バイオ・ロギング科学   

●海棲哺乳動物の生態・形態学的研究 

●海棲哺乳動物を指標とした海洋汚染研究 

●沿岸域の環境保全研究 

●海洋表層混合層の流速構造 

●ADCPを用いた黒潮の渦度の評価に関する研究 

●位置追跡浮子を用いた粒子分散に関する研究 

●南極の水位変動に関する研究 

●海洋情報・データの管理・流通 

●魚類・海産無脊椎動物の環境適応機能 

●深海の熱水噴出域に生息する生物の生理機能 

●環境適応に関与する機能分子（遺伝子）の進化 

Ongoing Research Themes 
●Establishment of "Bio-logging Science" 

●Ecological and morphological studies of marine mammals 

●Marine pollution studies using marine mammals as indicators 

●Studies of coastal environments and conservation 

●Velocity structure in the surface mixed layer 

●Vorticity distribution in the Kuroshio Current from ADCP data 

●Particle dispersion processes from tracking drifters 

●Sea level changes in Antarctica 

●Oceanographic data and information management 

●Environmental adaptation of fishes and marine invertebrates 

●Physiology of deep-sea organisms inhabiting hydrothermal vents 

●Evolution of functional genes involved in environmental adaptation

This group helps to plan and coordinate the activities of various 

international cooperative studies in oceanography. Staff members of 

our group contribute to initiating new international research projects, 

and also carry out for themselves scientific studies related such 

projects. 

Ecological and morphological research on marine mammals has 

been conducted in cooperation with foreign scientists. Special 

emphasis is placed on bio-logging science and marine pollution by 

hazardous chemicals, using marine mammals as indicators. An 

international research topic is Caspian Sea seals, which have 

harbored the influenza A virus for 20 or more years. 

A physical oceanography laboratory is employed to investigate 

oceanic current structures and their variability in the surface layer by 

analyzing observational data collected with shipmounted acoustic 

Doppler current profilers (ADCP) and surface drifters. 

Molecular biological, comparative genomic and biochemical studies 

on fishes and marine invertebrates including mollusks and 

crustaceans also started with a special interest in mechanisms of 

海洋科学国際共同研究センター 企画情報分野 

Mass stranding 
of marine 
mammals

Current 
observation with 
drifters in the 
Gulf of Thailand
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　研究協力分野の植松研究室では、エアロゾルから見た地

球環境の変化の解明を研究対象とし、エアロゾルの地球上

の分布、エアロゾルに含まれる化学成分、エアロゾルを媒介

とした大気－海洋間の相互作用などの解明を主たる目的とし

ています。同時に、観測に必要となる分析技術、観測手法の

開発を行っています。 

　化石燃料から生じる硫黄酸化物が温暖化を抑制すること

が知られていますが、海洋生物が生産する硫黄化合物も海

洋大気へ放出され硫黄酸化物へと変化し、雲の凝結核とな

り太陽光を遮断し、同様に抑制に寄与することがわかってきま

した。また、陸地の約3割を発生源とするダストは、陸地に沈

着するだけでなく、海洋にも沈着し、海洋の生態系を変えます。

このように、陸と海洋を結びつけるエアロゾルのさまざまな過

程や役割、それらの地球環境への影響を解明することは、気

候変動や生態系を理解する上で重要なことです。 

　海洋地質・地球物理学を専門とする朴研究室では、2次元

及び3次元マルチチャンネル反射法地震探査データを用いた

沈み込み帯の地殻構造に関する研究を行っています。また、

反射法地震探査研究を統合国際深海掘削計画（IODP）の

地震発生帯掘削研究と統合することで、海溝型巨大地震発

生メカニズムの解明に必須不可欠なプレート境界断層の包

括的理解を探求しています。特に、付加体の成長や海溝型

巨大地震発生メカニズムの研究において絶好のフィールドと

して知られている南海トラフに着目し、巨大地震破壊の鍵と

考えられる地殻構造の詳細なイメージングや物性推定の研

究を行っています。 

Center for International Cooperation, Research Cooperation Group

研究内容・センター｜RESEARCH CONTENTS・CENTER

現在の主な研究テーマ 
●大気を経由して輸送される陸起源・人為起源物質の海洋

環境への影響 

●海水中の粒子の無機化学組成と生物との関係 

●海洋起源成分の海洋と大気間の相互作用に関する研究 

●堆積物粒子の粒径、化学組成を基にした地球環境変化の解明 

●微量成分の自動連続測定法に関する研究 

●統合国際深海掘削計画の南海トラフ震源域掘削研究 

●巨大地震発生帯セグメント化を規定する物理プロセスの解明 

●東南海巨大地震断層の3次元高精度イメージングおよび

物理特性の解明 

●海溝‐島弧‐背弧海盆システムの海洋地質・地球物理学

的研究 

●反射法地震探査データ・深海掘削データの統合データベ

ース構築 

Ongoing Research Themes 
●Chemical composition and fluxes into the sea from the 

marine atmosphere 

●Biogeochemistry of trace metals in the marine atmosphere 

●Trace element atmosphere-ocean interactions 

●Development of automatic measurement of trace elements 

●IODP Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment 

●Segmentation along rupture zone of subduction thrust earthquake 

●3-D prestack depth imaging and physical property 

estimation along Tonankai seismogenic fault 

●Marine geology and geophysics on trench-arc-backarc basin system 

●Integration of seismic reflection and ocean drilling data

Research in marine biogeochemistry laboratory focuses on 

aerosols in the marine environment. Our goal is to understand the 

distribution, chemical compositions, and atmosphere-ocean 

interactions of aerosols. Sea and land are closely linked, 

especially with respect to the biosphere and global climate. The 

ocean controls atmospheric levels of greenhouse gases originating 

from land. However, negative radiative forcing of global climate 

caused by aerosols is outweighed by the positive effects of 

greenhouse gases. Aeolian dust is transported over and deposited 

into the sea, which can influence how the marine ecosystem 

functions.   

Marine geology and geophysics laboratory is aiming at 

comprehensive understanding on trench-arc-backarc basin 

systems on Earth. We focus on marine geologic and geophysical 

studies in the plate convergent margin such as Nankai Trough, 

mainly through 2-D and 3-D multichannel seismic reflection 

investigations. We are currently conducting 2-D and 3-D prestack 

depth imaging studies and physical property estimations along the 

Nankai Trough subduction zone. We are closely involved in Nankai 

海洋科学国際共同研究センター 研究協力分野 

南海トラフ沈み込み帯の3次元地殻構造及び沈み込む堆積層のP
波速度構造 
3-D P-wave interval velocity model overlapped on topography of the 
Nankai subducting oceanic crust, showing two low velocity bands 
within underthrust sediments, which is interpreted as fluid-rich 
channels
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　7つの海は海流によって結びつけられ、さまざまな物質が世

界中を循環します。また、微生物からクジラに至る様々な生き

物の生命活動の場でもあります。太古から現代に至る変遷を

とげてきた海洋は時空間的に連続したひとつのシステムをな

しており、その包括的理解を深めるには、学際的な海洋研究

が不可欠です。先端海洋システム研究センターは、最先端の

観測機器・分析技術・解析手法を駆使して海洋循環・物質

循環や生物多様性に関する研究を連携して行うことで、海洋

環境の統合的解明を目指しています。 

The seven seas of the world are connected by ocean currents, 

which globally circulate various kinds of materials. There are 

many lives from microorganism to whale in the world ocean. The 

Center for Advanced Marine Research was established for 

growing demands of interdisciplinary and comprehensive 

research of the ocean as the whole system in both of space and 

time.  Using the most advanced observational and analytical 

techniques, the present state of the marine environment is 

studied accurately, precisely, and thoroughly under the 

collaboration.

研究内容・センター｜RESEARCH CONTENTS・CENTER

Center for Advanced Marine Research
先端海洋システム研究センター  

ナメクジウオから脊椎動物への進化を探る 
Amphioxus as a model for the ancestral vertebrate

生物多様なサンゴ礁 
Biodiversity of coral reefs

超微小領域を分析できるイオンマイクロプローブ 
Ion microprobe for trace element and isotopic 
analysis of ultra-fine features

水の惑星 地球 
The Water Planet

Our group consists of chemical and physical oceanographers. We aim to 
comprehensively understand water circulations and material cycles in the 
marine environment on the basis of advanced measurement systems and 
numerical simulation.

海洋システム計測分野 
Marine System Observation Group
海洋化学と物理学の研究者が連携しながら、海洋環境に関わる海洋循環と海
洋物質循環過程を包括的に解明することを目指して、先端的な測定装置によ
る現場観測や数値シミュレーションなどを行っています。 

Using the most advanced techniques of molecular biology and analytical 
chemistry, the marine system analysis group studies the development of 
biodiversity, with special emphasis on interaction with the environmental 
fluctuations from the past to the present.

海洋システム解析分野 
Marine System Analysis Group
海洋システム解析分野では最新の分子生物学的、分析化学的な手法を用い、
海洋における生物多様性の実体と変動を、現在および過去の環境変動要因と
の相互作用という視点から研究しています。 
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Center for Advanced Marine Research, Marine System Observation Group

研究内容・センター｜RESEARCH CONTENTS・CENTER

　人類は、これまで陸域を活動の場として発展してきましたが、

海洋はその２倍以上の面積を持ち、地球環境と生命活動に

重要な役割を果たしています。地球環境に関わる海洋システ

ムの研究、すなわち海洋の持つ地球環境保全機能の定量化

とその科学的理解は、地球環境と調和した社会を実現するた

めに不可欠です。 

　例えば、地球環境に深刻な影響をおよぼす地球温暖化問

題において、二酸化炭素は温室効果気体の主要素ですが、

海洋は大気に比較して50倍以上の量の炭素を含有し、そうし

た温室効果気体の吸収および循環過程に対して極めて重

要な役割を果たしていると考えられています。また、過去50年

間の人口増加は急速な食糧増産で支えられてきましたが、海

洋中の深層水には栄養塩が豊富に含まれており、深層水と

それに含まれるさまざまな物質の循環の実態を明らかにするこ

とは、将来における食糧問題の観点からも重要であると期待

されています。 

　上記のような海洋・地球環境問題に取り組むためには、海

洋の化学や物理学をはじめとして、生物学、生物資源学、海

底科学等との共同研究が必要です。海洋システム計測分野

では、本研究所研究部門および研究施設の教員、技術員と

連携しながら、海洋循環過程と海洋物質循環過程の基礎研

究に立脚しつつ、最新の技術や高精度の計測機器類を導入

することで高密度観測や高感度分析、数値シミュレーションな

どの先端的解析手法を開発し、近未来における海洋環境問

題についての総合的な研究を行っています。 

現在の主な研究テーマ 
●希ガス元素をトレーサーとした海洋物質循環 

　希ガス元素は化学的な活性が低いため、海洋循環を調べ

るための良いトレーサーとなります。例えば、海水中のヘリ

ウムの濃度分布は、海洋循環のモデル化を図る上で重要

な情報を与えます（Fig.1）。また、深層水中のアルゴン、ク

リプトン、キセノンといった重い希ガス元素濃度からは、深層

水がその昔、大気と平衡にあった時の温度を推定できます。 

●太平洋における深層循環 

　CTDや降下式ADCPによる観測によって、太平洋深層に

おける流速や水温・塩分・溶存酸素の分布、あるいは係留

流速計による流速の時系列などをデータとして収集・解析

しています。 
Fig.1 中央海嶺を横切るセクションで見た海水中のヘリウム－３の濃度異常。
中央海嶺から放出されたマントル起源のヘリウムは海水の流動とともに流れる
ように見える 
We can know ocean current from distribution of helium isotopes that was 
emitted from a volcano on the seafloor

Ongoing Research Themes 
●Ocean circulation using noble gas isotopes : noble gases are 

chemically inert and are regarded as ideal tracers to study ocean 

circulation. Helium-3 (3He) is a primordial component that was 

trapped in earth's mantle at the time of accretion. It degasses from 

submarine volcanoes at mid-ocean ridges and back-arc basins. 

Three-dimensional mapping of the 3He/4He ratio provides 

important constraints on global ocean circulation models (Fig.1).  

●North Pacific deep circulation : ocean observations using 

conductivity-temperature-depth (CTD) / lowered acoustic 

Doppler current profiler (LADCP) systems and moored current 

meters are undertaken, and resultant water temperature, 

salinity, and dissolved oxygen data from hydrographic sections 

and time series current data are analyzed.

The ocean, covering 70% of earth, is central to many 

environmental issues, including global climate change, and is a 

major source of food for humans. Japan, surrounded by the 

ocean, requires thorough scientific understanding, including 

quantitative modeling, of the ocean's roles in the earth's 

environment. 

The marine environment is complex and requires comprehensive 

studies beyond the capabilities of a single department. Through 

cooperation with other research departments and centers, the 

marine system observation group develops advanced 

observation systems and conducts high resolution numerical 

simulations to model the marine environment. Modeling employs 

results from basic studies of water circulation and mass cycles 

from not only ocean chemistry and physics, but also biology, 

fisheries, and geoscience.

先端海洋システム研究センター 海洋システム計測分野 

ocean current

atmosphere

ocean

mantle

high 3He/4He area
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Center for Advanced Marine Research, Marine System Analysis Group
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　地球の表面積の約7割を占める海洋は、生命誕生と進化の

舞台です。今までに海洋は何度も地球規模の大きな環境変

動を繰りひろげてきました。多様な生命体も長い歴史をかけて

出現と消滅を繰り返し、生命と海洋環境との間には密接な関

係が営まれてきました。この関係は、海洋底や地殻、海洋生物

の遺伝情報のなかに記録されています。最近の分析・測定技

術の発展がもたらした網羅的解析、高精度解析、極微細な解

析の技術で、その記録を読み解くことができます。さらには、古

海洋環境の再現といった複雑な海洋システムの再構築の試

みも可能になりつつあります。 

　海洋システム解析分野では、海洋化学、海洋地質学、分子

生物学のそれぞれの学問領域から、海洋の環境変動と生物進

化の両面を研究します。そして、海洋システムを横断的かつ総

括的に理解することを研究のさらなる目的としています。具体

的には、第四紀の氷期・間氷期を繰り返す劇的な環境変動の

数万年間、さらに長期の数百万年間のタイムスケールの環境

変動に焦点をあてます。古海洋環境の化学からは、海洋生物

の化石中の微量元素や同位体比を解析します。計測分野の

先端的な高精度計測技術を利用し、長期の環境変動や古環

境を高精度かつ高分解能で復元する研究もおこないます。また、

海洋生物の生物多様性を遺伝子科学とタンパク質科学の先

端的手法で研究します。海洋生物の全ゲノム遺伝子の解読

が可能となりつつある今日、生物の機能がどのように進化して

きたかを解析します。さらに、解析分野のすべての研究を共通

の時間軸をもって融合し、海洋環境の変動期における生物多

様性の創出機構の解明を目指します。 

現在の主な研究テーマ 
●堆積物中の生物の遺骸（有孔虫、ケイ藻、魚の歯など）や

マンガンクラスト中の微量元素の濃度および同位体比を

測定し、古海洋環境（水温、pH、アルカリ度、深層循環の

パターンなど）の復元を進めます。 

●近年、人為的な環境負荷の増大により、多くの地球環境で、

これまで長期間維持されてきた窒素収支がバランスを崩し

はじめています。そのため、過去・現在・未来を通しての窒

素収支を明らかにし、それを維持している生物多様性の実

態と変動を、環境要因との相互作用を通して明らかにして

いく研究を進めます。 

●脊椎動物に近縁な、ナメクジウオのドラフトゲノム遺伝子が

解読されました。この動物を用いて、多様な生体機能のな

かでも環境変動と関係しながら変化してきた機能を解析し、

脊椎動物への進化について研究します。また、鯨骨生物

群集の極限環境への適応現象の解明を進めます（図）。 

(A) A whale bone found at a depth of 230m off Cape Nomamisaki, 
Kagoshima. The mussel attached on the bone surface has symbiotoc 
bacteria.  
(B) A new species of lancelet discovered in the whale bone and sediments 

Ongoing Research Themes 
●Reconstructing environmental variables in ancient oceans 

using trace element abundances and isotopic ratios of natural 

archives such as microfossils and ferromanganese crusts. 

