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1．活動報告 
1-1．海洋研究所プロジェクト研究 
１）コアプロジェクト 2016-01	東海・南海地⽅における地震・⽕⼭災害軽減のための学際的研究 
プロジェクトリーダー：⻑尾年恭（東海⼤学海洋研究所所⻑・教授） 
 分担者 所属・⾝分   役割分担 
 佐柳敬造 海洋研究所・准教授  東海・伊⾖地域での GPS 地殻変動観測 
 ⾺塲久紀 海洋学部・准教授  駿河湾内での海底地震観測 
 原⽥ 靖 海洋学部・講師   東海・伊⾖地域での GPS 地殻変動観測 
 ⼤場 武   理学部・教授   ⽕⼭ガス観測 
 伊勢崎修弘 海洋研究所・客員教授  東海・伊⾖地域での GPS 地殻変動観測 
 笹井洋⼀ 海洋研究所・特任研究員  東海・伊⾖地域での電磁気観測 
 織原義明 海洋研究所・特任研究員  伊⾖地域での電磁気観測 
       （７⽉１⽇より特任准教授） 
 松尾 淳 海洋研究所・特任研究員  東海・伊⾖地域での GPS地殻変動解析 
 古瀬慶博	 海洋研究所・特任研究員  地震活動度解析 
 楠城⼀嘉  静岡県⽴⼤学・特任准教授 地震活動度解析 
	

プロジェクトの計画内容・成果⽬標： 
(1) 研究目的 

   海洋研究所の位置する静岡県は、将来必ず発⽣する想定東海地震の震源域の真上に位置してお
り、地震発⽣後数分で津波が到達する。内閣府の想定では、次の南海トラフ沿いの巨⼤地震では、最
悪３０万⼈以上が死亡するとされている。ただ内閣府によれば８割の住⺠は１０分以内に避難⾏動を
開始すれば津波から逃げられるとされている。これは逆説的に⾔えば残りの２割の⼈間はすぐに避難
⾏動を起こしても助からないという事を意味している。三保半島は残念ながらその２割に⼊ってお
り、事前の予知でしか助からない⼈が多くいる地域である。この中には 2000名近い東海⼤学海洋学部
⽣・教職員も多数含まれており、地域防災というだけでなく、学⽣等の命を守るという意味からも地
震直前予知の実現が必要となる。本コアプロジェクトでは、近年急激な進展を⾒せている地震活動度
解析による予測技術をさらに向上させる。また地殻変動の異常をリアルタイムで抽出するシステムを
構築する。	
 

(2) 研究計画・方法 

地震活動度解析	
 研究代表者が開発した時間・空間・マグニチュードに関する重み付き地震活動度解析アルゴリズムで
ある RTMアルゴリズムをさらに発展させる。また RTMアルゴリズムだけでなく、静岡県⽴⼤学とも共同
して、地震発⽣頻度の統計的性質を表すグーテンベルク・リヒターの関係式を⽤いた解析⼿法を併⽤す
るなど、複数のパラメータを⽤いて予測技術の向上を⽬指す。	
海底地震観測	
 駿河湾内では数多くの微⼩地震が発⽣している事が、東海⼤学の⼩型観測船（南⼗字、北⽃）を使っ
た海底地震観測で明らかとなっている（気象研究所との共同研究）。今年度もこの観測を継続的に実施
する。	
伊⾖諸島での GPS観測	
 今年度は特に、GPS 地殻変動観測では、伊⾖諸島の⻘ヶ島観測点の充実を図る。また地殻変動解析に
留まらず、アメリカ、カーネギー研究所とも協⼒し、東海地域全体での地殻変動解析も進める所存であ
る。	
箱根⽕⼭の監視	
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 箱根⽕⼭について⽕⼭ガスの定期的な採取を⾏ない、地震活動度変化との関係を考察する。	
 
(3) 達成目標 

 本コアプロジェクトは、現在東京⼤学から委託研究として海洋研究所が受託している国の地震・⽕⼭噴
⽕予知研究計画と相補的な役割を果たすものである。国の予算ではカバーしきれない機動的な予算運⽤
を⽬指して、研究成果をあげていく。具体的な⽬標として、 

１発表論⽂数	
 インパクトファクター付の英⽂雑誌に１本、和⽂雑誌に１本を最低限の⽬標とする。	
２⼝頭発表	
 国際学会で２件、国内学会で４件を最低限の⽬標とする。	
３研究会開催	
 国際研究会の主催（共催）を１件、国内での研究会開催１件を⽬標とする。	
４外部資⾦の獲得	
 国や⺠間からの外部資⾦獲得件数２件を⽬標とする。	
 ちなみに研究の性質上、特許出願を⾏う予定はない。	
 
(4) 得られた成果・主な活動 

 2017 年度は大規模地震対策措置法が大きく見直され、東海地震の警戒宣言が発令されなくなるという大きな

変化があった。このため 2018 年 2 月 2 日に静岡市で開催したワークショップは今後あいまいな情報にどう自治

体や企業・教育機関が対応していくのかという観点で大きな関心を集め、多くのメディアがこの問題を取り上げた。 

 外部資金については、特に清水校舎では大きな科研費（基盤 S, A, B）の獲得が少なくなっているが、本プロジ

ェクトに関係して、海洋研所長が代表となる基盤研究 B が唯一という状況が続いている。 

 今年度から電離層電子密度変化を用いた津波早期予測システムの開発に取り組んでおり、そのための専用

解析システムを構築した。またマグニチュード８以上の巨大地震の前の数十分から１時間前に必ず発現している

前兆現象の存在（やはり電離層の中の電子密度変化）が確認されたため、その技術の実用化を目指す解析を

民間企業との共同研究予算も利用して開始した。コアプロジェクトが民間企業との共同研究のシーズとして活用

された例であると考えている。 

 ７月には織原特任准教授を研究専念の教官として外部資金で採用した。織原特任准教授はこれまで噂として

よく言われていた深海魚と地震との関係について、定量的な統計評価を実施し、日経、毎日、朝日、読売の全

国誌でも複数回取り上げられ、海洋研究所の presence を高めたと考えている。 

 その他、研究所長が TV 出演、ラジオ出演や新聞への定期的なコラム掲載などの地震予知研究の紹介や地震

防災啓発活動を行った。 ２０１６年は４月に熊本地震が発生し、東海大学阿蘇キャンパス、熊本キャンパスも甚

大な被害を受ける事となった。そのため、当初予定していた研究項目の一部を２０１７年度へ繰越さざる得ない

状況が発生した。結果として今年度は、本来なら昨年度実施する予定であった観測点の改修作業を実施する

事となった。 
 

	

(5) 研究所の活性化に尽⼒した点や新聞やマスコミなどで社会へのアピールがなされた事項 

 地震予知・火山津波研究部門長でもある研究代表者は、積極的にメディアへの情報提供を実施した。具体的

には静岡新聞へのコラムの掲載や、特に２０１８年２月には、静岡県立大学グローバル地域センター、静岡大学

防災総合センター、静岡県危機管理部、静岡新聞等と共催で、いわゆる東海地震に関する警戒宣言の発令シ

ステムが大きく変わった事等を中心にワークショップを開催し、多くの聴衆を集めた。 

 
(6) 業績等 

１）学会誌等 
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長尾年恭，井筒 潤，地震災害予測のための地球観測データのデジタルアースへの適用 ー断層帯への適用

ー，IDEAS (Joint Usage/Joint Research Report) 2017, 143-148, 中部大学中部高等学術研究所国際 GIS セン

ター, 2018. 

