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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

全国共同利用研究｜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 administra-
tive 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 con-
ference 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 Insti-
tute, 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