●The nitrogen cycle in various aquatic environments is 

negatively impacted by human activities. Therefore, studies of 

nitrogen budgets, which help illuminate past, present, and 

future conditions and processes, are required. 

●The mechanisms that adapt biological functions to changes in 

marine environments are analyzed using molecular biological 

and physiological methods (Figure).

The ocean, which occupies about 70% of earth's surface, is the 

cradle and incubator of life. Through earth history, life forms have 

repeatedly appeared and disappeared, and this evolution is 

closely related to surrounding environments. Long-term 

associations between marine life and marine environments are 

recorded in marine sediment, igneous crust, fossils, and the 

genetic codes of marine organisms, and can be analyzed using 

sophisticated modern techniques. Our group's major research 

goal is inclusive understanding of the global ocean system, 

including reconstruction of ancient marine environments, for the 

last two million years (Quaternary period). To reconstruct 

biogeochemical cycles, trace element and stable-isotope studies 

of natural archives such as microfossils and ferromanganese 

crusts are invaluable. Furthermore, for integrated understanding 

of geochemical cycles, and elucidation of adaptive mechanisms 

and diversity of biological functions, we employ genomic and 

先端海洋システム研究センター 海洋システム解析分野 

（A）鹿児島野間岬沖の海底約230mから引き上げた鯨骨。化学合成細菌共
生系のイガイ類が付着している。（B）鯨骨中に見つかった新種ナメクジウオ。 

（A） 

（B） 
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Marine Research Linkage, Biosphere Environment

研究内容・連携｜RESEARCH CONTENTS・LINKAGE

　海洋生物の分布・回遊および資源量は、海洋環境の物理・

生物・化学的な要因で、さまざまな時空間スケールで大きく変

化しています。エルニーニョに代表される地球規模の海洋気

象現象は、数千キロを移動する生物の産卵・索餌回遊と密

接な関係がある一方、幼生や微小生物の成長・生残には、海

洋循環に伴う生物輸送や海洋乱流に伴う鉛直混合のような

比較的小規模な海洋現象が重要な役割を果たしています。

このように生物種のみならず成長段階の違いによって生物に

影響を及ぼす海洋環境は多様であり、さらにそこには人間活

動に伴う様々な現象も加わって、海洋は複雑な様相を呈して

いるのです。 

　本分野では、上述した生物を取り巻く海洋環境に着目して、

海洋環境変動に対する生物の応答メカニズムを、研究船に

よる海洋観測、バイオロギング（生物装着型記録計による測定）、

野外調査、数値シミュレーション、飼育実験、室内実験などか

ら解明する研究に取り組んでいます。特に、ニホンウナギやマ

グロ類をはじめとする大規模回遊魚の産卵環境、初期生活史、

回遊生態に関する研究は、外洋生態系における重点的な研

究課題であり、近年では生物進化・多様性保全の観点から、

地球温暖化に対応した産卵・索餌行動、分布・回遊経路、生

残・成長の予測研究にも力を入れているところです。また、ア

ワビやムール貝といった底生生物が生息する内湾・海峡域の

流動環境や基礎生産環境に着目した沿岸生態系に関する

研究も行っており、様々な学問分野の複合領域としての総合

的な海洋科学の研究と教育を目指しています。 

現在の主な研究テーマ 
●亜熱帯循環の海洋構造・変動と大規模回遊魚の生態 

●稚仔魚の摂餌行動に与える乱流の影響 

●沿岸域に生息する生物資源の再生産機構 

●黒潮と生物資源変動との関係 

ニホンウナギのレプトセファル
ス幼生（図1）と数値実験で求
めた幼生の輸送経路（図2）。
エルニーニョ発生年（図2左図）
は、幼生がフィリピン東部から
黒潮にうまく乗ることができずに、
エルニーニョ非発生年（図2右
図）に比べて、ニホンウナギが
生息できないミンダナオ海流
域に数多くの幼生が輸送され
る。事実、エルニーニョの年に
はシラスウナギの日本沿岸へ
の来遊量が減少する。 
Picture of the Japanese eel leptocephalus (Fig.1) and its larval transport from 
spawning ground in the North Equatorial Current reproduced by numerical 
simulation (Fig.2). Transports of the Japanese eel larvae along the Kuroshio 
are less than that along the Mindanao Current in El Nino year (Fig.2, left panel)

クロマグロ（図3）と小型記録計によって得られたクロマグロ太平洋横断経路（図
4）。クロマグロは北海道沖からカリフォルニア沖まで2ヶ月で渡りきることができる。
小型記録計は魚体内に装着するので、水温・塩分・照度などの環境データが取
得できるだけでなく、体温・水深データから摂餌生態や体温維持のための生理
的メカニズムを解明する研究が可能となる。 
Pacific bluefin tuna (Fig.3) and track of a bluefin tuna that traversed the Pacific 
Ocean, obtained from a micro data logger (Fig.4). They migrate from off 
Hokkaido to off California in about two months

Ongoing Research Themes 
●Ecology of Japanese eel larvae and bluefin tuna in the 

North Pacific subtropical gyre in relation to migration and 

stock recruitment 

●Laboratory experiment of fish larvae and juvenile in 

turbulent tanks 

●Reproduction mechanisms of marine living resources in 

coastal areas 

●Impact of meso-scale variability in the Kuroshio region on 

recruitment of small pelagic fish species

The distribution, migration and stock variation of marine 

organisms fluctuate with physical, biological and chemical marine 

environments on various temporal and spatial scales. Global 

oceanic and climatic phenomena represented by El Nino have a 

close relationship to spawning and feeding migrations of large-

scale migrating fishes over several thousand kilometers. 

Biological transport associated with ocean circulation and vertical 

mixing caused by oceanic turbulence play very important roles in 

the growth and survival of larvae and small marine organisms. 

The marine environments that affect not only species but also 

growth stages vary widely. Our objectives are to clarify the 

characteristics of oceanic phenomena related to ecology of 

marine organisms and the response mechanisms of marine 

organisms to global environmental changes.

海洋研究連携分野 生物圏環境学 

Fig.1

Fig.3

Fig.4

Fig.2
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Deep circulation currents flowing northward in 
the Pacific. Mooring stations are shown by two 
crosses in WIP where the eastern branch 
current (black arrows) passes. Thin curves 
show isobaths of 4000 m

Department of Physical Oceanography
Ocean Circulation Group

活動トピックス・部門｜ANNUAL TOPICS・DEPARTMENT

深層海流の流量を測る 
　低温で塩分や酸素に富む海水を世界の深層海洋に供給している深層循環は、海の温

暖化や酸欠化を防ぎ、世界の海洋を新鮮に保つ働きをしている。また、熱や温室効果気体

を輸送することで、現在の気候の形成に大きく寄与している。こうした深層循環の実態と

役割を明らかにするために最も重要な情報が流量である。しかし、流れの測定は容易でない。

時間変化する流れの平均的な流量を求めるには、深層流が流れていて測定に適した場所

を見つけ、係留流速計による大掛かりな直接測流を長期間実施することが必要である。こ

の困難さのため、深層循環の平均流量の評価は世界でも例が少ない。 

 
ウェーク島水路での測流 
　太平洋を北上する深層循環流は、海底地形の影響で二本に分かれて北太平洋に流入

し、東側分枝流がウェーク島水路を通過する（Fig.1）。私たちは、1999年2月にウェーク島

水路内の18°20'N、168°30'Eと169°30'Eに5台の流速計を付けた係留系を2系設置し、翌

年2月に回収して1年間の測流に成功した。測定された東側分枝流の流速とその変動は、

5000m以深で大きく4000m深で激減し、“4500m以深の深層循環流は東側分枝流とな

り、4500m以浅の大部分は西側分枝流を形成する”という水塊分析からの結論を裏づけ

た。海山の影響の少ない東側の測点では、海底付近で特に流速が大きく、平均で3.5cm 

s-1であった（Fig.2）。 

｠ 

深層循環の流量 
　ウェーク島水路を通過する深層循環流の流量は、北向きを正として-5.3～14.8Sv（1Sv

＝106 m3 s-1）の範囲で変化し、4か月弱の周期で変動していた（Fig.3）。意外なことに、た

まには逆向きに流れている。平均流量は3.6Sv、この値の時間変動による誤差は1.3Svで

あった。一部はウェーク島より西方の小さな水路も通過するので、深層循環東側分枝流の

流量は4Sv程度であると結論した。西側分枝流を含む全体では、7～8Svの深層循環流が

北西太平洋海盆を北上していると考えられる。 

Fig.1　太平洋を北上する深層循環流。東側分
枝流(黒色)の通過するウェーク島水路にXで示す
2点が係留測流点。細線は4000m等深線を示す 

Mean current velocity vectors of the deep 
circulation current in WIP

Fig.2　ウェーク島水路での深層循環流の平均
流速ベクトル 

Volume transport of the deep circulation 
current in WIP. Thick, thin, and thick broken 
lines show total, western half, and eastern half 
transports, respectively

Fig.3　ウェーク島水路での深層循環流の流量。
太線、細線、太破線は、それぞれ全体、西半分、
東半分の流量を示す 

Masaki Kawabe, Daigo Yanagimoto, Shoji Kitagawa, Yoshifumi Kuroda: Variations of the Deep Western Boundary Current in Wake Island Passage. Deep-Sea 
Research I, 52, 1121-1137, 2005.

Volume Transport of Deep Circulation Current in Wake Island Passage

海洋物理学部門・海洋大循環分野 

ウェーク島水路を通過する深層循環流の流量 

Observations of volume transport of deep currents 
Deep ocean circulation supplies cold, saline, and oxygen-rich water into a deep layer, and 

contributes to formation of climate.  Volume transport must be known to examine the roles of deep 

circulation.  For its estimate, we have to find a suitable place for measurement and conduct long-

time observations with moored current meters.  Due to this difficulty, few estimates have been 

made.  

 

Velocity measurement in Wake Island Passage 
The deep circulation enters the North Pacific forming two branches, and the eastern branch 

current passes Wake Island Passage (WIP). Then we deployed two moorings at 168°30'E and 

169°30'E on 18°20'N in WIP in February 1999 and recovered them one year later. The velocity 

and its variation are large at depths greater than 5000 m and decrease markedly at 4000 m. 

The current at 169°30'E is particularly strong at near-bottom and reaches 3.5 cm s-1 on average. 

 

Volume transport of deep circulation 
We clarified that volume transport of deep circulation through WIP changes in -5.3～14.8 Sv 

(1Sv = 106 m3 s-1, positive is northward) with periods of four months. The averaged transport is 

3.6 Sv with an error of 1.3 Sv due to the variations. By adding the flow west of WIP, volume 

transport of the eastern branch current was concluded to be 4 Sv. The deep circulation of 7～8 

Sv in total may proceed northward in the Northwest Pacific Basin.
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Carbon (C) and nitrogen (N) metabolism of the hermatypic coral Acropora pulchra and its 

symbiotic algae (zooxanthellae) was investigated using 13C and 15N isotope tracers. A. pulchra 

was incubated in seawater containing 13C-labeled bicarbonate and 15N-labeled nitrate (NO3-) 

for 24 h (pulse period), and subsequently 13C and 15N isotopic ratios of the host coral and the 

zooxanthellae were followed in 13C- and 15N-free seawater for 2 weeks (chase period). Under 

our experimental condition of NO3- (12 μM), C and N were absorbed by the coral-algal 

symbiotic system with the C:N ratio of 23 during the pulse period. Taking account of 

concentration dependence of NO3- uptake rates determined by a separate experiment, C:N 

uptake ratios under supposed in situ NO3- conditions (<1.0 μM) would be >3.0 times higher, if 

the photosynthetic rate did not change. During the chase period, atom % excess (APE) 15N of 

the zooxanthellae constantly declined, while that of the host slightly increased. Consequently, 

APE 15N of the both fractions appeared to approach a common steady state value, suggesting 

that 15N was recycled within the coral-algal symbiotic system. C:N ratios of organic matter 

newly synthesized with NO3- exponentially declined and converged into ca. 5. This suggests 

that organic compounds of high C:N ratios such as lipids and carbohydrates were selectively 

consumed more rapidly than those of low C:N ratios such as proteins and nucleic acids.