 

２）著書・一般雑誌等 

 なし 

 

３）学会発表（国際学会、国内学会等） 

国際学会・国際シンポジウム等 

Nagao, T., J. Izutsu, Y. Orihara and M. Kamogawa, Detection of small amplitude VLF pulse arrival time by using 

an autoregressive (AR) model - obtaining more precise electromagnetic wave source position -, 4th 

International Workshop on Earthquake Preparations Process, Chiba, May 2017. 

 

Togo, S., H. Nitta, J.J. Berthelier, T. Onishi, M. Kamogawa, T. Kodama and T. Nagao, VLF radiation intensity 

reduction before earthquakes observed by DEMETER and WWLLN data, IAG-IASPEI 2017, Kobe. Aug. 

2017. 

 

国内学会・研究会・シンポジウム・セミナー等 

児玉哲哉，山崎政彦，鴨川 仁，東郷翔帆，新田英智，長尾年恭，地震先行現象検証超小型衛星：Prelude，

日本地球惑星科学連合，幕張，2017 年 5 月． 

 

新田英智，東郷翔帆，鴨川 仁，岡田朋大，児玉哲哉，長尾年恭，DEMETER 衛星の ELF データを用いた地

震先行の検知について，日本地球惑星科学連合，幕張，2017 年 5 月． 

 

新田英智，東郷翔帆，鴨川 仁，J.J. Berthelier，児玉哲哉，長尾年恭，DEMETER 衛星のスペクトル・波形デー

タを用いた衛星高度で検知された地震先行電離圏擾乱の発生領域推定，日本地球惑星科学連合，幕張，

2017 年 5 月． 

 

小名木すみれ，鴨川 仁，長尾年恭，地震先行的 VLF 帯電波信号検知を目指した電磁波観測装置の精度評

価，日本地球惑星科学連合，幕張，2017 年 5 月． 

 

織原義明，鴨川 仁，野田洋一，長尾年恭，日本周辺における深海魚の目撃と地震との関係，日本地球惑星

科学連合，幕張，2017 年 5 月． 

 

大場 武，沼波 望，笹井洋一，M. C. L. Barairo，P. Alanis，楠本成寿，長尾年恭，フィリピン・タール火山の噴

気組成から推測される最近の火山活動，日本火山学会 2017 年秋季大会，2017 年 9 月． 

 

織原義明，鴨川 仁，野田洋一，長尾年恭，日本周辺における深海魚の目撃と地震との関係に関する考察，日

本地震学会２０１７年度秋季大会，鹿児島，2017 年 10 月． 

 

長尾年恭，中谷正生，地震予知が当たっているとは？，日本地震予知学会学術講演会，2017 年 12 月． 

 

長尾年恭，楠城一嘉，井筒 潤，地震災害予測のための地球観測データのデジタルタルアースへの適用 ープ

レート境界への適用ー，平成２９年度中部大学国際 GIS センター成果報告会，中部大学，2018 年 3 月． 
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(7) 特記事項等 

 特になし 

 
 
２）個別プロジェクト 2016-02  海洋環境から⾒たアジア地域における海洋安全保障政策の調査研究 
プロジェクトリーダー：⼭⽥吉彦（東海⼤学海洋研究所・次⻑、海洋⽂明学科・教授） 
分担者  所属・⾝分  役割分担 
斎藤雅樹 海洋学部・教授	 	 環境政策調査	
脇⽥和美	 海洋学部・准教授	 取りまとめ、海洋保護区関係調査 
福代康夫 海洋研究所・客員教授 国際関係、海洋汚染状況調査	
	

プロジェクトの計画内容・成果⽬標： 
(1) 研究目的 

 アジア海域は、2016 年の中国、フィリピン間の仲裁裁判に見られるように、アジア各国の海洋管理、権益
の主張に伴い緊迫感を増している。海洋環境に関する国際協力を海洋安全保障政策の基軸に据える考え方は、

今まで例を見ず斬新な研究であるといえる。海洋政策、海洋環境保全の日本の第一人者をそろえた本研究の

成果は、日本のみならず国際的にも注目されることは必至といえる。	

 

(2) 研究計画・方法 

前年度は、アジア海域における海洋環境問題をベトナム、台湾、フィリピン、および沖縄県等で行っ

た。また、アジア各国における海洋安全保障政策、日本の海洋安全保障政策の状況を調査した。その結

果は、研究代表者である山田が、海洋安全保障問題に関するコメントを発し 

メディアにおいて数多く取り上げられた。本年度研究にあたっては、海洋政策の視点からロシア、中国、

台湾等の研究者との間で相互訪問を行い、各国の海洋安全保障施策、海洋環境保全に関する意見交換を

行う。また、国際海事機関（ＩＭＯ）における海洋環境保全施策の動向について分析し、アジアのみな

らず、世界の趨勢について掌握する。 

	 以上を踏まえ、海洋環境保全施策を基軸に据えた海洋安全保障政策に関する提言を作成し発表する。

一般向け、および研究者対象の研究報告会を開催する。	

 
(3) 達成目標 

	 メンバー内において英文論文 2本、和文論文 4本、口頭発表国内４件、国内４件、研究会等の開催５

回を目標とする。また、大学院生指導は３名の予定である。 

外部資金獲得は、委託研究２件のほか、他の研究助成においても積極的に対応する。	

 
(4) 得られた成果・主な活動 

  研究代表者である⼭⽥は、⽯垣島、与那国島、⼩笠原諸島等の離島において住⺠の海洋環境保全に対
する意識および取り組みを調査し、離島における住⺠の安定した⽣活に環境保全活動が寄与する施策を
検討した。その成果は、東京都知事、⽯垣市⻑、与那国町⻑等の⾸⻑に報告し管理の在り⽅を提案する
とともに、全国紙および船員保険機関誌等で発表した。また、中国（中国対外経済貿易⼤学、南京⼤学、
上海社会科学院等）およびカンボジア（外務省、プノンペン⼤学等）を訪問し、海洋環境保全への取り
組みと海洋安全保障の関係について各国の研究者との議論を⾏い、また、⽇本国際フォーラム、明治⼤
学、中国対外経済貿易⼤学、南京⼤学、中国社会科学院がそれぞれ主催する国際シンポジウム、セミナ
ーにおける発表を５回⾏った。 

平成３０年２⽉に参議院の「国際経済・外交に関する調査会」において参考⼈として、「アジア太平洋
における平和の実現、地域協⼒及び⽇本外交の在り⽅」について陳述を求められ、議員からの質問に応
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答し、国策として本事業の成果が検討される機会を得た。 
 共同研究者の脇⽥は、福代康夫客員教授とともに、インドネシア、フィリピン等における海洋保護区
政策を中⼼とした海洋環境保全状況について調査し、本研究の遂⾏に寄与した。 
	

(5) 研究所の活性化に尽⼒した点や新聞やマスコミなどで社会へのアピールがなされた事項 

 研究代表者は、海洋安全保障に関する様々な執筆活動等が評価されテレビ、新聞、雑誌等において海
洋問題に関するコメントを頻繁に求められている。研究の成果による東シナ海における国際的な海洋環
境調査の実施プランと海洋安全保障との連携に関し、多くの新聞、雑誌等に執筆し、⽇本海における密
漁、東シナ海における安全保障情勢等の現状とその考察をテレビ、ラジオにおいて発⾔し、国⺠の海洋
環境保全を通した海洋安全保障意識の啓発に努めた。その結果、海洋環境保全活動が海洋安全保障に寄
与するとの発想に対する理解は促進していると考える。 
 
(6) 業績等 

1)学会誌等 
⼭⽥吉彦，⽇本の海洋安全保障と海洋資源開発，⽇本銅学会誌 2017．Vol56，1-4，⼀班社団法⼈⽇本伸

鋼協会，2017 
 
２）著書・一般雑誌等 

山田吉彦，マラッカ海峡かアジアの生命線，株式会社 PHP 研究所，2017  

山田吉彦，南シナ海からペルシャ湾まで-中国海洋侵出の野望-，文藝春秋オピニオン 2018 年の論点， 

102-103，文藝春秋社、2018 

山田吉彦，自衛隊位置付け明確に，産経新聞 17 面，平成 29 年 10 月 23 日朝刊，産経新聞，2017 

 

３）学会発表（国際学会、国内学会等） 

国際学会・国際シンポジウム等 

Y.Yamada，The South China Sea Policy of Japan，海洋経済と安全協⼒，対外経済貿易⼤学，北京，2017.6 
 
山田吉彦，アジア海域における海洋安全保障，国際セミナー −アジアの海洋秩序をめぐる⽇中関係のあり⽅

−，公益財団法⼈ ⽇本国際フォーラム（⽇本）シンクタンク鍵叡（中国），東京，2017.7 
 
⼭⽥吉彦，南シナ海における海洋安全保障の⽇本の関係 ，International Symposium - Globalization of 

Maritime Securty:The South China Sea from Viewpoints of Territorial Non-Claimants，⽇本国際フォーラ
ム 明治⼤学国際政策研究所 The Universite catholique de Louvain，東京，2017．9 

 
⼭⽥吉彦，アジアにおける海洋安全保障と「⼀帯⼀路」，⽇中国際ワークショップ「⼀帯⼀路と国際関係」，

⽇本国際フォーラム、中国外務省，東京，2017．11 
 
⼭⽥吉彦，南シナ海における海洋安全保障と国際協⼒，国際セミナー「アジア太平洋と⽇中関係」，南京⼤学.

中国南シナ海研究センター，中華⼈⺠共和国南京市，2017．11 
 

国内学会・研究会・シンポジウム・セミナー等 

 特になし 

 

(7) 特記事項等 

 特になし 
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３）個別プロジェクト 2016-03 枯草菌バイオフィルム形成を制御する新奇な遺伝⼦の機能解明 
プロジェクトリーダー： ⼩倉光雄（東海⼤学海洋研究所・教授） 
プロジェクトの計画内容・成果目標： 
(1) 研究目的 
枯草菌はグラム陽性細菌のモデル細菌であり、微生物の普遍的な生活スタイルであるバイオフィルム（単細胞

生物が異なる役割を果たしながら共同で多細胞的に生きる）も形成する。バイオフィルムが一旦形成されると抗

生物質に物理的に抵抗性を獲得するなどの医療上の重要な問題を引きおこすことも知られている。バイオフィ

ルムは、産業活動にも影響する。例えば、海中構造物や液体の配管内部などに付着するバイオフィルムは、そ

れらの機能や能率を阻害することが知られている。バイオフィルム形成の機構はその人為的制御のため、解明

を待たれている。本研究は、枯草菌を材料に、バイオフィルム形成制御の遺伝子発現ネットワークを解明しようと

する物である。 
 
(2) 研究計画・方法 
枯草菌のバイオフィルム形成の中心的な制御因子である SinR はマトリクス遺伝子の発現を抑えており、タンパ

ク質レベルで SinI, SlrR によるその阻害が解除されるのが、制御の本質である。2016 年度、報告者は sinR の遺

伝子発現自体を抑える遺伝子をトランスポゾン変異法により見いだした。この遺伝子破壊株で、全遺伝子の発

現プロファイルを次世代 DNA シーケンサーを用いて解析し野生株と比較した所（東京農業大学ゲノムセンター

との共同研究）、sinR 遺伝子単独に影響が出ているのではなく、全遺伝子の 1/3 以上に大きな変動が観察され

た。この変動をもたらした原因について、遺伝学的解析を進める予定である。 
 
(3) 達成目標 
研究の進捗度合い：現時点で SinR の制御因子の解析は、予想と異なり大規模なゲノムスケールでの遺伝子

発現の変化を伴うことが分かり、そう簡単には行かないが、発見した遺伝子は遺伝子制禦ネットワークの上位階

層に位置する何らかの遺伝子と相互作用する事が予想されるので、その同定を目指す。 
 
発表論文数（英文）：３報を目指す。客員の藤田教授と昨年開始した共同研究はデータが当初予想より増えて

きたので２報に分けて発表する事にした。その第一報を Journal of Bacteriology 誌に 2017 年 3 月に投稿した所、

大幅改定の要求を受けたので、そのための実験を予定している(Fujita, Ogura ,Nii and Hirooka. Expression of 
the Bacillus subtilis kinB Gene, a trigger for sporulation, is regulated by a master regulator of biofilm formation, 
SinR, through transcription repression and positive stringent transcription control)。 
 
さらに、代表として受領している科研費研究の成果を論文として Molecular Microbiology 誌に投稿中でありそ

の結果を待っているが、いずれにせよ 2017 年度内での公表を目指す(Ogura, Sato and Abe, Newly identified 
glucose-responsive system in Bacillus subtilis: Acetylation of CshA and transcription factors YlxR and YqfO control 
synthesis of t6A-modified tRNA for protein-folding of PdhA)。 
 