Department of Chemical Oceanography
Marine Biogeochemistry Group

活動トピックス・部門｜ANNUAL TOPICS・DEPARTMENT

　サンゴ礁は光合成や石灰化といった生物反応が極めて活発に行われている海域であ

る。サンゴ礁に生息する生物の中でも、造礁サンゴ群体はその内部に多数の藻類（褐虫

藻）を共生させることによって、光合成と石灰化の両反応を行い、サンゴ礁生態系の物

質循環に大きく寄与している。しかしながら、サンゴと褐虫藻の関係は、細胞内共生とい

う複雑さゆえ未知なる部分が多く、両者の間でどのような物質のやり取りがなされている

のかを中心に現在研究が進められている。本研究では、13C・15N二重標識法という当分

野ではこれまで適用例のない手法を用いることで、サンゴと褐虫藻がサンゴ礁という貧栄

養海域の中でどのように窒素を獲得、利用しているのか、炭素循環とのつながりと合わ

せて明らかにすることを試みた。 

　実験はまず、同位体トレーサーとしてNaH13CO3, K15NO3を添加した水槽内の海水中

で造礁サンゴ Acropora pulchra（オトメミドリイシ）を一日培養し、その後通常の海水に戻

してさらに二週間培養した。培養中、定期的にサンゴ片を取り出し、サンゴと褐虫藻を分

離した後、それぞれの13C・15N同位体比を測定した。その結果、硝酸取り込み中のサンゴ

群体内では、C：N比が約23の有機物が作り出されていることが分かり（Fig.1）、硝酸取

込速度の濃度依存性を考慮すると、実際のサンゴ礁海水中においてはその約3倍（C：N 

> 90）の割合で炭素と窒素を海水中から取り込んでいることが示唆された。また、サンゴ

群体内で新しく作られた有機物は、その後の代謝過程でC：N比を徐々に低下させ、炭素

よりも窒素をより長い期間体内に保持しようとする特徴を示している。窒素同位体比に

着目してみると、褐虫藻については培養に伴い大きく減少する一方で、サンゴでは若干増

加し、共生系全体としては二週間ほとんど変化が見られなかった（Fig.2）。これは、褐虫

藻によって硝酸から合成されたアミノ酸などの有機窒素がサンゴへ移行するとともに、サ

ンゴが排出した同位体比の軽いアンモニア態窒素が褐虫藻によって再度取り込まれ、

いわば窒素が迅速にリサイクルされることによって、全体としてはその損失が抑えられて

いることを示唆している。このように、サンゴ群体においては動物と植物がうまく共生する

ことで、貧栄養な海水に適応してきたものと推察される。 

Changes in C：N ratios of newly synthesized 
organic matter in the coral and zooxanthella

Yasuaki Tanaka, Toshihiro Miyajima, Isao Koike, Takeshi Hayashibara, Hiroshi Ogawa: Translocation and conservation of organic nitrogen within the coral-zooxanthella 
symbiotic system of Acropora pulchra, as demonstrated by dual isotope-labeling technique. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 336, 110-119, 2006

Translocation and conservation of organic nitrogen within the coral-zooxanthella 
symbiotic system of Acropora pulchra, as demonstrated by dual isotope-labeling 

海洋化学部門・生元素動態分野 

安定同位体二重標識法を用いたサンゴ-褐虫藻共生系による有機窒素代謝の解明 

Fig.1　サンゴ・褐虫藻内のラベル有機物（硝酸
とともに新しく作られた有機物）のC：N比の変化 

Atom % excess (APE) 15N in the coral and 
zooxanthella during the incubation

Fig.2　サンゴ・褐虫藻内の窒素安定同位体比
の変化 

Coral colonies used for the experiment 
(Ishigaki, Shiraho Reef)

Fig.3　培養に使用した造礁サンゴ群体（石垣、
白保サンゴ礁） 
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Department of Ocean Floor Geoscience
Marine Geology Group

活動トピックス・部門｜ANNUAL TOPICS・DEPARTMENT

　付加体内部に発達する分岐断層の特性は、地震のメカニズムや付加体の構造変形

に直接的に影響する。そのため分岐断層の特性を推定することは、地質学的に重要な

課題となっている。統合国際深海掘削計画（IODP）では、地球深部探査船「ちきゅう」

による分岐断層の掘削が予定されている。しかし現段階では深部の分岐断層に対して

掘削が行われていないため、その特性は反射法地震探査といった物理探査によって推

定されてきた。熊野沖（Fig.1）で取得された反射法地震探査断面図では、分岐断層が

強振幅の反射面として明瞭に同定できる（Fig.2）。この分岐断層は1944年の東南海地

震の際に滑りを生じ、津波を引き起こしたと考えられている。しかし、この深部分岐断層の

特徴を反射法地震探査といったリモートセンシングデータだけから解明することは難しい

のが現状である。そこで過去の分岐断層とされる延岡衝上断層から取得された岩石試

料の物性値を測定し（Fig.3）、現在の熊野沖分岐断層の音響特性と比較することで、活

動的な分岐断層の特性を推定した。 

　延岡衝上断層の上盤は、泥質千枚岩から構成されており、顕著な地震波速度異方性

が確認された（Fig.3）。特に主断層面の直上では、音波速度が非常に速いことが分かっ

た（Fig.3）。これはクラックが石英によって充填され、開口クラックが減少したことを反映

していると考えられる。一方、下盤側は変形が顕著で、上盤よりも音波速度が遅く速度異

方性も小さいことが分かった。さらに延岡衝上断層の物性値から計算された理論的な

Amplitude Variation with Offset（AVO）と、反射法地震探査データから得られる活動

的な分岐断層のAVOとの比較から、活動的な分岐断層の下盤側は高間隙水圧状態で

あることが示唆された。 

Locations of the Nobeoka OOST and the 
seismic line off Kumano

T. Tsuji, G. Kimura, S. Okamoto, F. Kono, H. Mochinaga, T. Saeki, and H. Tokuyama: Modern and ancient seismogenic out-of-sequence thrusts in the Nankai 
accretionary prism: Comparison of laboratory-derived physical properties and seismic reflection data, Geophys. Res. Letts, 33, L18309, doi:10.1029/2006GL027025, 

Characterization of seismogenic out-of-sequence thrust in the Nankai 
Trough

At convergent plate margins, characteristics of out-of-sequence thrusts (OOSTs) are important 

for understanding the nature of earthquake mechanisms and deformation of the accretionary 

prism. To understand the OOST characteristics, Integrated Ocean Drilling Program (IODP) 

plans to drill through the seismogenic OOST in the Nankai Trough via the D/V “Chikyu”. In 

this phase, however, the seismogenic OOST is too deep to penetrate with riserless drilling, so 

its properties have only been estimated from seismic data. Seismic reflection data from the 

Nankai Trough off Kumano (Fig.1) image a strong-amplitude OOST reflection (Fig.2). This 

OOST might have ruptured during the 1944 Tonankai earthquake and associated tsunami. 

However, full OOST characterization solely using seismic reflection data is not possible. To 

investigate characteristics of a seismogenic OOST, therefore, we determined acoustic 

properties of discrete samples from the fossil OOST outcrop in Nobeoka (Fig.3), and compared 

the acoustic properties with those of an active Kumano OOST. 

 We observed anisotropy of velocity in the hanging wall of Nobeoka OOST attributed to 

foliation of pelitic-phyllite (Fig.3). In contrast, the footwall is composed of brittlely deformed, 

chaotic shales and fine sandstones, and velocities in the footwall are lower than those in the 

hanging wall. Furthermore, the velocities just above the fault core are high (gray zone in Fig.3), 

because cracks are filled by quartz and number of the open crack should be small. Amplitude 

variation with offset (AVO) modeling indicates that fractures filled with overpressured fluid likely 

account for angle-dependent reflection amplitudes of the active OOST in the Nankai Trough.

海洋底科学部門・海洋底地質学分野 

南海トラフにおける地震性分岐断層の特性の解明 

Fig.1　延岡衝上断層と熊野沖反射法地震探査
データの位置 

Out-of-sequence thrust on seismic reflection 
profile off Kumano

Fig.2　熊野沖反射断面図上で確認される地震
性分岐断層 

Depth profiles of (a) densities, (b) porosities, (c) 
P-wave velocities at 55 MPa, and (d) S-wave 
velocities at 55 MPa. Vertical axis represents 
depth relative to the location of fault core. Black 
solid dots, open dots, and gray dots represent 
acoustic properties normal to the foliation, 
parallel to the foliation, and weak foliation, 
respectively

Fig.3　延岡断層周辺の (a) 密度、(b) 間隙率、
(c) 封圧55MPa下でのP波速度、(d) 封圧
55MPa下でのS波速度。縦軸は断層コアからの
距離。速度プロファイル上で、青色、赤色、黄色
の点は、それぞれ縞状構造に直行する方向の速度、
平行する方向の速度、縞状構造が発達していな
いサンプルの速度を表している 
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Department of Marine Ecosystems Dynamics 
Benthos Group
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　シロウリガイ類は、深海の化学合成生物群集を代表する大型二枚貝のグループである。

日本周辺には、特に多くの種が生息している事が知られており、記載されている種だけで

13種を数え、さらに５種の未記載種の存在が提唱されている。シロウリガイ類の大きな

特徴は、分布域が比較的狭い水深範囲に限定されている事で、水深に沿った住み分け

が、新たな種の誕生と共存を可能にしたものと推察される。北西太平洋のシロウリガイ

類のいくつかの種が、南太平洋やインド洋の同程度の水深の還元環境に分散、新たな

種に分化した事が分子系統解析により示されている。 

　アケビガイは、炭化水素湧出域の発見以前から稀に漁船のトロール等で採集されて

いたが、その正確な生息場所や環境は不明であった。故土田英二技官（当時）が入手

した、銚子沖で漁船により採集された個体のミトコンドリアDNAの塩基配列を決定したと

ころ、南海トラフで採集されたエンセイシロウリガイ個体の配列と一致した。さらにその後、

駿河湾石花海で、やはり漁船により採集されたアケビガイについても同様の結果が得ら

れ、両者の貝殻形態も酷似する事から、私達はエンセイシロウリガイがアケビガイと同じ

種であると考えている。 

　沖縄トラフの熱水噴出域には、アケビガイ（エンセイシロウリガイ）、シマイシロウリガイ、

ナンカイシロウリガイの３種が分布するが、いずれの種も本州沖の炭化水素湧出域にも

生息している。さらにアケビガイは、琉球列島を挟んで反対側にある黒島海丘の炭化水

素湧出域でも見つかっている。これら3種について各地方集団間の遺伝的特性を比較、

解析したところ、沖縄トラフの集団は本州沖の集団から分散した個体の子孫であり、母

集団と隔離され、遺伝的分化が進んでいる事が判明した。さらにアケビガイの黒島海丘

集団は沖縄トラフ集団とは独立に本州沖集団から派生した事が示された。太平洋プレ

ートの沈み込みに伴って、さまざまな水深に還元的な環境が、長期間に渡って安定に維

持されてきた事が、北西太平洋におけるシロウリガイ類の高い種多様性を生み出したと

考えられる。 

Calyptogena kawamurai from Seno-umi Bank, 
Suruga Bay

Fig.2　北西太平洋におけるシロウリガイ類の分
散過程 
Dispersal processes of Calyptogena bivalves in 
the northwestern Pacific

Kojima, S., E. Tsuchida, H. Numanami, K. Fujikura and T. Okutani: Synonymy of Calyptogena solidissima with Calyptogena kawamurai (Bivalvia: Vesicomyidae) and its 
population structure revealed by nucleotide sequences of mitochondrial DNA. Zoological Science 23, 835-842, 2006

Historical dispersal of Calyptogena clams in the northwestern Pacific

Calyptogene bivalves are one of the primary members of deep-sea chemoautosynthesis-based 

communities. In Japanese waters, thirteen described and five undescribed species of this genus 

have been reported. Distribution of each species is restricted to areas within a relatively narrow 

depth range. Segregation along water depth is supposed to have created and maintained high 

species diversity of this group. Our molecular phylogenetic analyses showed that some species in 

the northwestern Pacific have dispersed to the southern Pacific as well as the Indian Ocean and 

speciated there. 

Before the discovery of deep-sea cold seep areas, C. kawamurai have been rarely collected in a 

commercial trawl while its habitats had been undetermined. We determined a nucleotide 

sequence of mitochondrial DNA for each one specimen from off Choshi and Suruga Bay, 

respectively, to show that they are identical to those of some specimens of C. solidissima which 

were collected in a cold water seep in the Nankai Trough. Shell morphology is a close resemble 

between the two. So, we think that C. solidissima is a junior synonym of C. kawamurai. 

From hydrothermal vent fields in the Okinawa Trough, three Calyptogena species, namely, C. 

kawamurai, C. okunanii and C. nankaiensis have been discovered. All of them also inhabit seep 

areas off Honshu. Additional population of C. kawamurai was discovered in a seep area on the 

Kuroshima Knoll, off the Yayama Islands. We compared the genetic population structure among 

them, which showed that populations of the Okinawa Trough have been derived from those off 

Honshu and populations of the two areas were isolated and genetically deviated. A population of 

C. kawamurai of the Kuroshima Knoll was also shown to have derived from the off Honshu area 

independently. High species diversity of Japanese Calyptogene bivalves might be attributed to 

long-term stability of reducing environments at various depths in the seduction zone in the 

northwestern Pacific.

海洋生態系動態部門・底生生物分野 

シロウリガイは南を目指す？ 

Fig.1　駿河湾石花海で採集されたアケビガイ 
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Distribution of Japanese eel leptocephali.  
Collection locations of a total of 2,418 
specimens caught during 1956 to 2002 are 
shown.  Larvae are passively transported 
westward by the North Equatorial Current and 
then metamorphose in the Kuroshio before 
recruiting to their growth habitats in East Asia

Department of Marine Bioscience 
Behavior, Ecology and Observation Systems Group

活動トピックス・部門｜ANNUAL TOPICS・DEPARTMENT

海洋研究所のウナギ産卵場調査 
　ウナギの生態の中で、もっとも大きな謎は産卵場の問題である。東京大学海洋研究所

は1973年に研究船白鳳丸を使ってニホンウナギ（Anguilla japonica）の産卵場調査を開

始した。1991年には、10mm前後のレプトセファルスを約1000尾採集し、ニホンウナギの

産卵場がマリアナ諸島西方海域にあることを明らかにした。それはフィリピン海を東から西

に横断する北赤道海流の中にあった（Fig.1）。 

　しかしこの時には、かなり広い海域を産卵場として推定したに過ぎず、ニホンウナギの産

卵現場をピンポイントとして押さえたわけではなかった。そこで、さらに産卵場を絞り込むため

に、これまでに得られた仔魚の全分布データを解析して、厳密な産卵地点を特定する「海

山仮説」を得た。また、耳石日周輪による孵化日組成の解析から、産卵のタイミングを示す

「新月仮説」を提唱した。以後10年間に亘り、これら2仮説に基づいて調査を続けてきた。 

 

産卵地点の特定 
　2005年6月の新月の日、ついにマリアナ沖の海山域で、まだ眼も口も未発達のプレレプ

トセファルス（2日齢）を約400尾採集することに成功した（Fig.2）。これによって上記2つの

仮説が証明でき、ウナギの産卵地点をピンポイントで特定することができた。それは西マリ

アナ海嶺南端付近のスルガ海山であった（Fig.3）。 

　この成果は、生物の回遊現象に関する基礎生物学・海洋科学上の重要な発見である

ばかりでなく、世界的に激減しているウナギ資源の保全対策の立案に大いに寄与する。ま

た、ウナギの産卵地点がわかったことで、親魚の産卵条件、仔魚の発育過程、初期餌料，

環境条件に関する様々な情報が得られ、40年来の研究にもかかわらず未だ難航している

ウナギの人工種苗生産技術の開発にも貢献する。 

Fig.2　2005年夏の研究航海で採集されたウナ
ギのプレレプトセファルス。a：全長5.0mm（2日齢）。
目や口が未発達で大型の油球を持つ。b：全長
4.2mm（4日齢）。目や口が発達し油球は小さく
なっている 
Japanese eel preleptocephali collected during 
the research cruise in 2005. a：5mm TL (2days 
old), b:4.2mm TL (4days old)

Fig.3　2005年白鳳丸研究航海においてニホン
ウナギのプレレプトセファルスが採集された地点
とスルガ海山 
Collection locations of the Japanese eel 
preleptocephali and the location of the Suruga 
Seamount.