この論文も、一部は本個別研究と関連を有している。さらに、2015 年度の海洋研・個別プロジェクト“海水環境

下での枯草菌バイオフィルム形成の動態解析”で得られた成果を論文としてまとめるべく、現時点で鋭意努力中

であり、これについても 2017 年度内での公表を目指している。 
 
外部研究資金獲得：現在、代表として科研費基盤 C（2017 年度終了）の配算を得ている。10 月に 2018 年度か

らの新たな科研費獲得のため新規に申請する予定である。また、８月には発酵研究財団の助成に申請する予定

である（結果発表は、2018 年２月ころである）。 
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(4) 得られた成果・主な活動 
達成目標に記した SinR を制御しているだろう新規遺伝子の解析を続けたところ、SinR 特異的に制御が働いて

いるというより、SinR より上位の制御ネットワークを動かしているらしいこと、その結果として SinR 制御遺伝子群の

発現変動が観察されているらしいことが判明した。その解析にはさらに時間を要することとなった。 
 
論文発表については、バイオフィルム形成のマスター制御因子 SinR の機能に関して、前福山大学藤田泰太

郎教授（2017 年度東海大学海洋研客員教授）と共同研究し、Frontiers in Microbiology 誌 (IF 4.08)に論文を

2017 年 12 月に発表した。達成目標執筆時に Molecular Microbiology 誌に投稿中であった論文は、2017 年 6
月に大幅改訂すれば掲載を検討するとの審査結果であった。8 月に再投稿したところ、提起した問題は解決し

ていない、との 1 名の審査員の強い意見があり、最終的には、一旦拒否するが審査員の意見に対抗しうるデー

タを取れば再投稿しても良い、との Editor の決定を受けた。したがって、論文発表は 2018 年度に持ち越しとな

った。また、2015 年度の海洋研・個別プロジェクト“海水環境下での枯草菌バイオフィルム形成の動態解析”で

得られた成果をまとめるとした論文については、ひとまずドラフトは書き上げたが、上記２論文の改訂に集中した

ため、投稿にはまだ至っておらず、2018 年度に持ち越しとなった。この課題については学会発表を行なった。 
 
外部資金については、科研費基盤 C に小倉が研究代表者として 2017 年度内に申請し、2018 年 4 月から始ま

る 3 年の新規計画として受理された。なお発酵研究財団の資金は申請が認められなかった。また藤田泰太郎教

授の 2016 年度いっぱいでの福山大学退任に伴い、同教授を海洋研の 2017 年度客員教授として迎えた。これ

に伴い、小倉が藤田教授を代表とする科研費基盤 C の分担者に新たに加わり、資金の配分を受けた。 
 
(5) 研究所の活性化に尽力した点や新聞やマスコミなどで社会へのアピールがなされた事項 
研究所の活性化については、2017 年度にドイツ、ゲッチンゲン大学の J. Stulke 教授より国際誌 Frontiers in 

Microbiology の reviewing editor を引き受けてくれとの依頼があり、これを快諾した。この雑誌の方針として論文

が受理された場合には審査員の名前が公表されるので、海洋研の宣伝にもなると思われる。 
 
(6) 業績等 
1) 学会誌等 
Fujita, Y., M. Ogura, S. Nii, K. Hirooka. Dual regulation of Bacillus subtilis kinB gene encoding a sporulation 

trigger by SinR through transcription repression and positive stringent transcription control. 2017, Frontiers in 
Microbiology (IF 4.08) 8:2502  

  
２）著書・一般雑誌等 
 なし  
 
３）学会発表（国際学会、国内学会等） 
国際学会・国際シンポジウム等 
なし 

 
国内学会・研究会・シンポジウム・セミナー等 
小倉光雄, NaCl は枯草菌マクロコロニー形成を促進し、YfjD/E/F はそれに必要である, 小倉光雄, 第４０回日

本分子生物学会, 神戸, 2017 年 12 月.  
  
(7) 特記事項等 
なし   
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４）個別プロジェクト 2016-04 駿河湾に棲息する鯨類に迫る 
プロジェクトリーダー：吉⽥弥⽣（東海⼤学海洋学部環境社会学科・特任助教） 
分担者  所属・⾝分  役割分担 
⼤泉 宏	 海洋学部・教授	 	 駿河湾調査⽬視・撮影において共同研究	
森阪匡通	 三重⼤学・准教授	 個体識別・⾳響技術のアドバイザー	
	

プロジェクトの計画内容・成果⽬標： 
(1) 研究目的 

⽇本で最も深い湾である駿河湾には、⼩型イルカの他、2000ｍ以上を潜る報告のある珍しいアカボ
ウクジラなど、様々な鯨類が⽣息していることが海洋学部海洋⽣物学科の⼤泉研が報告している。
アカボウクジラは潜⽔時間が⻑く(平均 30 分程度)、浮上時間が短いため、船上から⾒つけること
が⼤変難しい種類のクジラである。本種は深い駿河湾ならではの種であるともいえ、本海域におけ
る彼らの⽣態を明らかにすることは、駿河湾の⽣態系を知る上でも⼤変重要である。これまでのア
カボウクジラの調査では、⽬視を⽤いた発⾒と探索、追尾を⾏ってきたが、浮上のタイミングがわ
からず、また、少しでも海況が悪いと発⾒率が下がってしまう問題がある。これらの問題を打開す
るために、⽬視と併⽤した新たな⽅法を探る必要がある。 
 駿河湾にはアカボウクジラ以外にも、ハナゴンドウやスジイルカの⽣息を、同じく海洋学部海洋
⽣物学科の⼤泉研が報告をしている。ハナゴンドウやスジイルカは、背びれが⽬⽴つ⼩型イルカの
種である。時折、⾛⾏中の船波にのり、船と並⾛することも⾒られている。また、海洋学部グラン
ド前の海岸に数頭が⼊り込むこともあり、⼈の⽬にも付きやすい。これら⼩型イルカはアカボウク
ジラの⾷性とは、⼀般的には異なる。鯨類の種の多様性は、その対象とする餌⽣物の違いを⽰すも
のであり、駿河湾の⽣物多様性を⽰すものでもある。したがって、アカボウクジラを含め、駿河湾
の⾼次捕⾷者らの⽣態を明らかにすることは、⽣態系全体を知る上で⼤変重要である。 
 これまでの調査により、アカボウクジラや⼩型イルカの来遊には季節差があることは分かってい
るが、どこから来て、どこへ向かうのか分かっていない。隣接する遠州灘や相模湾への季節移動が
推測されている。また、毎年来遊する個体や群が同⼀であるのかなど、個体群構造も不明である。	
 鯨類の⽣態を明らかにするためにも、個体識別情報の蓄積や記録計の取り付けが必要である。そ
こで本年度は駿河湾における⾼次捕⾷者の⽣態を明らかにすることを⽬的に、アカボウクジラの遭
遇率を上昇の試みと鯨類の来遊個体を明らかにする。 
 

(2) 研究計画・方法 

  前年度では１）ドローンを⽤いてバードビューでのアカボウクジラの探索、２）⾳響⼿法を⽤い
たアカボウクジラの探索と追尾、を⾏い、これによる遭遇率の向上を⽬指した。しかし、1)ドロー
ン操縦者の技術的問題や天候不良(強⾵)など幾つかの課題克服が必要であることが判明し、次年度
への課題持ち越しとなった。2）においては調査機器改良の必要性があることが判明した。昨年度
に明らかとなった課題を解決し、アカボウクジラの発⾒率を上げる試みを⾏う。 
  １）⽔上離発着できるドローンによって、アカボウクジラをはじめとする鯨類の発⾒を試みる。
また、発⾒時にはドローンによって接近を試み、個体識別に⽤いることのできる傷を撮影すること
を試みる。２）⾼周波を取得できる⽔中マイクおよび録⾳機材を複数台⽤いて、アカボウクジラお
よびイルカの鳴⾳を取得し、⾳源定位を試みる。リアルタイムなモニタリングのために、⾼周波⾳
を可聴域に変換するための機器を購⼊、もしくは作成および録⾳機材の改良を随時⾏う。毎⽉⼆回
(但し、天候による)、⼤泉研究室との⼆隻同時調査を⾏う。特に海況の良い夏場は、⽇数を増やし
て⾏う予定である。 
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(3) 達成目標 

  アカボウクジラ・ハナゴンドウ・スジイルカの来遊個体の特定を第⼀の⽬標とする。そのため
にも 1)ドローンによる撮影調査を実施できるよう、まずは技術的な問題を解決する。また、個体識
別⽤写真データを蓄積し、過去データとの⽐較を⾏う。2)アカボウクジラの鳴⾳を録⾳できる機器
を作成(改良)し、鳴⾳による発⾒と鯨類の種判別を鳴⾳にておこなうことを⽬標とする。	
１．研究の進捗度合い：天候および発⾒時海況の⾒極め、⾳響機器の改良、個体識別の写真データ照合	
２．発表論⽂数：英⽂ 2編、和⽂ 1編	
３．⼝頭発表件数： 国内 3件	
４．研究会等開催件数： 1件	
５．外部資⾦研究資⾦獲得件数:2件	
 
(4) 得られた成果・主な活動 

  2017年度はこれまでのプロジェクトリーダーの変更に伴い、研究体制の再構築を必要としたため研究基
盤の⾒直しとプロジェクト遂⾏を同時に進めることとなった。本課題に置ける最⼤重要事項は、まず湾内に
おいて⽬視による鯨類の発⾒にある。したがって、これまで発⾒率に⼤きく寄与していた研究者である森阪
⽒が乗船しない点において、新規乗船者の訓練を必要とした。新規乗船者とは、プロジェクト代表の吉⽥が
所属する同学部環境社会学科の学部⽣である。そこで、年度前半は⽬視発⾒および⽬的遂⾏においては、主
にリーダー吉⽥と⼤学院⽣	吉⽥瑞希の 2名が⾏い、年度後半に訓練された学⽣を含む 4名以上の体制で調査
を⾏う事が可能となった。調査は、駿河湾において東海⼤学の船舶（南⼗字、北⽃）2隻にて、海洋⽣物学科
⼤泉教授とともに計 13 回実施した。ハナゴンドウ、アカボウクジラ等の写真による個体識別を継続して⾏
い、本年はハナゴンドウ計 216 個体が識別された。経年調査による写真との照合から、毎年異なる個体およ
び群れが駿河湾を訪れている事が⽰唆された。また可能な限り鳴⾳録⾳を⾏い、録⾳可能な種から順に研究
に着⼿することとした。駿河湾に来遊するハナゴンドウおよびマッコウクジラの⾳響カタログを作成した。
マッコウクジラにおいては、鳴⾳により体調推定が可能とされており、その鳴⾳から約 7-8mの個体であった
と推定された。⽬視において、記録されていた個体は 10m ほどであったため、付近の海中における他の個体
の存在が伺える結果が得られた。本結果からも、⽬視だけでの観測には⾒落としがあること、⾳響調査だけ
でも⾒落としがでることが⽰唆され、観測⼿法の組み合わせについて今後考慮するべきであろうと考えてい
る。⼀⽅ドローンによる撮影に向けて⾶⾏可能な⾵速を陸にて訓練確認し、乗船時に積載していたが、実際
の撮影には残念ながら⾄っていない。	
	

 (5) 研究所の活性化に尽⼒した点や新聞やマスコミなどで社会へのアピールがなされた事項 

 個別プロジェクト代表者は、積極的に社会への情報提供を実施した。具体的には SNS による即時的な調査報

告、清水区船越生涯学習交流館における教育講座講演等である。地元地域においても、駿河湾にこれだけ多

くの鯨類が来遊する事は知られておらず、駿河湾の生物や環境への関心を高めることに努めた。駿河湾に対す

る関心を高めまた、ハナゴンドウの個体識別から得られた結果は代表者が主催を努めるシンポジウムにて公表さ

れ、多くの聴衆を集めた。 

 
(6) 業績等 

１）学会誌等 
Tsuji K, Kogi K, Sakai M, Morisaka T, Emigration of Indo-Pacific bottlenose dolphins (Tursiops aduncus) from 

Mikura Island, Japan., Aquatic Mammals, 2017, 43: 583-591, 2017.11.13 

 

北夕紀, 村山美穂, 小木万布, 森阪匡通, 酒井麻衣, 椎名隆, 御蔵島に生息するミナミハンドウイルカ

(Tursiops aduncus) の親子鑑定, DNA 多型, 2017, 25: 52-57, 2017.7.28 
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Inada Y, Tamiya N, Miyake M, Morisaka T, Sakai M, Wakabayashi I, Kasamatsu M, Uekusa Y, Fluid dynamic 

effects of small projections based on dorsal ridge tubercles of the finless porpoise., Journal of Biomechanical 

Science and Engineering, 2017, 12 (3): 16-00700, 2017.7.21 

 

２）著書・一般雑誌等 

著書 

大泉宏, 駿河湾の鯨たち, 駿河湾学, 69-73, 東海大学出版部, 2017.8 

 

文筆活動 

吉田弥生, エコーロケーションと高周波の関係, 勇魚, 20-24, 勇魚会, 2017.6 

 

吉田弥生, 勇魚会シンポジウム「海棲哺乳類の解剖から−死体は語る−」開催報告, 生態研センターニュース, 

2018 年 3 月号, No.139, 6, 京都大学生態学研究センター, 2018.3 

 

３）学会発表（国際学会、国内学会等） 

国際学会・研究会・シンポジウム・セミナー等 

Morisaka T, Dey S, Choudhary SK, Kelkar N. Acoustic populations in the endangered South Asian river dolphin? 

International Biogeography Society 2017 Meeting, India, Bangalore, 2017.9. 

 

Tanaka M, Sakai M, Morisaka T, Kogi K, Kohshima S, Shark-bite wounds on wild Indo-Pacific bottlenose 

dolphins (Tursiops aduncus): A possible marker of their night time behavior and/or habitat use., Behaviour 

2017, Lisbon, Portugal, 2017.7. 