Katsumi Tsukamoto: Spawning of eels near a seamount. Nature 439, 929, 2006

Spawning of eels near a seamount

Research on the spawning area of the Japanese eel by the Ocean 
Research Institute 
The Ocean Research Institute of the University of Tokyo began a research effort for 

determining the spawning area of the Japanese eel (Anguilla japonica) using the R/V Hakuho 

Maru in 1973.  In 1991, a large collection of about 1,000 Japanese eel leptocephali (8-34mm 

TL) led to the conclusion that the estimated spawning area was somewhere in the region 

around 15°N, 140°E in the North Equatorial Current (NEC) of the western North Pacific 

(Fig.1).  To determine a precise location where actual spawning of the Japanese eel occurs, 

we proposed two hypotheses based on all previous collection data of leptocephali (Seamount 

Hypothesis) and hatching date analyses of their otolith daily rings (New moon Hypothesis). 

 

Determination of the Japanese eel spawning site 
During a Hakuho Maru research cruise in 2005, we collected a total of about 400 

preleptocephali (3-6mm TL) of the Japanese eel (Fig.2) near the Suruga Seamount of the 

West Mariana Ridge around the new moon of June 2005 (Fig.3).  Their ages estimated from 

otolith daily rings suggested that spawning had occurred about 4 days before new moon.  

These findings strongly supported our Seamount and New moon Hypotheses.  Knowledge 

obtained from these studies may provide important hints and basic information for 

conservation, stock management and the artificial production of glass eels to supplement the 

shortage of wild seedlings for aquaculture of eels.

海洋生命科学部門・行動生態計測分野 

ウナギの産卵場は海山 

Fig.1　外洋におけるニホンウナギ仔稚魚の分布。
2002年までに行われた31回の研究航海で採集さ
れた計2,418個体の採集測点を示す。産卵場で孵
化したレプトセファルスは北赤道海流で西に運ばれ、
やがて黒潮に乗り換えてシラスウナギへと変態した
後、東アジアの河口に接岸回遊してくる 



1

OCEAN RESEARCH INSTITUTE 
THE UNIVERSITY OF TOKYO

ANNU A L  
R E P OR T64

North Pacific marine ecosystem including tuna and small pelagic fish as sardine and anchovy 

are known to be related with inter-decadal ocean-climate variability. However, this time-scale 

variability and mechanism remains unclear and thus unpredictable. Present studies discovered 

the relationship between the 18.6-year period nodal tidal cycle caused by lunar orbital variation 

and the bi-decadal variability of water-masses in the northwestern subarctic Pacific (Fig. 1) and 

of the North Pacific climate indices as winter NPI (North Pacific Index), PDO (Pacific Decadal 

Oscillation Index) and MOI (east-Asian Monsoon Index). The mechanism linking between the 

18.6-year cycle of diurnal tidal mixing around the Kuril Islands and Northwestern subarctic 

intermediate water bi-decadal variability is shown. Furthermore, hypothesis linking the tidal 

mixing cycle around the Kuril Islands and large-scale ocean circulation and climate is 

proposed: isopycnal depth variations around the Kuril Islands propagates along the north 

Pacific western boundary and influences on the western boundary currents as the Kuroshio 

and Kuroshio Extension and the equatorial ENSO variability, eventually on climate through 

atmospheric tele-connection. These studies are noted to link the predictable astronomical cycle 

to small-scale ocean mixing and then large-scale ocean water-masses and circulation and 

climate, and to open the predictability of multi-decadal scale ocean-climate-ecosystem 

variability.

Department of Living Marine Resources
Fisheries Environmental Oceanography Group

活動トピックス・部門｜ANNUAL TOPICS・DEPARTMENT

　北太平洋海域のマイワシ・マグロなどを始めとする海洋生態系は数10年規模の気候・

海洋変動と連動していることが知られているが、数10年規模の気候・海洋変動が何故

生じるかメカニズムについては現在でも謎である。本研究は、親潮・オホーツク海等西部

亜寒帯海域の水塊（Fig.1）やアリューシャン低気圧の勢力を代表する気候指標（NPI

やPDO, Fig.2）に現れる約20年周期変動が、月の軌道変化によって生じる潮汐18.6年

周期振動と整合的であることを初めて示した。また、千島列島付近の強い1日周期の潮

汐流によって引き起こされる潮汐混合が18.6年周期で変動することに起因する北西太

平洋亜寒帯中層水の変動メカニズムを提示した。さらに、千島列島付近の潮汐変動に

伴い北太平洋西岸に沿った等密度面深度が長周期で変動することにより西岸境界流

である黒潮・黒潮続流や赤道のENSOに影響し、気候変動にまで影響を及ぼす可能性

を示唆した。本研究は、月の軌道の18.6年周期変動という天文学的に予測可能な現象

と、海洋中の潮汐混合という微細スケールの現象を結びつけ、水塊変動・海洋大循環

ひいては気候変動にまで影響を与えうる可能性を示し、これまで謎であった約20年周期

変動の予測可能性に道を開いた。 

Fig.3　18.6年周期変動に伴う1日周期潮汐が
強い期間と弱い期間の表面水温差（色、℃）と海
面気圧差（等値線、hPa） 
Difference in SST (colour in ℃) and SLP 
(contour in hPa) between the strong and weak 
diurnal tidal periods in the 18.6-year period 
nodal tidal cycle

Fig.1　親潮中層水における変動：（上）密度
26.8σθにおける見かけの酸素消費量（AOU）、（中）
密度27.0における温位、（下）密度26.7-27.2の
厚み。破線はトレンドと18.6年周期でフィットさせ
た時系列 
Time-series of Oyashio intermediate water 
properties: (upper) apparent oxygen utilization 
(AOU) at 26.8σθ, (middle) potential 
temperature at 27.0σθ, (lower) thickness 
between 26.7 and 27.2σθ 

Fig.2　月の軌道変化に伴う18.6年周期変動(a)
と、親潮中層酸素消費量（b）、冬季北太平洋指
標（c：NPI）、冬季太平洋10年変動指標（d：PDO）、
冬季極東モンスーン指標（e：MOI）の12-25年
成分の規格化時系列 
Normalized time-series of (a) 18.6-year period 
nodal tidal cycle, (b) AOU in the Oyashio and 
12-25-year bandpass components of (c) winter 
North Pacific index, (d) winter Pacific Decadal 
Oscillation index and (e) winter East-Asian 
Monsoon index

I.　I. Yasuda, S. Osafune and H. Tatebe: Possible explanation linking 18.6-year period nodal tidal cycle with bi-decadal variations of ocean and climate in the North Pacific. Geophysical Research Letters, 33, L08606, doi:10.1029/2005GL025237, 2006. 
II.　S. Osafune, and I. Yasuda: Bidecadal variability in the intermediate waters of the northwestern subarctic Pacific and the Okhotsk Sea in relation to 18.6-year perioid nodal tidal cycle. Journal of Geophysical Research, 111, C05007, doi:10.1029/2005JC003277, 2006.

Bi-decadal variability in Northwestern Pacific and climate and 18.6-year 
period nodal tidal cycle

海洋生物資源部門・環境動態分野 

北西太平洋亜寒帯海域表中層水・気候の20年周期変動と潮汐18.6年周期変動 
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Relationship between body mass and 
dominant stroke cycle frequency of each 

K. Sato, Y. Watanuki, A. Takahashi, P. J. O. Miller, H. Tanaka, R. Kawabe, P. J. Ponganis, Y. Handrich, T. Akamatsu, Y. Watanabe, Y. Mitani, D. P. Costa, C.-
A. Bost, K. Aoki, M. Amano, P. Trathan, A. Shapiro and Y. Naito. Proc. Roy. Soc., B 274, 471-477, 2007

Stroke frequency, but not swimming speed, is related to body size in free-
ranging seabirds, pinnipeds and cetaceans.

It is obvious, at least qualitatively, that small animals move their locomotory apparatus faster 

than large animals: small insects move their wings invisibly fast, while large birds flap their 

wings slowly. However, quantitative observations have been difficult to obtain from free-

ranging swimming animals. We surveyed the swimming behaviour of animals ranging from 

0.5kg seabirds to 30,000kg sperm whales using animal- borne accelerometers. Dominant 

stroke cycle frequencies of swimming specialist seabirds and marine mammals were 

proportional to mass0.29 (R2=0.99, n=17 groups), while propulsive swimming speeds of 1-2 m 

s-1 were independent of body size. This scaling relationship, obtained from breath-hold divers 

expected to swim optimally to conserve oxygen, does not agree with recent theoretical 

predictions for optimal swimming. Seabirds that use their wings for both swimming and flying 

stroked at a lower frequency than other swimming specialists of the same size, suggesting a 

morphological trade-off with wing size and stroke frequency representing a compromise. In 

contrast, foot-propelled diving birds such as shags had similar stroke frequencies as other 

swimming specialists. These results suggest that muscle characteristics may constrain 

swimming during cruising travel, with convergence among diving specialists in the proportions 

and contraction rates of propulsive muscles.

国際沿岸海洋研究センター・沿岸保全分野 

遊泳動物の体サイズに応じて決まっていたストローク周波数と体サイズによらず一定であった遊泳速度 

体の大きな動物が四肢をゆったりと動かし、小さな動物は手足をちょこちょこと素早く動か

す事は、我々が良く知っている事実である。この傾向は水中を泳ぐ動物についても当ては

まる。今から50年以上前に、筋肉生理学者であるA. V. Hillが、「相似形の動物では筋収

縮速度は一定となり、1回の動きに要する時間は体の長さ、すなわち体重の1／3乗に比例

して長くなる。したがって、動きの頻度は体重の-1／3乗に比例するはずである」と予測した。 

　広範囲に泳ぎ回る水中動物の遊泳速度や、泳ぎに伴う鰭の動きを野外環境下で測定

することは難しく、上記の予測は定量的に検証されることがないまま半世紀が過ぎた。水族

館などの飼育動物を用いた実験結果を、物理的な観点から解釈した予測では、遊泳動物

にとって最適な遊泳速度は、体重の1／6乗に比例して大きくなり、最適なストローク頻度

は体重の-1／6乗に比例するといわれている。 

　近年、動物搭載型の小型記録装置の開発が進み、動物の遊泳速度とストローク頻度を

記録できる加速度記録計を使った野外調査が、様々な動物を対象に進められている。これ

らの動物は、いずれも息ごらえ潜水によって、深いところにある餌を捕獲して、再び水面に

戻ってくる事を繰り返している。すなわち、効率の良い遊泳を行うべき強い動機を持ってい

ると見なすことが出来る。上記の予測を検証するために、野外環境下で各対象動物から

測定されたデータを統一した手法で解析した。 

　体重500gの海鳥から、30tのマッコウクジラまでの25種類の野外データを比較したところ、

全ての動物が巡航遊泳中は1-2m/sの速さで泳ぎ、そのストローク頻度は体重の-0.29乗

に比例するという結果になった。50年以上前になされた予測の方が正しかったことになる。

今回、体重mとストローク頻度fの散布図を両対数グラフに描くことで、きれいな右肩下がり

の直線関係（f = 3.56 m-0.29, R2 = 0.99, P<0.0001）を得ることが出来たが、一部の動物

のストローク頻度がその直線から大きく外れた（Fig.1）。例えば、オサガメのストローク頻度

は0.22Hzで、この値は同サイズのウェッデルアザラシの値0.63Hzを大きく下回る。データ

を得た時期のオサガメに、効率良く泳ぐ動機が無かったためなのか、代謝率が哺乳類鳥類

に比べて大きく下回る爬虫類であるせいなのか、今後の課題が残った。今回、魚類として

はヒラメとサケのデータが得られている。ヒラメのストローク頻度は同サイズの鳥に比べて

低かったが、サケは同サイズのペンギンとほぼ同じ頻度で鰭を動かしている事がわかった。

水中生活に特化した魚類は、その体型も大きな変異に富んでおり、今後データを集めてい

く事でおもしろい比較行動学が展開できるであろう。 

Fig.1　動物の体重とストローク卓越周波数との
関係 
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Marine organisms have developed various functions to adapt to a variety of environments in the 

sea. We are trying to understand, through studies on the structural and functional evolution of 

genes involved in environmental adaptation, how marine organisms have acquired their habitat 

and ecological status,. 

The natriuretic peptide (NP) family is a peptide hormone family that plays important roles in body 

fluid regulation in vertebrates. Among seven major members of the NP family, atrial NP (ANP), B-

type NP and ventricular NP (VNP) are hormones expressed mainly in the heart. By genetic linkage 

analyses, we revealed that the three cardiac NPs were generated by tandem duplications, 

perhaps before the divergence of tetrapods (lobe-finned fish) and fish (ray-finned fish). We also 

found, by a systematic survey of NP genes in various ray-finned fishes, that primitive ray-finned 

fishes such as the sturgeon, eel and trout retain all three cardiac NP genes but the VNP gene is 

absent in so-called advanced fishes such as ayu, tilapia and pufferfish. By applying these results 

to the phylogenetic tree based on the mitogenome, it became evident that the loss of the VNP 

gene occurred after the divergence of salmonids (Fig.1). We also found that the Japanese 

medaka has lost the ANP gene and only the BNP gene remains. We will examine functional 

differences of the three NP genes and significance of the loss of some NP genes. 

To examine the function of genes involved in environmental adaptation, Japanese medaka and 

related species are potential models. We expect that comparative studies of Japanese medaka, in 

which genome databases are available and experimental techniques including transgenesis has 

been established, and related species, e.g., Javanese medaka and Indian medaka inhabit 

seawater and brackish water area in Asian coasts, will bring us invaluable information to 

understand the relationship between the evolution of genes and the ecological status of species.

Center for International Cooperation
Research Planning Group

活動トピックス・センター｜ANNUAL TOPICS・CENTER

　海洋生物は、多様な海洋の環境に適応するためにさまざまな機能を進化させてきた。

我々は、環境適応にかかわる遺伝子およびその機能の進化の過程を詳細に解析するこ

とにより、様々な海洋生物がどのように現在の分布域や生態学的地位を獲得してきたの

かを明らかにしたいと考えている。 

　ナトリウム利尿ペプチド（NP）ファミリーは脊椎動物の体液調節に重要な役割を果た

すホルモンファミリーである。NPファミリーの7つの主要メンバーのうち、心房性NP（ANP）、

B型NP（BNP）、心室性NP（VNP）の3つは主に心臓で発現し、血液中を循環する循環

型ホルモンである。我々は、ニジマスにおける遺伝的連鎖解析により、これら3つのホル

モンの遺伝子が同じ染色体上に並んで存在することを発見した。この結果は、3つの遺

伝子が魚類（条鰭類）と四肢動物（肉鰭類）が分岐する前に「縦列重複」と呼ばれる複

製様式により生じたことを示唆している。さらに、条鰭類におけるこれら3つのホルモン遺

伝子の存在を体系的に探索すると、チョウザメ、ウナギ、ニジマスなどのいわゆる原始的

な魚類は3つの遺伝子を全て保持しているのに対し、アユ、ティラピア、フグなどはVNP遺

伝子を欠くことがわかった。この結果をミトゲノムに基づく最新の系統樹に対応させると、

VNP遺伝子がサケ科魚類の分岐以降に失われたことがわかる（Fig.1）。さらに、メダカ

においてはANP遺伝子も欠失していることがわかった。原始的な魚類は3つの遺伝子を

どのように使い分けているのか、また、NP遺伝子の少ない魚種はどのように体液を制御

しているのか、今後それぞれの遺伝子の機能を解析することにより明らかにしていきたい。 

　遺伝子の機能解析を行うためのモデルとして、我々はメダカおよびその近縁種に注目

している。ゲノムデータベースが整備されており、外来遺伝子導入などの実験技術が確

立されているメダカ（基本的に淡水魚）と、アジア各地に固有の分布域を持つ近縁種、

例えば東南アジアの海水域や汽水域に広く分布するジャワメダカ（Fig.2）やインドメダカ

（Fig.3）との比較研究を行うことで、遺伝子機能と生態の関係に迫りたい。 

K. Inoue, T. Sakamoto, S. Yuge, H. Iwatani, S. Yamagami, M. Tsutsumi, H. Hori, M.C. Cerra, B. Tota, N. Suzuki, N. Okamoto and Y. Takei: Structural and 
functional evolution of three cardiac natriuretic peptides. Mol. Biol. Evol., 22: 2428-2434, 2005.

Evolution of Genes Involved in Adaptation to Environment

海洋科学国際共同研究センター・企画情報分野 

環境適応に関与する遺伝子の進化 

Distribution of ANP, BNP and VNP genes in 
ray-finned fishes. a and b indicate timing of the 
loss of the VNP and ANP genes, respectively

Fig.1　条鰭類におけるANP、BNP、VNP遺伝子
の分布。a、bはそれぞれVNP、ANP遺伝子消失の
タイミングを示す 

Javanese medaka Oryzias javanicus. This 
species is widely distributed in seawater along 
the coasts of South-East Asia and expected to 
be a model for environmental monitoring

Fig.2　ジャワメダカ Oryzias javanicus。海水へ
の適応力がきわめて高く、東南アジア沿岸の海水
域に広く分布するため、アジア沿岸の環境モニタ
リングのモデル動物となることが期待される 

Indian medaka Oryzias dancena, which is widely 
distributed in brackish water in South-East 
Asia. Fish in the picture were collected in 
Malaysia during a project in JSPS Multilateral 
Core University Program “Coastal Marine Science” 

Fig.3　インドメダカ Oryzias dancena。海水への
適応力が高くアジアの汽水域に広く分布する。写
真は日本学術振興会拠点大学交流事業「沿岸
海洋学」の一環としてマレーシアにて採集された
個体群 
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Center for Advanced Marine Research
Marine System Observation Group

活動トピックス・センター｜ANNUAL TOPICS・CENTER

地球の自転が渦をつくる 
　海洋表層から深層への沈み込みが生じている北大西洋グリーンランド周辺や南極大

陸周辺では、冬季には氷が張るなどの厳しい海洋環境にあるため、観測が困難である。

そこで、これらの海域における海水の沈み込みのメカニズムを調べるためには、数値実験

による研究が効果的である。海面冷却等によって高密度になった海水が大陸棚斜面を

下るとき、傾圧不安定によってそれは複雑な渦流の様子を呈する（Fig.1）。一般に海洋

中における高密度水は、斜面を沈降せずに等深線に沿って流れようとする傾向を持つが

（斜面下向きの重力と上向きのコリオリ力による地衡流平衡）、図に見られる渦はそうし

た地衡流平衡を壊して、高密度海水を斜面下方に効果的に沈降させる作用を持つ。 

 
地球の自転は渦活動に対して、一見相反する効果を持つ 
　地球自転率（= 0.5×コリオリパラメータ）が増加すると、渦の生成は早まる（Fig.2、有

限振幅渦の発生時刻）。これは自転率の増加によって、大陸棚斜面上における等密度

面の傾きが急峻化するため（＝傾圧不安定のエネルギー源である有効位置エネルギー

が増加するため）である。しかしながら、一度渦が生成されると、渦による高密度海水の

沖向き輸送は自転率の増加にともなって減少する（Fig.3）。すなわち、自転率の増加は

渦の活動を弱める効果も持つ。これは、自転率の増加にともなって渦の空間スケール（内

部変形半径）が減少するためである。 

 
海底傾斜も同様に、相反する効果を持つ 
　海底傾斜の増加も、地球自転率の増加と同様に（等密度面の急峻化によって）、渦

の生成を早める（Fig.2）。しかしながら、一度渦が生成されると、海底傾斜も渦の活動を

弱める効果を持つ（Fig.3）。その理由は、海底傾斜によって地形性ベータ効果や水深

が増加し、流れが安定化されるためである。 

Distributions of isopycnal surface (4.0 x 10-2

kgm-3). Density (negative buoyancy) flux is 
imposed at the coastal boundary on the 
continental slope. The units of the axes are km

Onset time of eddies with finite amplitude. 
(Experimental result of a case study: changing 
the bottom slope (tangent) and the Coriolis 
parameter)

Kiyoshi Tanaka: Effects of the Earth's rotation and bottom slope on density current descending a sloping bottom, Journal of Geophysical Research, 111, 
C11018, doi:10.1029/2006JC003677, 2006

Descent of dense water on a continental slope.

Descent of dense water induced by baroclinic instability 
Many observations have shown to date that in some areas of the world ocean (e.g., Denmark 

Strait and Weddell Sea), dense water descends a continental slope into deep depths. 

Baroclinic instability can realize effective downslope transport of dense water, breaking down 

the geostrophic constraint on the continental slope (Fig.1). 

 

The Earth’s rotation has two contrary effects on the instability 
Growth rate of the baroclinic instability increases with increasing Coriolis parameter (Fig.2), as 

isopycnal surfaces steepen to increase available potential energy. After the eddy formation, 

however, offshore eddy transport of dense water decreases with increasing Coriolis parameter, 

as eddy size becomes smaller. 

 

Bottom slope also has two contrary effects 
The growth rate of the instability increases with increasing bottom slope by the same reason as 

above (Fig.2). On the other hand, the offshore eddy transport decreases with increasing 

bottom slope (Fig.3), since the bottom slope has stabilizing effects (the topographic beta effect 

and the effect due to spatial increase in water depth offshore).

先端海洋システム研究センター・海洋システム計測分野 

斜面を沈降する密度流に対して地球自転と海底傾斜が及ぼす効果―数値シミュレーションで明らかにされた深層水の形成機構― 

Fig.1　数値実験において現実的な密度（負の
浮力）フラックスを大陸棚斜面上部に課した場合
の、等密度面（4.0 x 10-2kgm-3）の時間変化。座
標軸の単位は全てkm

Fig.2　有限振幅渦の発生時刻（海底傾斜（正接）
とコリオリパラメータを変化させたケーススタディ
の結果） 

Offshore transport speed of dense water by the 
finite amplitude eddies

Fig.3　渦による高密度海水の沖向き輸送速度 
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Immature Pacific bluefin tuna, Thunnus orientalis (Fig.1), tagged with archival tags, were 

released near Tsushima Island in the East China Sea during the winters of 1995 through 1998. 

Time-series data for ambient and peritoneal cavity temperatures, recorded every 128 or 256 

seconds for 23 fish recovered, were analyzed. The objective of this study was to clarify the 

process of development of thermoconservation ability with growth in relation to adaptive 

mechanisms to cooler temperate waters. According to our results, mean ambient temperatures 

ranged from 14.9 to 20.7℃, which is almost within the optimum temperature range according to 

previous reports. Mean peritoneal temperatures were higher than ambient temperatures (19.7 

to 27.3℃) but never reached 35℃, which would induce overheating. Although the mean thermal 

differences between peritoneal and ambient temperatures increased with body size, the rate of 

increase decreased with body size. A heat budget model suggests that as the insulation of the 

body develops (Fig.2), the estimated mean values of internal heat production decrease with 

body size (Fig.3). This is probably due to the allometric scale effect and explains why the 

thermal difference does not increase quickly with body size. It is likely that Pacific bluefin tuna 

inhabit cooler temperate waters in mid-latitude regions to avoid overheating (Fig.4).

Marine Research Linkage
Biosphere Environment

活動トピックス・連携｜ANNUAL TOPICS・LINKAGE

　クロマグロ（Fig.1）はその優れた肉質や経済性により、世界的に重要な漁業資源の

ひとつとなっている。今後、国際的な資源管理を可能にするために、その科学的根拠と

して本種の回遊生態を詳細に把握することがこれまで以上に必要になっている。本種が、

温帯水域の水温環境にどのように適応しているのかを明らかにするため、本種の温帯水

温環境下における体温の保持能力の成長に伴う変化について検討した。1995～

1998年に対馬沖でデータ記録型標識（アーカイバルタグ）を腹腔に装着した未成魚を

放流した。放流後4年以内に再捕された23個体について、タグに128秒または256秒ご

とに記録された水温、体温の時系列変化の解析を行った。 

　各個体の平均経験水温の範囲は15.0-20.7℃であり、本種の適水温範囲内（12-22℃）

にあった。また、体温と水温との差は成長に伴い大きくなる傾向があったが、温度差の増

大する割合は成長に伴い小さくなり、平均体温は30℃をこえることはなかった。熱収支モ

デルを用いた解析により、クロマグロ腹部の熱交換係数を見積もったところ、成長に伴い

係数は減少する傾向を示したことから、腹部の断熱性が増大したことが示唆された（Fig.2）。

さらに、同じモデルで見積もった腹腔内の産熱速度も減少する傾向を示すことから（Fig.3）、

本種の代謝速度が成長とともに減少することが示唆された。以上を総合すると、本種は

成長に伴い体の断熱性は増大するが、その一方で腹腔内の産熱速度も減少するため、

体温は致死温度には至らず、体サイズが大きくなっても温帯水域で活動することを可能

にしていると推察される（Fig.4）。 

Takashi Kitagawa, Shingo Kimura, Hideaki Nakata, Harumi Yamada, Fisheries Science 72: 149-156, 2006

Thermal adaptation of pacific bluefin tuna, Thunnus orientalis, to temperate 
waters

海洋連携分野・生物圏環境学 

体温保持機構からみたクロマグロの温帯水域への適応 

Pacific bluefin tuna, Thunnus orientalis

Fig.1　クロマグロ 

Relationship between bluefin tuna body size and 
estimated whole-body heat-transfer coefficient

Fig.2　クロマグロの熱交換係数の成長に伴う変化 

Relationship between 
bluefin tuna body size 
and estimated internal 
heat production

Fig.3　クロマグロ産熱
速度の成長に伴う変化 

Relationship between bluefin tuna body size, 
ambient water, and estimated body temperature. 
The solid vertical line indicates the favorite 
temperature range of Pacific bluefin tuna (12～22
℃). Temperatures exceeding 35℃ are lethal for 
tunas.

Fig.4　クロマグロ体温の成長に伴う変化。縦線
はクロマグロの好適水温帯（12～22℃）を示す。
致死体温は35℃とされる 
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International Cooperative Studies

　全海洋に生息する動物プランクトンの生物多様性を2010年までに解明することを目標として
2004年から開始された国際プロジェクトで、2001年から進行中のCensus of Marine Life（CoML）
の一環をなす。海洋研究所にはアジア海域の事務局が設置され、東南アジア諸国との研究協力
と教育活動の推進に努めている。 
CMarZ is a field project of the Census of Marine Life. CMarZ will work toward a taxonomically 
comprehensive assessment of biodiversity of animal plankton throughout the world ocean. The 
project goal is to produce accurate and complete information on zooplankton species diversity, 
biomass, biogeographical distribution, genetic diversity, and community structure by 2010.

CMarZ 
Census of Marine Zooplankton 

http://www.cmarz.org/

国際協力｜INTERNATIONAL COOPERATION

国際共同研究 東京大学海洋研究所が参加している現在進行中の主な研究プロジェクト 
Ongoing main research projects in which ORI participates

　世界気候研究計画（WCRP）で実施された熱帯海洋全球大気研究計画（TOGA）と世界海
洋循環実験（WOCE）の後継計画として1995年に開始された。世界海洋－大気－陸域システム、
十年－百年規模の地球変動と予測、人為起源気候変動の三つのテーマを柱とし、地球規模の
気候変動の実態把握と予測のための活動を行っている。 
CLIVAR started in 1995 as a successive programme of TOGA (Tropical Ocean and Global 
Atmosphere) and WOCE (World Ocean Circulation Experiment) in WCRP (World Climate 
Research Programme).  CLIVAR acts for assessment and prediction of global climate change, 
being composed of three streams of global ocean-atmosphere-land system, decadal-to-
centennial global variability and predictability, and anthropogenic climate change.

CLIVAR 
気候変動と予測可能性に関する研究計画 
Climate Variability and Predictability 

http://www.clivar.org/

　近年のクリーンサンプリング技術および高感度分析化学的手法を駆使して、海洋に極微量含
まれる化学元素濃度とそれらの同位体分布を明らかにし、海洋の生物地球化学サイクルの詳細
をグローバルスケールで解明しようとする研究計画。1970年代に米国を中心に実施された
GEOSECS（地球化学的大洋縦断研究）計画の第二フェーズに位置づけられる。2003年より
SCOR（海洋科学研究委員会）のサポートを受け、2005年にサイエンスプランが正式承認され、
SCORの大型研究としてスタートした。 
GEOTRACES, an international program in marine geochemistry, following the GEOSECS 
program in the 1970s, is one of the large-scale scientific program in SCOR since 2003. Its 
mission is to identify processes and quantify fluxes that control the distributions of key trace 
elements and isotopes in the ocean, and to establish the sensitivity of these distributions to 
changing environmental conditions.

GEOTRACES 
海洋の微量元素・同位体による生物地球化学研究 

［日本 語］http://www.geotraces.jp/ 
［English］http://www.geotraces.org/ 
 

　GLOBECは1991年にSCORとIOCによって立ち上げられたIGBPのコアプロジェクトで、地球
規模での気候変動が海洋生態系を構成する生物個体群の現存量、種多様性、生産性に与える
影響に関する理解を得ることを目標としている。 
GLOBEC is IGBP core project which was initiated by SCOR and the IOC of UNESCO in 1991, to 
understand how global change will affect the abundance, diversity and productivity of marine 
populations comprising a major component of oceanic ecosystems. 