 

国内学会・研究会・シンポジウム・セミナー等 

森阪匡通, Dey S, Choudhary SK, Kelkar N., ガンジスカワイルカの発する鳴音の音源音圧, 行動 2017, 東京

大学駒場キャンパス, 2017 年 8 月 

 

荒木真帆, 吉田弥生, 藤森潤一, 賽祐介, 神宮潤一, 田中悠介, 寺沢真琴, 関口雄祐, 松林尚志, 

飼育下イロワケイルカの休息行動に関する研究, 日本哺乳類学会, 富山大学, 2017 年 9 月. 

 

吉田弥生，名古屋港内のスナメリ調査，第一回犬山鯨類鰭脚類行動シンポジウム(Inuyama CetaPin1)，犬山, 

2017 年 10 月． 

 

吉田瑞希, 森阪匡通, 稲田喜信, 唐澤勇, 大植伸之, 安田健太, 藤原克則, 浅川弘, 若林郁夫, 千賀康

弘 ., 小型イルカの呼吸時の姿勢に関する研究-ハイスピードカメラを用いて-, 平成 29 年度海洋理工学会

秋季大会, 京都大学, 2017 年 10 月 

 

荒木真帆, 吉田弥生, 藤森潤一, 賽祐介, 神宮潤一, 田中悠介, 寺沢真琴, 関口雄祐, 松林尚志, 

飼育下イロワケイルカの休息行動に関する研究, 勇魚会シンポジウム, 品川, 2017 年 10 月. 

 

森阪匡通, 五十嵐健志, 三谷曜子, 太田守信. 陸奥湾に来遊するカマイルカの予備的音響モニタリング., 平

成 30 年度日本水産学会春季大会, 東京海洋大学, 2018 年 3 月 

 

辻紀海香, 小木万布, 森阪匡通, 幸島司郎., 御蔵島に生息するミナミハンドウイルカの夜間生態., 平成 30 年

度日本水産学会春季大会, 東京海洋大学, 2018 年 3 月 
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 (7) 特記事項等 

 なし 
 
 
５）個別プロジェクト 2016-05 全球海⾯乱流フラックスの⻑期間プロダクトの構築と解析 
プロジェクトリーダー：轡⽥邦夫（東海⼤学海洋学部・教授） 
分担者  所属・⾝分   役割分担 

久保⽥雅久   海洋研究所・客員教授	 	 乱流熱フラックスプロダクトの⽐較・検証	
植原量⾏	 海洋学部・教授	 	 	 駿河湾内での海底地震観測	
坂本理沙    海洋研究所・特任研究員    	 マデンジュリアン振動の研究	
富⽥裕之    名古屋⼤学・特任助教     	 乱流熱フラックスプロダクトの構築	
加古真⼀郎   ⿅児島⼤学・助教       	 運動量フラックスプロダクトの構築	
⽇原 勉    海洋研究開発機構・研究員    プロダクト QCシステムの構築	
	

プロジェクトの計画内容・成果⽬標 
(1) 研究目的 

   本プロジェクトでは衛星観測データを主に⽤いて海⾯での全球乱流フラックスデータセットを作
成し世界中の研究者に提供することを１つの⽬的としている。乱流フラックスデータには運動量フラッ
クスと乱流熱フラックス（潜熱・顕熱）を含むが、どのデータもグローバルな視点が重要な地球環境問
題や気候変動の研究にとって本質的なデータであり、精度の⾼いデータセットの作成は、⾮常に重要で
ある。また、本プロジェクトでは、データセットの作成だけではなく、作成したデータの評価、あるい
は他のデータとの相互⽐較も積極的に⾏い、いろいろなデータセットの特性を明らかにして、世界中に
情報を提供することも⽬的としている。さらには、構築したデータセットを活⽤して、具体的な物理現
象（例えば、エルニーニョ・MJO）についての研究も積極的に⾏う予定である。本研究の特⾊は、世界で
も最も精度の良い衛星乱流データセットを構築し、多くの研究に貢献する点である。	
 

(2) 研究計画・方法 

 
(3) 達成目標 

    	

研究の進捗度合い：プロダクトの全期間提供、プロダクトのホームページとドキュメント公開、プロダ
クトの評価、他のプロダクトとの⽐較	
発表論⽂数：英⽂ 2編、和⽂ 1編	
⼝頭発表件数： 国外 3件、 国内 5件	

１．プロダクトの提供期間を拡張	
２．プロダクトのドキュメント公開	
３．プロダクトの問題点のチェックと改善	
４．データ公開ホームページの確⽴・改善	
５．Monthly乱流熱フラックスデータと Daily運動量フラックスデータの公開開始	
６．構築されたプロダクトの評価の継続	
７．構築されたプロダクトと他のプロダクトとの相互⽐較の継続	
８．プロダクトの国内外における宣伝	
９．海外研究者との情報交換	
１０． 新しい研究プロジェクト（外部予算）の申請	
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研究会等開催件数： 1件	
外部資⾦研究資⾦獲得件数:1件	
⼤学院指導⼈数： 5⼈を⽬標とする。	
 
(4) 得られた成果・主な活動 

 結果的に、達成目標はほぼ完遂できたことは特筆される。具体的には、J-OFURO3と名付けられた、人工衛星

データを主に利用した全球での海面乱流フラックスの長期間データセットを構築し、本年度には新しい HP の運

用を開始するとともに、長期間のプロダクト（１９９６−２０１３）を一般に公開した。また、J-OFURO プロジェクトのロ

ゴを公募し決定した。海洋学会の秋季大会で、本プロジェクトに関連したセッションを開催するとともに、我々の

プロダクトの利用講習会を京都大学で開催した。また、研究成果の一部は論文として、Geophysical Research 

Letters (IF:4.253)に 1 報、Scientific Reports (IF:4.259)に 1 報、受理された。口頭発表件数であるが、達成目

標を大きく上まわり、国際学会などでの発表が 6 件、国内学会などでの発表件数が 12 件であった。さらに、この

プロジェクトに関連し、研究分担者のうちの 2 名は PI として JAXA から、また 1 名は名古屋大学から研究資金を

得ている。最後に大学院指導人数は、博士課程の学生が 1 名、修士課程の学生が 4 名であった。 

計画変更は特に無かった。懸案事項は⼈⼿不⾜である。	
	

(5) 研究所の活性化に尽⼒した点や新聞やマスコミなどで社会へのアピールがなされた事項 

 NHK の番組サイエンスゼロ「巨大海流黒潮」において本プロジェクトによって構築されたプロダクトの図が紹介

された。 

 
(6) 業績等 

 
１）学会誌等 
Tomita, H, T. Hihara and M. Kubota, 2018: Improved satellite estimation of near-surface humidity using 

vertical water vapor profile information, Geophys. Res. Lett., doi: 101002/217gl076384, 英文, 査読あ
り, IF: 4.253 (2016), 4.579 (5 years) 

 
Tozuka T., M.F. Cronin, H.Tomita, 2017: Surface frontogenesis by surface heat fluxes in the upstream 

Kuroshio Extension region, Scientific Reports, 7(1):10258, doi:10.1038/s41598-017-10268-3, 英文, 
査読あり, IF: 4.259 (2016), 4.847 (5 years). 