GLOBEC 
全球海洋生態系動態研究計画 
Global Ocean Ecosystem Dynamics 

http://www.globec.org/

　気候変動、海洋環境保全ほか、幅広い目的のため、世界の海洋観測システムを構築しようとい
う計画。ユネスコ政府間海洋学委員会などが主導。政府間レベルでは1993年に開始された。 
GOOS is an International initiative to establish global ocean observing system for a wide range 
of purposes including studies of global change, activities of marine environment protection and 
so on.  It has been promoted by the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO 
and other related international organizations since 1993.

GOOS 
世界海洋観測システム 
Global Ocean Observing System 

http://www.ioc-goos.org/

　IGBPにおける海洋関係のプロジェクトにはMarine Biochemistry and Ecosystem Research
（IMBER）とGlobal Ocean Ecosystem Dynamics（GLOBEC）の２つがあり、さらに海洋を取り
巻く境界を扱うプロジェクトとしてSurface Ocean-Lower Atmosphere Study（SOLAS）とLand-
Ocean Interactions in the Coastal Zone（LOICZ）がある。これらのプロジェクトに海洋研究所
のスタッフは、国内レベルおよび国際レベルの両方で活発に活動している。 
Ocean domain core projects of IGBP(International Geosphere-Biosphere Programme) Consist of 
Intergated Marine Biochemistry and Ecosystem Research(IMBER) and Global Ocean 
Ecosystem Dynamics(GLOBEC).  In addition, two interface core projects, i.e., Surface Ocean-
Lower Atmosphere Study(SOLAS) and Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone(LOICZ), 
are also close to our study.  Stuff of ORI have been actively involved in these projects at both 
domestic and international levels.

IGBP 
地球圏―生物圏国際共同研究計画 
International Geosphere-Biosphere 
Programme 

http://www.igbp.net/
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国際協力｜INTERNATIONAL COOPERATION

　海洋と大気の境界領域での物質循環を中心に化学・生物・物理分野の研究を展開し、気候
変化との関係を解明するIGBPの新しいコアプロジェクトとして、2003年から立ち上げられた。
2005年度には、我が国においても、SOLAS関係の研究航海が実施された。 
SOLAS is aimed to achieve quantitative understanding of the key biogeochemical-physical 
interactions and feedbacks between the ocean and atmosphere, and how this coupled system 
affects and is affected by climate and environmental change.  In 2005, the cruises related 
SOLAS activity were carried out in the North Pacific.

SOLAS 
海洋・大気間の物質相互作用研究計画 
Surface Ocean-Lower Atmosphere Study 

［日本 語］http://solas.jp/ 
［English］http://www.uea.ac.uk/env/solas/

　本事業（沿岸海洋学）は、アジアの５ヶ国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム）
および日本国内の研究機関と共同して、東アジア・東南アジアの沿岸域で次の４つの研究課題
を実施している；（１）物質輸送に関する研究、（２）有害微細藻類の生物生態学、（３）生物多様性、
（４）有害化学物質による海洋汚染と生態学影響。 
The project "Coastal Oceanography" has been conducted with cooperation of domestic and 
international institutes from five Asian countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and 
Vietnam) on the following research items; (1) Water circulation and the process of material transport, 
(2) Ecology of harmful marine microalgae, (3) Biodiversity, and (4) Marine pollution and ecological 
impact in the East and the Southeast Asia.

JSPS 
Multi lateral  Core 
University Program 
日本学術振興会拠点大学交流事業 

http://www.wdc-jp.com/jsps-cms/ 
 

　西太平洋諸国の海洋学の推進、人材育成を目的としたユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）
のプログラム。1970年代初めに開始され、その運営委員会は1989年からはIOCのサブコミッショ
ンに格上げされた。 
WESTPAC is a regional subprogram of IOC to promote oceanographic researches and capacity 
building in marine sciences in the Western Pacific Region.  It was initiated in early 1970s and the 
steering committee for  WESTPAC was upgraded to one of the Sub-Commission of IOC in 1989.

WESTPAC 
西太平洋海域共同調査 
Programme of Research for the Western 
Pacific 

http://ioc.unesco.org/westpac/

　IMBERは、IGBPとSCORが共同で後援している国際的な分野複合的な活動で、海洋生物地
球化学的循環と生態系との相互作用が、どのように地球の変化に影響を与え、またその変化から
どのような影響を受けるのか、という点について理解を深めることを目的としている。 
IMBER is a new IGBP-SCOR project focusing on ocean biogeochemical cycles and ecosystems. 
The IMBER vision is to provide a comprehensive understanding of, and accurate predictive 
capacity for, ocean responses to accelerating global change and the consequent effects on the 
Earth System and human society.

IMBER 
海洋生物地球化学・生態系統合研究 
Integrated Marine Biogeochemistry and 
Ecosystem Research 

http://www.imber.info/

　北太平洋海洋科学機関は、北部北太平洋とその隣接海における海洋科学研究を促進・調整
することを目的として1992年に設立された政府間科学機関で、北大西洋のICESに相当する。現
在の構成国は、カナダ、日本、中国、韓国、ロシア、米国の６カ国で、毎年秋に年次会議を開催する。 
PICES is an intergovernmental scientific organization established in 1992 to promote and coordinate 
marine research in the northern North Pacific and adjacent seas.  PICES is a Pacific equivalent of 
the North Atlantic ICES(International Council for the Exploration of the Seas).  Its present members 
are Canada, Japan, People's Republic of China, Republic of Korea, the Russian Federation, and the 
United States of America.

PICES 
北太平洋海洋科学機関 
North Pacific Marine Science Organization 

http://www.pices.int/

　インターリッジは、中央海嶺に関係するさまざまな研究を国際的かつ学際的に推進していくため
の枠組み。中央海嶺研究に関する情報交換や人材交流を行い、国際的な航海計画や研究計
画を推し進めている。 
InterRidge is an international and interdisciplinary initiative concerned with all aspects of mid-ocean 
ridges. It is designed to encourage scientific and logistical coordination, with particular focus on 
problems that cannot be addressed as efficiently by nations acting alone or in limited partnerships.

InterRidge 
国際中央海嶺研究計画 

http://interridge.org/ 
 

　我が国が建造する世界最新鋭の掘削研究船「ちきゅう」や米国のライザーレス掘削船などを
用いて、新しい地球観を打ち立て、人類の未来や我が国の安全へ貢献しようとする国際共同研究。
2003年10月に発足し、推進には我が国が中心的な役割を果たす。 
Using the world's most advanced drilling vessel "CHIKYU" constructed in Japan and the US riserless 
drilling vessel, an international joint research expedition is being undertaken to create new theories 
about the Earth and to try to contribute to the future safety of Japan and humankind.  This program 
established in October 2003, and Japan is fulfilling a central role in the promotion of this project.

IODP 
統合国際深海掘削計画 
Integrated Ocean Drilling Program 

http://www.iodp.org/
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International Cooperative Studies

2006.5.16～20 東京大学山上会館（東京）　Sanjo Conference Hall, the University of Tokyo, Tokyo, Japan 
道田　豊　Y. Michida 
共催：Intergovernmental Oceanographic Commission

2006.7.28 国際連合大学（東京）　The United Nations University (UNU) ,Tokyo, Japan 
宮崎　信之　N. Miyazaki 
共催：東京大学海洋研究所　国際連合大学　in cooperation with ORI and the United Nations University (UNU) 
後援：岩手県　supported by Iwate Prefecture

2006.7.29 盛岡（岩手）　Morioka, Iwate, Japan 
宮崎　信之　N. Miyazaki  
共催：東京大学海洋研究所　国際連合大学　岩手県　in cooperation with ORI and the United Nations University(UNU) and Iwate Prefecture 
後援：北里大学　supported by Kitasato University

2006.9.22～23 釜山（韓国）　Busan (Korea) 
木村　伸吾　S. Kimura 
共催：韓国国立釜慶大学校　海洋科学共同研究所　in cooperation with Korea Inter-University Institute of Ocean Science, Pukyong National University

2006.11.6～8 東京大学海洋研究所（東京）　ORI, Tokyo, Japan 
西田　周平　S. Nishida 
後援：CMarZ

2006.11.6～8 ハロン（ヴェトナム）　Ha Long, Vietnam 
宮崎　信之　N. Miyazaki 
後援：日本学術振興会　supported by JSPS

2006.11.9～11 ハロン（ヴェトナム）　Ha Long, Vietnam 
宮崎　信之　N. Miyazaki 
後援：日本学術振興会　supported by JSPS

2006.11.19～25 ポートディクソン（マレーシア）　Port Dickson, Malaysia 
西田　周平　S. Nishida 
後援：日本学術振興会　supported by JSPS

国際研究集会 2006年度中に東京大学海洋研究所が主催した主な国際集会 
Main international meetings hosted by ORI during FY2006

気候研究のための海洋観測パネル 
OPCC-11 Eleventh Session of the Joint GCOS-GOOS-WCRP Ocean Observations Panel for Climate

「人間と海」－海洋資源の持続可能な活用と保全 
“Man and the Ocean: Sustainable Utilization and Conservation of Marine Resources” 

海洋環境シンポジウム　海洋環境～私たちが望むべき姿は～ 
Symposium on Marine Environment

第２回日韓海洋科学シンポジウム 
The 2nd KIOS-ORI Joint Symposium on Marine Science

日本学術振興会拠点大学交流事業多国間交流「沿岸海洋学」   各国代表者会議 
The 6th National Coordinators’ Meeting of JSPS Multilateral Core University Program on “Coastal Marine Science” 

日本学術振興会拠点大学交流事業多国間交流「沿岸海洋学」    海洋汚染研究ワークショップ 
The 2006 POME Workshop of JSPS Multilateral Core University Program on “Coastal Marine Science” 

日本学術振興会拠点大学交流事業多国間交流「沿岸海洋学」    UPM-JSPS動物プランクトントレーニングコース 
JSPS Multilateral Core University Program on “Coastal Marine Science” 
The UPM-JSPS Training Course on Methods of Zooplankton Ecology and Identification

国際協力｜INTERNATIONAL COOPERATION

全海洋動物プランクトンセンサスワークショップ 
Second International Workshop：Census of Marine Zooplankton (CMarZ／CoML)
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The Number of Users of the R/V Hakuho-maru

ORI

Public Univ. Private Univ. Public Institute Others Subtotal

Total

The Number of Users of the R/V Tansei-maru

ORI

ORI

Public Univ. Private Univ. Public Institute Others Subtotal

Subtotal

Total

The Number of Users of Visiting Scientist System for the Cooperative Research (Nakano Campus)

The Number of Users of the International Coastal Research Center (based on the application system)

ORI

Public Univ. Private Univ. Public Institute Others Subtotal

Total

The Number of Users of the International Coastal Research Center (not based on the application system)

ORI

Public Univ. Private Univ. Public Institute Others Subtotal

Total

The Number of Organizers of Research Meeting (Nakano Campus)

ORI

Public Univ. Private Univ. Public Institute Others Subtotal

The Number of Organizers of Research Meeting (International Coastal Research Center)

ORI

Public Univ. Private Univ. Public Institute Others Subtotal

Total 
Participants

Total

Total 
Participants

Total

Public Univ. Private Univ. Public Institute Others Total

The number of user for all students of ORI is included in the category of "ORI".

User Records in FY2006

所外 Outside

白鳳丸乗船者数 

所内 

国公立大学 私立大学 国公立研究機関 その他 所外合計 

乗船者合計 

117 69 2 8 10 89 206

所外 Outside

淡青丸乗船者数 

所内 

所内 

国公立大学 私立大学 国公立研究機関 その他 所外合計 

所外合計 

乗船者合計 

95 138 10 42 1 191 286

外来研究員制度利用者数 

所外 Outside

国際沿岸海洋研究センター外来研究員制度利用者数（公募内） 

所内 

国公立大学 私立大学 国公立研究機関 その他 所外合計 

利用者合計 

27 99 37 3 1 140 167

所外 Outside

国際沿岸海洋研究センター外来研究員制度利用者数（公募外） 

所内 

国公立大学 私立大学 国公立研究機関 その他 所外合計 

利用者合計 

26 38 16 12 1 67 93

所外 Outside

研究集会（本所）：代表者所属機関別件数 

所内 

国公立大学 私立大学 国公立研究機関 その他 所外合計 

6 5 1 2 0 8

所外 Outside

研究集会（国際沿岸海洋研究センター）：代表者所属機関別件数 

所内 

国公立大学 私立大学 国公立研究機関 その他 所外合計 

参加人数合計 

0 1 1 1 0 3 220

件数合計 

3

参加人数合計 

1842

件数合計 

14

国公立大学 私立大学 国公立研究機関 その他 利用者合計 

1 23 3 8 3 37 38

所内在籍の大学院学生は全て所内人数に含まれる。 

共同利用研究活動｜COOPERATIVE
　　　　　　　　　RESEARCH
　　　　　　　　　ACTIVITIES2006年度における利用実績 
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Track Chart of R/V Tansei-maru in FY2006

TANSEI-MARU 
Domestic Cruise

共同利用研究活動｜COOPERATIVE RESEARCH ACTIVITIES

淡青丸―研究航海航跡図（内航 2006） 
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Track Chart of R/V Hakuho-maru in FY2006

HAKUHO-MARU
International Cruise

International Cruise
Domestic  Cruise

共同利用研究活動｜COOPERATIVE RESEARCH ACTIVITIES

白鳳丸―研究航海航跡図（外航・内航 2006） 
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Research Cruise of R/V Tansei-maru in FY2006

Title of ResearchCruise No. Period (days) Research Area

Physical and biological processes in the Kuroshio extension areaKuroshio extension area

Study of the thermal structures of the seismogenic zone and accretionary prism in 
the Nankai subduction zone

Nankai Trough area 

Physiological and ecological studies on zooplanktonOyashio area

Nutrients supply to the｠ euphotic zone from Subtropical Mode Water in the North 
Pacific

Kuroshio extension area

Reconstruction of O2-pH information at sediment-water interface using benthic 
foraminiferal tests

Sagami Bay

Research on the intensive exploration of active hydrothermal sites at the calderas 
around Myojin-sho, Izu-Ogasawara Arc

Around Myojin-sho, Izu-
Ogasawara Arc

Study on the function of planktonic ecosystem under natural dynamic environment 
in the ocean

Sagami Bay

Development of underwater profiling buoy system for in situ realtime primary 
productivity measurement

Sagami Bay

Tracing the history of a Kumano mud volcano by three dimensional seismic 
examination

 Nankai Trough area

A seismic-oceanography observation for temporal and spatial variation of oceanic 
finestructure in the Kuroshio front

kuroshio region off Shikoku

Depth adaptations and speciation in marine plankton and its implication for 
paleoceanography

Ogasawara region and off 
Sanriku

Short-term variations of primary productivity, particle flux, and air-sea gas exchange 
in Sagami Bay, Japan.