 

２）著書・一般雑誌等 

 なし 

 

３）学会発表（国際学会、国内学会等） 

 

国際学会・国際シンポジウム等 

 

Tomita, H., S. Kako, T. Hihara, K. Kutsuwada, T. Hihara, M. Kubota and Y. Takahashi: Validation 
and intercomparison for high resolution gridded product of surface wind vectors over the global 
ocean, International Ocean Vector Wind Science Team Meeting 2017, San Diego (USA), May 
2-4, 2017.  

 
Tomita H., S. Kako, T. Hihara, M. Kubota, and K. Kutsuwada, Introduction to a new satellite-derived air-

sea flux data set J-OFURO3, AOGS 2017 annual meeting, Singapore, Aug. 2017 
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Tomita H., T. Hihara, and M. Kubota, An improved estimation of satellite derived surface humidity and 

air-sea latent heat flux, SOLAS Workshop on Remote Sensing for Studying the Ocean-Atmosphere 
Interface, Potmac, MD, USA, Mar. 2018 

 
Kutsuwada, K., H. Tomita, S. Kako, T. Hihara, M. Kubota and Y. Takahashi: Validation and 

intercomparison for high resolution gridded product of surface wind vectors over the global 
ocean, JpGU-AGU Joint Meeting 2017, Chiba, May 20, 2017.  

 
Tomita H. and T. Hihara, Construction of GCOM-W AMSR2 surface air-specific humidity data set and 

its near-real time distribution,  JAXA GCOM 合同 PI ワークショップ, 東京, 2018 年 1 月 

 

Kutsuwada, K., M. Konda and N. Suzuki, Validation Study of Gridded Product of Momentum Flux over 
Global Ocean, JAXA GCOM 合同 PI ワークショップ, 東京, 2018 年 1 月 

 
 

国内学会・研究会・シンポジウム・セミナー等 

八木雅文・轡田邦夫・永延幹男：南大洋上における大気・海洋変動の時空間特性，日本地球惑

星科学連合2017年大会，千葉，2017年5月22日 

 

垣内陽・轡田邦夫・佐々木英治・笹井義一・田嶋莉奈：OGCM 出力に基づく太平洋風成海洋循環場の機構，

2017 年度山中湖シンポジウム、 大気海洋相互作用研究会主催、東海大学海洋研究所共催, 2017 年 6 月

24 日、山梨県南都留郡山中湖村 

 

八木雅文・轡田邦夫・永延幹男：南大洋上における大気-海洋変動の時空間変動特性，2017年

度山中湖シンポジウム、 大気海洋相互作用研究会主催、東海大学海洋研究所共催, 2017

年6月24日、山梨県南都留郡山中湖村 

 

高橋優・轡田邦夫・富田裕之・加古真一郎・日原勉・久保田雅久：高解像度全球海上風・海面応力格子データ

セットの精度検証，2017 年度日本海洋学会秋季大会，仙台，2017 年 10 月 15 日 

 

垣内陽・轡田邦夫・佐々木英治・笹井義一・田嶋莉奈：OFES 出力を用いた北太平洋熱帯海洋循環場の風成力

学機構，2017 年度日本海洋 学会秋季大会，仙台，2017 年 10 月 16 日 

 

八木雅文・轡田邦夫・永延幹男：南大洋上における海上風応力と海面水温の変動，日本気象学会中部支部研

究会，岐阜，2017 年 11 月 28 日 

 

町田卓也・轡田邦夫：地上観測点を用いた駿河湾付近に発生する収束線の解析，日本気象学会中部支部研

究会，岐阜，2017 年 11 月 28 日 

 

富田裕之・加古真一郎・日原勉・轡田邦夫・久保田雅久, J-OFURO3 アップデートについて, 、2017 年度山中

湖シンポジウム、 大気海洋相互作用研究会主催、東海大学海洋研究所共催, 2017 年 6 月 25 日、山梨県

南都留郡山中湖村 

 

久保田雅久、 海洋のリモートセンシングの基礎、2017 年度山中湖シンポジウム、 大気海洋相互作用研究会
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主催、東海大学海洋研究所共催、 2017 年 6 月 25 日､山梨県南都留郡山中湖村 

 

富田裕之・加古真一郎・日原勉・久保田雅久・轡田邦夫、衛星観測に基づく海面フラックスデータセット J-

OFURO3 で見る台風、H29 年度京都大学防災研究所共同研究集会「台風研究会」激昂化する 台

風災害の要因解明と減災へ向けて, 2017 年 9 月 29 日 

 

富田裕之・加古真一郎・日原勉・久保田雅久・轡田邦夫、J-OFURO3 で見る黒潮続流域周辺の海面熱フラック

スの特徴、日本海洋学会秋季大会、仙台、2017 年 11 月 

 

富田裕之、J-OFURO3 のオープンデータサイエンス、日本海洋学会秋季大会、仙台、2017 年 11 月 

 

(7) 特記事項等 

 特になし   
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1-2. 外部資⾦による研究⼀覧            
1) 科学研究費              

 氏 名  研究種目   研究課題名 

長尾年恭 基盤研究(B)・代表  噴火が迫るタールおよびマヨン火山のマグマ・熱水システムの 

解明、平成 28-30 年度（海外学術調査） 

小倉光雄 基盤研究(C)・代表  アセチル化による RNA ポリメラーゼの機能分化とその全体像 

解明、平成 27-29 年度 

藤田泰太郎 基盤研究(C)・代表  枯草菌の緊縮転写制御ネットワークの先導的基盤研究とその 

活用、平成 27-29 年度（分担者として小倉光雄教授も参加） 

 

１） 共同研究  

 氏 名  共同研究先  研究課題名 

長尾年恭 東京大学地震研究所 文部科学省「災害の軽減に貢献するための地震火山観測 

研究計画」 

長尾年恭 （株）コンポン研究所 地震短期・直前予測精度向上のための複合的地震先行 

現象の研究 

加古真一郎 名古屋大学宇宙地球 複数衛星観測データを用いた全球海上風ベクトル 

環境研究所  データセットの構築 

          

２） 委託研究 

 氏 名  委託元   研究課題名 

長尾年恭 岐阜県   岐阜県における地電流による地震予知観測に関する調査 

研究 

長尾年恭 （株）DuMA  ULF 帯地磁気・地電流観測による短期直前予知の可能性に 

関する現状調査 

轡田邦夫    JAXA      全球洋上海面運動量フラックス格子データの精度向上に 

関する研究 

富田裕之    JAXA      GCOM-W 海上大気比湿データセットの作成と準リアルタイム 

提供 

吉田弥生 静岡市   海洋環境及び海洋生物に関する観測データ採取手法の開発 

 

             