Sagami Bay

Rare earth element abundances in coastal seawaters and influence of turbidite 
sedimentation on deep-sea floor environment and biodiversity

Ki-i channel and Kumano-nada

Study on the distribution and dynamics of marine snow using a high-resolution 
video system (modified VPR) in the Sagami Bay

Sagami Bay

Investigations on the interplate coupling and deformation in the oceanic plate from 
geodetic and geophysical seafloor observations around the Japan trench

Around the Japan trench

Geochemical studies of trace elements and radionuclides in the｠Sagami and 
Suruga Bays (GEOTRACES)

Sagami Bay, Suruga Bay, 
Nankai Trough area

共同利用研究活動｜COOPERATIVE RESEARCH ACTIVITIES

2006年度に実施された淡青丸研究航海 

研 究 題 目  期間(日数) 海 域  

黒潮続流・再循環海域における水塊形成過程と生物生産・輸送過程に関する研究 

航海次数  

KT-06-5 2006.4.3 
～4.9(7)

黒潮続流域 

南海トラフ地震発生帯・付加体の温度構造の研究 KT-06-6 2006.4.11 
～4.22(12)

南海トラフ海域 

動物プランクトンの生理・生態学的研究 KT-06-10 2006.5.22 
～5.30(9)

親潮周辺海域 

北太平洋亜熱帯モード水による有光層への栄養塩供給 KT-06-12 2006.6.16 
～6.21(6)

黒潮続流域 

堆積物－水境界における酸素・pH分布測定と、生物殻を用いた環境情報の再構築 KT-06-13 2006.6.23 
～6.27(5)

相模湾 

明神礁周辺海底カルデラ密集域の熱水噴出活動集中探査研究 KT-06-14 2006.7.4 
～7.12(9)

小笠原明神礁海域 

海洋の流動環境下における浮遊生態系の機能の把握に関する研究 KT-06-16 2006.7.28 
～8.4(8)

相模湾 

基礎生産計測用自動昇降式ブイシステムの高度化 KT-06-17 2006.8.7 
～8.10(4)

相模湾 

３次元反射法地震探査による熊野トラフ泥火山の活動履歴研究 KT-06-19 2006.8.21 
～8.30(10)

南海トラフ 

反射法地震探査による黒潮域の海洋中微細構造の時空間変動に関する研究 KT-06-20 2006.9.1 
～9.6(6)

四国沖黒潮流軸付近 

動植物プランクトンの深度方向への適応と種の多様性および古環境復元に関する研究 KT-06-11 2006.6.2 
～6.13(12)

小笠原沖ー三陸沖 

相模湾における基礎生産、粒子フラックス、大気海洋ガス交換の短期間変動 KT-06-8 2006.5.1 
～5.10(10) 
 

相模湾 

沿岸海水中の希土類元素存在度および 
タービダイトの堆積が深海底環境と生物多様性に与える影響 

KT-06-7 2006.4.25 
～4.29(5)

紀伊水道および 
紀伊半島熊野灘 

高解像度ビデオシステム（VPR）を用いた相模湾における 
マリンスノーの分布と動態に関する研究 

KT-06-9 2006.5.15 
～5.18(4)

相模湾 

海底測地・地震観測による日本海溝周辺における 
海陸プレート間相互作用と海洋プレート内変形に関する研究 

KT-06-15 2006.7.15 
～7.25(11)

日本海溝周辺海域 

相模湾・駿河湾における微量元素と放射性核種の地球化学的挙動 
に関する研究(GEOTRACES)

KT-06-18 2006.8.14 
～8.18(5)

相模湾､駿河湾､南海トラフ 
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Title of ResearchCruise No. Period (days) Research Area

Physiological ecology of nitrogen fixing plankton in subtropical seasEast China Sea,Philippine Sea

Spatial representability of the ASUKA observational linePhilippine Sea, Shikoku Basin

Studｙ on whale-fall ecosystem off southwestern｠Kagoshima, and｠ecological and 
physiological｠studies on Halobatinae

Off southwestern｠Kagoshima

Observation of material transports through Tsushima StraitsTsushima Straits

Research on molecular phylogeny of planktonic foraminifera at｠southcentral region of 
the Sea of Japan and electro-conductivity for the backarc region of the southwest Japan.

Southcentral and southwestern 
region of the Sea of Japan

Methane flux estimation from a systematic methane plume observation in water 
column and the numerical data analysis

Southwestern region off Sado 
island

Tectonics of the Goto submarine canyon and northern Okinawa trough, Research 
of the Hydrothermal circulation of the Mikomoto submarine volcano in the 
Kagoshima bay and the Tachibana bay, and Research on the distribution of 
benthic organisms by an autonomous underwater vehicle - part 2

East China Sea, northern 
Okinawa trough, Tachibana 
Bay and Kagoshima Bay

Joint observations of Density and velocity vertical structure along subtracks of satellite 
altimeters in the East China Sea and Exploration of submarine calderas in Tokara Islands

East China Sea

Precise seafloor observation in the fishery off Sanriku by using a towed buoy Around the Japan trench

Geological and petrological studies on the sea floor and the bed rocks (IODP).Izu and Ogasawara region

Reconstruction of O2-pH information at sediment-water interface using benthic 
foraminiferal tests

Sagami Bay

Bacterial capturing and degradation of submicron particles in the oceanTokyo Bay, Sagomi Bay and 
Kuroshio area

Comparative studies of chemistry and dynamics of particulate and dissolved organic 
matter in coastal and oceanic environments

Sagami Bay, Suruga Bay and  
Kuroshio area

Paleobiological study of deep-sea benthosMuroto Basin, Tosa Basin, 
Hyuuga Basin 

Distribution, track and ecology｠of drifting seaweedsEast China Sea and south 
region of western Japan 

共同利用研究活動｜COOPERATIVE RESEARCH ACTIVITIES

研 究 題 目  期間(日数) 海 域  航海次数  

亜熱帯海域における浮遊性窒素固定生物の生理生態学的研究 KT-06-21 2006.9.9 
～9.16(8)

東シナ海およびフィリピン海 

足摺沖黒潮共同観測(ASUKA)測線の空間代表性の観測 KT-06-22 2006.9.19 
～9.25(7)

四国南方 

鹿児島西南海域における鯨骨生物群集の研究とウミアメンボ類の 
分布および生理学的研究 

KT-06-23 2006.9.28 
～10.3(6)

鹿児島西南海域と大隈海峡 

対馬海峡から日本海へ流入する物質フラックス観測 KT-06-24 2006.10.6 
～10.9(4)

対馬海峡 

日本海中南部における有孔虫類の分子系統学的研究および 
西南日本背弧の電気伝導度構造に関する研究 

KT-06-25 2006.10.11 
～10.20(10)

隠岐海峡～隠岐海嶺～ 
隠岐海盆～大和海盆～大和堆 

海水柱メタンプルームの系統的観測・挙動解析によるメタンフラックスの推定 KT-06-26 2006.10.23 
～10.28(6)

佐渡南西沖 

五島海底谷と北部沖縄トラフのテクトニクス・鹿児島湾若尊海底火口 
および橘湾の熱水循環系の解明・自律型海中ロボットによる 
熱水性生物群分布の観測研究 - その2

KT-07-3 2007.3.8 
～3.18(11)

東シナ海､トカラ列島周辺海域､ 
橘湾､鹿児島湾 

東シナ海における衛星海面高度計軌道直下の密度・流速構造の計測、 
およびトカラ列島海底カルデラの検証 

KT-07-2 2007.2.27 
～3.5(7)

東シナ海 

三陸沖漁場の曳航ブイによる海底精密調査 KT-06-27 2006.10.30 
～11.8(10)

日本海溝周辺域 

海洋底と海底構成岩石の地質学的研究（IODP） KT-06-29 2006.11.21 
～11.27(7)

伊豆､小笠原海域 

堆積物－水境界における酸素・pH分布測定と、生物殻を用いた環境情報の再構築 KT-06-30 2006.11.30 
～12.4(5)

相模湾 

海洋細菌による微小懸濁粒子の捕獲過程および物質代謝に関する研究 KT-06-31 2006.12.6 
～12.10(5)

東京湾､相模湾､黒潮海域 

沿岸および外洋域での各態有機物の化学的性質およびその動態の比較に関する研究 KT-06-28 2006.11.11 
～11.19(9)

相模湾､駿河湾､黒潮周辺域 

深海性底生生物の進化古生物学的研究 KT-07-1 2007.2.21 
～2.25(5)

室戸海盆､土佐海盆､日向海盆 
および屋久島･種子島周辺海域 

流れ藻の分布・移動とその生態 KT-07-4 2007.3.20 
～3.26(7)

東シナ海および西日本南岸域 
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Research Cruise of R/V Hakuho-maru in FY2006

Title of ResearchCruise No. Period (days) Research Area

Marine biological investigation on the spawning and migration of the Japanese eel  
around the Mariana Islands, egg and larval fish transport in the subtropical ocean 

Centralwestern and Northwest-
ern Pacific Ocean

Geological and geophysical studies of nankai active faults, plate boundary off 
Ibaraki and Miyagi, and Northwestern Pacific Paleoceanography(IODP) 

Nankai Trough, off Ibaraki and 
Miyagi

Ecological and phylogenetical studies of the deep-sea benthos and the 
sedimentological study of the diagenesis and compaction of the surface deposits in 
the Ryukyu Trench and the Okinawa Back-arc Regions. 
Marine biological investigation on the spawning and migration of the Japanese eel 
around the Mariana Islands.  
Studies on structure and tectonics of the southern Philippine Sea.

Indian Ocean and Eastern 
Mediterranean

共同利用研究活動｜COOPERATIVE RESEARCH ACTIVITIES

2006年度に実施された白鳳丸研究航海 

研 究 題 目  期間(日数) 海 域  航海次数  

KH-06-2 2006.6.2 
～9.6(97)

西部北太平洋における大気・海洋間の生物地球化学的相互作用と仔稚魚の 
輸送環境、表層生態系ならびにウナギの産卵回遊生態に関する研究 

中西部太平洋、北西太平洋 

KH-06-3 2006.9.14 
～10.23(40)

南海トラフ活断層、茨城沖・宮城沖プレート境界、北太平洋古海洋 
に関する地質・地球物理学的研究（IODP） 

南海トラフ海域、茨城沖、 
宮城沖 

インド洋におけるウナギ属魚類 Anguilla spp.の産卵・回遊生態の解明 
インド洋中央海嶺ロドリゲスセグメント地球科学総合探査および 
現行テクトニクスが支配する東地中海の地質学的・生物学的研究 

KH-06-4 2006.11.2 
～2007.3.7 
(83)

インド洋　東地中海 
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Research Meeting in FY2006 ( Nakano Campus )

Research Meeting in FY2006  ( International Coastal Research Center )

Title of Meeting Number of 
Participants

Period

Title of Meeting Number of 
Participants

Period

Cutting-edge research on whale-fall ecosystems

Present status and conservation of eel resources

The 38th underwater and seafloor technology forum

Census of marine zooplankton (CMarZ)  census of marine life (CoML)

Studies of global mid-ocean ridges, InterRidge-Japan annual meeting

Socio-economic approach for risk assessment and consensus building in fisheries management

Japan-GLOBEC Joint Symposium on "Predicting life changes of marine key species based on global 
warming scenarios of IPCC"

Proｂe into chondrichthyan fishes

Current status and prospects of management and propagation of nearshore marine resources

Ecological and biogeochemical characteristics of the North Pacific

Symposium of paleooceanography

Evolution of chordata : origin of vertebrates

Deep structure of oceanic plate and island-arc system : IODP ultra deep drilling

Dynamics of waves and covection in geophysical fluids

Physical and biological visibilities in the Okhotsk Sea and their influences on the Oyashio area  off 
northern Japan

Air sea interaction in the western North Pacific

Dynamics of Typhoon：what do not we understand?

2006年度に開催された研究集会 

共同利用研究活動｜COOPERATIVE RESEARCH ACTIVITIES

2006年度に開催された研究集会（国際沿岸海洋研究センター） 

研 究 集 会 名 称  参加人数  開 催 期 間  

研 究 集 会 名 称  参加人数  開 催 期 間  

鯨骨生物群集研究の最前線～海底に沈んだ鯨が育む生態系 1462006.7.6～7

ウナギ資源の現状と保全 1752006.9.26～27

第38回海中海底工学フォーラム 1792006.10.27

全海洋動物プランクトンセンサスワークショップ 792006.11.6～7

中央海嶺研究のグローバルな展開　InterRidge-Japan 研究発表集会 1022006.11.9～10

漁業管理におけるリスク評価と合意形成のための社会経済学的アプローチ 1042006.11.22

地球規模海洋生態系変動研究(GLOBEC)－温暖化を軸とする海洋生物資源変動のシナリオ 862006.11.29

軟骨魚類を探る 1892006.11.30～12.1

浅海域資源の管理と増殖の現状と課題 1782006.12.7～8

北太平洋の生態学的および生物地球化学的特徴 1232006.12.18～19

2006年度古海洋学シンポジウム 1672007.1.12～13

脊索動物の進化と脊椎動物の起源 1282007.1.25～26

海洋プレートと島弧の深部構造：IODP超深度掘削へ向けて 1192007.2.19～20

地球流体における波動と対流の力学 672007.3.27～28

オホーツク海の変動とその親潮海域への影響 642006.8.21～22

西部北太平洋海域における大気海洋相互作用 922006.8.22～23

台風の力学：何が理解されていないのか？ 642006.9.12～13
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Master's theses in FY2006

SupervisorDepartment /DivisionGrdudate school Student Title of thesis

Graduate  
School of  
The University 
of Tokyo

Agricultural 
and Life  
Sciences

Frontier  
Sciences

Aquatic 
Bioscience

Division of  
Environmental 
Studies Sub-
division of 
Marine 
Environmental 

Science

Earth and  
Planetary  
Science

Biological 
Science

IGUCHI, Hidenori UEMATSU, Mitsuo

MANO,Yuki UEMATSU, Mitsuo

SATO, Taichi OKINO, Kyoko

KAJIWARA, Yusuke NIINO, Hiroshi

OBI, Ayumi TOKUYAMA, Hidekazu

YOSHIHARA, Kaori NIINO, Hiroshi

JIKUYA, Yohei NIINO, Hiroshi

ODA, Shiho SANO, Yuji

ITO, Makoto KOJIMA, Shigeaki

UTSUMI, Takashi KOJIMA, Shigeaki

UTSUNOMIYA, Yoshihiro WATANABE, Toshiki

SUZUKI, Yuta WATANABE, Toshiki

TAKEI, Yoshio

HURUTA, Yoshimi NISHIDA, Mutsumi

YAMADA, Hajime NISHIDA, Mutsumi

KIKUCHI, Mumi SATO, Katsufumi

SUDO, Ryusuke TSUKAMOTO, Katsumi

HAYAKAWA, Jun KAWAMURA, Tomohiko

MIYAKE, Yoichi KIMURA, Shingo

KANAJI, Yu WATANABE, Yoshiro

UCHIYAMA, Nami KOGURE, Kazuhiro

YAMAMOTO, Ichihito SHIRAKIHARA, Kunio

MATSUNAGA, Daisuke KOMATSU, Teruhisa

ISHIGAMI, Kenji MICHIDA, Yutaka

教育活動｜EDUCATIONAL ACTIVITIES

2006年度 修士論文 

主たる指導教員 学生名  論文タイトル  

井口 秀憲 植松 光夫 

専攻 研究科 

東京大学 
大学院 

北太平洋中央部における海洋大気エアロゾル中の 
微量金属の化学的特徴 
 

真野 佑輝 植松 光夫 北太平洋における海洋大気エアゾル中の 
主要無機イオンとMSAの動態解析 

佐藤 太一 沖野 郷子 中央インド洋海嶺南端部に位置する海洋コアコンプレックス 
の磁化構造、船上および深海三成分磁力計を用いた解析 

梶原 佑介 新野 宏 日本海のポーラーロウの発生・発達メカニズムと 
内部構造に関する研究 

小尾 亜由美 徳山 英一 東海沖メタンハイドレート層の 
水平方向速度変化と濃集プロセス 

吉原 香織 新野 宏 北西太平洋における亜熱帯低気圧の統計解析 

軸屋 陽平 新野 宏 突風を生じたメソ低気圧の多重構造 

織田 志保 佐野 有司 サンゴ骨格中の微量金属元素の測定と手法の評価 

伊藤 誠 小島 茂明 千島海溝及び南西諸島海溝における 
小型底生生物の群集構造 

内海 隆司 小島 茂明 アルビンガイ類の系統進化と生物地理 

宇都宮 嘉宏 渡邉 俊樹 サンゴー褐虫藻のモデル共生系確立と 
共生に関わる遺伝子の探索 

鈴木 悠太 渡邉 俊樹 マイクロサテライトマーカーによる 
アザミサンゴ集団構造の解析 

Albert Ventura 竹井 祥郎 Interaction between fast-acting and slow- 
acting hormones in fish osmoregulation

古田 好美 西田 睦 イトヨのV2R型嗅覚受容体遺伝子群の多様性解析 

山田 創 西田 睦 シオダマリミジンコ群の遺伝的構造の解析： 
分布境界に着目して 

菊池 夢美 佐藤 克文 加速度ロガーによる時系列データに基づく 
海棲哺乳類の行動把握 

須藤 竜介 塚本 勝巳 ウナギの降河回遊行動に伴う 
生殖関連ホルモンの動態に関する研究 

早川 淳 河村 知彦 相模湾長井におけるサザエの繁殖生態と初期生態 

三宅 陽一 木村 伸吾 三浦半島西岸における 
暖流系大型アワビ類浮遊幼生の輸送 

金治 佑 渡邊 良朗 東シナ海と日本海西部における 
アマジ仔稚魚の生態 

内山 奈美 木暮 一啓 海洋性発光細菌Photobacterium leiognathiにおける 
発光遺伝子の系統解析 

山本 以智人 白木原 國雄 東シナ海・黄海における 
底魚資源の変遷と種間相互変動 

松永 大輔 小松 輝久 東シナ海東部海域における流れ藻の分布と移動 

石神 健二 道田 豊 駿河湾東部海域における収束発散場に関する研究 

農学生命科学 
研究科 

新領域創成 
科学研究科 

水圏生物科学 
専攻 

環境学 
自然環境コース 
海洋環境サブコース 

理学系研究科 

地球惑星科学 
専攻 

生物科学専攻 
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Department /DivisionGrdudate school

SupervisorDepartment /DivisionGrdudate school Student Title of thesis

Ph.D theses in FY2006

SupervisorStudent Title of thesis

Tectonic Evolution of a Classic Arc-Backarc System:  the 
Southern Izu-Bonin Arc,　Southern Shikoku Basin, and 
Central Kyushu-Palau Ridge

Seismic characteristics of out-of-sequence thrusts and plate 
boundary decollements; In-situ pore pressures, velocity 
structure, and geometries of Nankai accretionary prism faults

Formation and distribution of North Pacific Intermediate 
Water in the Subarctic Frontal Zone

Morphological Variation and Evolution of Larval 
Characteristics of Congrid Leptocephali in the Indo-Pacific 

Isolation, characterization and phylogeny of marine 
Pseudomonas aeruginosa

Graduate  
School of  
The University 
of Tokyo

Frontier 
Sciences

Division of 
Environmental 
Studies Sub-
division of 
Marine 
Environmental 
Studies

Frontier 
Sciences

Division of Environmental 
Studies Sub-division of 
Marine Environmental 
Studies

Graduate  
School of  
The University 
of Tokyo

Agricultural 
and Life 
Sciences

Aquatic 
Bioscience

Science

Biological Science

Chemistry

Earth and 
Planetary 
Science

ASANO, Keisuke MICHIDA, Yutaka

TANDOU, Yukiko KUBOKAWA, Kaoru

TSUBOI, Yoshie KOIKE, Isao

KOITO, Tomoko MIYAZAKI, Nobuyuki

YAGI, Reiko MIYAZAKI, Nobuyuki

NARAZAKI, Tomoko MIYAZAKI, Nobuyuki

KOGURE, Kazuhiro

MIKAMI, Atsuko KOMATSU, Teruhisa

NISHI, Takaaki TSUKAMOTO, Katsumi

ICHIKAWA, Tadafumi TERAZAKI, Makoto

WATANABE, Yuki MIYAZAKI, Nobuyuki

HATAKEYAMA, Rui WATANABE, Yoshiro

KUROKI, Mari TSUKAMOTO, Katsumi

MA, Tao TSUKAMOTO, Katsumi

MINEGISHI, Yuki TSUKAMOTO, Katsumi

TAZOE, Hirofumi GAMO, Toshitaka

NAKA, Tadaomi TAKEI, Yoshio

MASUJIMA, Masachika TAKEI, Yoshio

Three dimensional investigation on BSR developed in the 
accretional prism off Muroto, western Nankai TroughUDREKH, TOKUYAMA, Hidekazu

TSUJI, Takeshi TOKUYAMA, Hidekazu

MIURA, Ryo

主たる指導教員 学生名  論文タイトル  専攻 研究科 

専攻 研究科 

2006年度 博士論文 

主たる指導教員 学生名  論文タイトル  

東京大学 
大学院 

新領域創成 
科学研究科 

環境学 
自然環境コース 
海洋環境サブコース 

新領域創成 
科学研究科 

環境学 
自然環境コース 
海洋環境サブコース 

東京大学 
大学院 

農学生命科学 
研究科 

水圏生物科学 
専攻 

理学系研究科 

生物科学専攻 

化学専攻 

地球惑星科学 
専攻 

教育活動｜EDUCATIONAL ACTIVITIES

浅野 啓輔 道田 豊 表層漂流ブイを用いた 
北太平洋亜寒帯循環表層循環の季節変動の描写 

丹藤 由希子 窪川 かおる ナメクジウオの環境刺激の受容と 
内分泌機構に関する研究 

坪井 良恵 小池 勲夫 河川中の溶存態・懸濁態生物由来ケイ素の動態 

小糸 智子 宮崎 信之 マイルカ科鯨類の進化遺伝学的研究 

八木 玲子 宮崎 信之 データロガーを用いた 
シロサケOncorhynchus keta の母川回帰行動の解析 

楢崎 友子 宮崎 信之 三陸海岸に来遊する 
アカウミガメCaretta caretta の潜水行動解析 

Nd Nuru Huda KHAN 木暮 一啓 

三上 温子 小松 輝久 固着期から流れ藻期における 
褐藻ホンダワラ類の純一次生産量の推定 

西 隆昭 塚本 勝巳 ウナギの磁気感覚と 
磁気コンパス定位に関する研究 

市川 忠史 寺崎 誠 ビデオプランクトンレコーダーを用いた親潮域～黒潮親潮移行域 
におけるメソ動物プランクトン群集構造の解析に関する研究 

渡辺 佑基 宮崎 信之 バイカルアザラシの潜水行動に関する研究 

畠山 類 渡邊 良朗 ニシン科魚類の初期生活史特性と 
その適応的意義に関する研究 

黒木 真理 塚本 勝巳 ウナギ属レプトセファルスの分布と 
回遊に関する生態学的研究 

馬 涛 塚本 勝巳 

峰岸 有紀 塚本 勝巳 ウナギ属魚類の集団構造と分類に関する研究 

田副 博文 蒲生 俊敬 海洋におけるセリウムの地球化学的研究 
：高精度同位体分析によるアプローチ 

仲 忠臣 竹井 祥郎 鯨類における循環調節とナトリウム利尿ペプチド 

増島 雅親 安田 一郎 

ウドレク 徳山 英一 

辻 健 徳山 英一 

三浦 亮 Millard  
F.Coffin
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Grand-in-Aid for JSPS Fellows

Grant-in-Aid for Germination Research

Grant-in-Aid for Young Scientists

Scientific Research Areas

Scientific Research in Priority Areas

Research Budget in FY2006

Expenses for University Management

Costs of Administration  
for research

Expenses for  
Special Education and Research

Total AmountGrants-in-Aid for  
Scientific Research

Grants-in-Aid for  
Scientific Research

Costs of Administration  
for research

Funds for Contract Research

Budget for 
JSPS Core University Program

Funds for Joint Research

University Funds

External Funds

Endowment for Research

The details of Grants-in-Aid for Scientific Research

特別研究員奨励費　5.9％ 

萌芽研究　1.9％ 

若手研究　8.0％ 

基盤研究　48.2％ 

特定領域研究　36.0％ 

研究経費｜RESEARCH EXPENSES

2006年度研究予算 

大学運営費　42.9％ 

間接経費　2.8％ 

特定事業費　12.9％ 
総額 
13億2078万円 

（100％） 

3億2448万円 
（100％） 

科学研究費補助金　24.6％ 

科学研究費補助金 

間接経費　1.6％ 

受託研究費　6.0％ 

拠点大学方式 
学術交流事業費　4.1％ 

配分額 

外部資金 

寄付金　2.7％ 

共同研究費　2.4％ 

科学研究費補助金内訳 

※％の数値は小数点以下第2位を省略しています 
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研究業績｜PUBLICATION LIST

Physical Oceanography

Chemical Oceanography

Ocean Floor Geoscience

Marine Ecosystem Dynamics

Marine Bioscience

Living Marine Resources

Multiple Field Marine Science

2006

CONTENTS
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研究業績｜PUBLICATION LIST

Physical Oceanography
 Ishigami K., Michida Y., Komatsu T. and Tanaka K. : Accumulation mechanism of drifting 

seaweeds in the eastern Suruga Bay based on surface drifter. Proceedings of Tech-
no-Ocean 2006/19th JASNAOE Ocean Engineering Symposium, Techno-Ocean 
2006/19th JASNAOE Ocean Engineering Symposium Conference Committee, P113, 2006.

  Isoguchi O., Kawamura H. and Oka E. : Quasi-stationary jets transporting surface warm waters 
across the transition zone between the subtropical and the subarctic gyres in the North 
Pacific. Journal of Geophysical Research, 111, doi : 10.1029/2005JC003402, 2006.

 Kawabe M. : Preliminary Report of the Hakuho Maru Cruise KH-05-4,42pp, 2006.

 Kawabe M., Yanagimoto D. and Kitagawa S. : Variations of deep western boundary currents 
in the Melanesian Basin in the western North Pacific. Deep-Sea Research Part I, 53, 
942-959, 2006.

 Maejima Y., Iga K. and Niino H.: Upper-tropospheic vortex street and its formation mecha-
nism. SOLA, 2, 80-83, 2006.

 Michida Y., Takimoto R., Sojisuporn P. and Yanagi T. : Divergence/convergence field ob-
served with GPS tracked drifters in the Upper Gulf of Thailand. Coastal Marine Sci-
ence, 30, 27-35, 2006.

 Nakamura Y., Noguchi T., Tsuji T., Itoh S., Niino H. and Matsuoka T. : Simultaneous seismic 
reflection and physical oceanographic observations of oceanic finestructure in the 
Kuroshio extension front. Geophysical Research Letters, 33, L23605, doi : 10. 
1029/2006GL027437, 2006.

 Nakanishi M. and Niino H. : An improved Mellor-Yamada level-3 model : Its numerical stabil-
ity and application to a regional prediction of advection fog. Boundary-Layer Meteorol-
ogy, 119, 397-407, doi : 10. 1007/s10546-005-9030-8, 2006.

 Niino H., Mori A., Satomura T. and Akiba S. : Flow regimes of non-linear heat island circula-
tion. Journal of the Atmospheric Sciences, 63, 1538-1547, 2006.

 Tanaka K. : Effects of the Earth's rotation and bottom slope on density current descending a 
sloping bottom. Journal of Geophysical Research, 111, C11018, doi : 
10.1029/2006JC003677, 2006.

 石井春雄・道田 豊 : ＧＰＳ船速の誤差がＡＤＣＰ流速に及ぼす影響. 海洋情報部研究報告, 42, 89-
100, 2006.

 石垣秀雄・北川庄司・柳本大吾 : XBT. XCTD観測. 「海洋観測マニュアル」, 蓮本浩志, 東京大学海
洋研究所, 東京, pp.91-106, 2006.

 小熊健治・柳本大吾・蓮本浩志 : 塩分測定. 「海洋観測マニュアル」, 蓮本浩志, 東京大学海洋研究
所, 東京, pp.245-252, 2006.

 小倉義光 : お天気の見方・楽しみ方（3）シャピロ・カイザーの低気圧モデルと日本海低気圧, 天気, 53, 
215-222, 2006.

 小倉義光 : お天気の見方・楽しみ方（４）春の嵐を呼ぶ日本海低気圧, 天気, 53, 319-329, 2006.

 小倉義光 : お天気の見方・楽しみ方（５）2003年7月3～4日静岡豪雨と梅雨前線小低気圧の世代交
代, 天気, 53, 509-518, 2006.

 小倉義光・新野 宏 : お天気の見方・楽しみ方（6）謎に満ちた不意打ち集中豪雨―2004年6月30日静
岡豪雨の場合（その1）, 天気, 53, 713-719, 2006.

研究業績｜PUBLICATION LIST　2006
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研究業績｜PUBLICATION LIST

 小倉義光・新野 宏: お天気の見方・楽しみ方（6）謎に満ちた不意打ち集中豪雨―2004年６月30日静
岡豪雨の場合（その2）, 天気, 53, 821-828, 2006.

 小倉義光・西村修司・隈部良司 : お天気の見方・楽しみ方（7）二つ玉低気圧（その1）, 天気, 53, 
889-894, 2006.

 川辺正樹 : 黒潮大蛇行の形成と維持. 月刊海洋, 38, 27-32, 2006.

 北川庄司・柳本大吾・蓮本浩志 : CTD（Sea-Bird's）＆キャロウセル採水装置. 「海洋観測マニュア
ル」, 蓮本浩志, 東京大学海洋研究所, 東京, pp.9-90, 2006.

 中村晃三 : GCSS境界層雲WG CASE9（DYCOMS-II、RF02）の比較実験について. 月刊海洋, 号
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