３） 各種助成金（民間・財団等），奨学寄付金等 

 氏 名  寄付元等  研究課題名 

長尾年恭 東海・関東大震災  電磁気学的な手法を用いた地震予知研究の推進 

  予知研究連絡会 

長尾年恭 （株）清和海運  多項目データ活用による地震予知研究の推進 

佐柳敬造 関東天然瓦斯開発（株） 地殻変動・地磁気データ解析の高度化研究促進のため 

吉田弥生 東海大学総合研究機構 音響定位をするイルカが砂浜での座礁を回避できない 

     原因を探る 

吉田弥生 京都大学生態学研究ｾﾝﾀｰ 研究集会 2017 年度勇魚会シンポジウム 海棲哺乳類 

     の解剖研究 
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2．学会・社会活動 
1) 研究集会，シンポジウム＜主催，共催＞等 

静岡県立大学グローバル地域センター主催、東海大学海洋研究所共催，「地震予測の現状と防災情報を生か

すには」，於：しずぎんホールユーフォニア，2018 年 2 月 2 日． 

関西サイエンス・フォーラム主催、東海大学海洋研究所共催，「最新の地震予知研究の成果と今後の課題」，

於：大阪大学中之島センター，2017 年 10 月 11 日． 

2017年度 大気海洋相互作用研究会 山中湖シンポジウム  

  日時： 2017年6月23日～6月25日、場所： 東海大学山中湖セミナーハウス、参加者：37名（海洋研究所共催） 

J-OFURO利用者講習会 with P (Python)、日時：2017年11月17日、場所：京都大学理学部セミナーハウス 

勇魚会主催, 東京海洋大学・京都大学生態学研究センター後援，「2017 年度勇魚会シンポジウム 海棲哺乳類

の解剖研究-死体は語る-」，於：東京海洋大学 楽水会館，2017 年 11 月 18-19 日． 

 

 

２）学会役員・委員会委員等 

長尾年恭，IASPEI 小委員会・委員，日本学術会議，2017 年 4 月 1 日〜 

長尾年恭，IASPEI 委員会・委員，日本地震学会，2017 年 4 月 1 日〜 

長尾年恭，日本地震予知学会 副会長・理事，2017 年 4 月 1 日〜 

長尾年恭，東京大学地震研究所「地震予知・火山噴火予知研究協議会」委員，2017 年 4 月 1 日〜 

長尾年恭，EMSEV Secretary, 国際測地学物理学連合(IUGG)，2017 年 4 月 1 日〜 

長尾年恭，（一社）レジリエンスジャパン推進協議会・理事，2017 年 4 月 1 日〜 

長尾年恭，（一財）強靭な理想の住宅を創る会・理事長，2017 年 4 月 1 日〜 

山田吉彦，日本海洋政策学会広報委員会・委員，2017 年 4 月 1 日～ 

山田吉彦，公益財団法人国家基本問題研究所・理事，2017 年 4 月 1 日〜 

山田吉彦，八重山経済人会議・相談役，2017 年 4 月 1 日～ 

山田吉彦，非営利特定法人北方研究センター・理事長，2017 年 4 月 1 日～ 

山田吉彦，八重山自然大使，石垣市・竹富町・与那国町，2017 年 4 月 1 日～ 

脇田和美，日本海洋政策学会広報委員会・委員，2017 年 4 月 1 日～ 

小倉光雄, 日本農芸化学会中部支部参与 

小倉光雄, ナショナルバイオリソースプロジェクト原核生物委員会委員 

久保田雅久，IWD 合同分科会 SOLAS 小委員会委員、日本学術会議，2017 年 4 月 1 日〜 

久保田雅久，アルゴ計画推進委員会委員、気象庁・JAMSTEC, 2017 年 4 月 1 日〜  

久保田雅久，GPM 利用検討委員会、JAXA, 2017 年 4 月 1 日〜 

久保田雅久，東京大学大気海洋研究所共同研究運営委員会委員、2017 年 4 月 1 日〜 

久保田雅久，九州大学応用力学研究所応用力学研究拠点共同利用・共同研究委員会及び同     専門部

会委員、2017 年 4 月 1 日〜 

久保田雅久，日本海洋学会評議員、2017 年 4 月 1 日〜 

久保田雅久，日本海洋学会三賞選考委員会委員、2017 年 4 月 1 日〜 

久保田雅久，環境省研究総合推進費課題「沿岸から大洋を漂流するマイクロプラスチックスの動態解明と環境リ

スク評価」アドバイザリーボードメンバー、2017 年 4 月 1 日〜 

久保田雅久，環境省研究総合推進費課題「歴史的海洋表層水温観測データの再整備とその気候学的評価」ア

ドバイザリーボードメンバー、2017 年 4 月 1 日〜 

 

 

3) 学会・講演会等の開催・依頼 
長尾年恭，地震や火山噴火、首都直下型地震や南海トラフ沿いの巨大地震に備える，アース研究会主催，

2017 年 5 月 18 日． 

長尾年恭，効果的な危機管理について ー地震・津波・火災対策ー，認定こども園 東海大学付属静岡翔洋幼

稚園主催，2017 年 8 月 4 日． 

長尾年恭，熊本地震を振り返り、これからの木造建築を考える，（一社）木と住まい研究協会主催．福岡，2017

年 9 月 16 日 

長尾年恭，東日本大震災以降の地震先行現象研究の進展，於：大阪大学中之島センター，2017 年 10 月 11

日． 

長尾年恭，地震短期予測と防災体制，慶應義塾大学大学院経営管理研究科主催，2017 年 11 月 23 日． 
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長尾年恭，地震予知研究の最前線と南海トラフ巨大地震に関する新しい情報発信が意味するところ，ワークショ

ップ「地震予測の現状と防災情報を生かすには」，静岡県立大学グローバル地域センター主催、東海大学

海洋研究所共催，2018 年 2 月 2 日． 

佐柳敬造，静岡市環境大学「地球システム（固体）」、2017 年 7 月 8 日 

久保田雅久，気候システムと水循環について、静岡市環境大学， 2017 年 6 月 24 日． 

 

 

４）受賞等  

  なし 

 

5)その他 

長尾年恭，新しい東海地震の情報発信について，とびっきり！しずおか，静岡朝日テレビ，2017 年 10 月 3 日 

長尾年恭，南海トラフの巨大地震について，和歌山県防災・国土強靱化対策特別委員会主催，於：東海大学

海洋学部，2018 年 2 月 1 日． 

長尾年恭，岐路に立たされた「地震予知」，BS 朝日，2018 年 3 月 11 日． 

山田吉彦，日本海情勢について，ワイドスクランブル，テレビ朝日，2017 年 8 月 18 日 

山田吉彦，村上海賊村上武吉について，英雄たちの選択，NHKBS プレミアム，2017 年 10 月 5 日 

山田吉彦，北朝鮮漁船漂着，ワイドスクランブル，テレビ朝日，2017 年 12 月 8 日 

山田吉彦，宗義智について，英雄たちの選択，NHKBS プレミアム，2018 年 3 月 8 日 

山田吉彦，海底資源で変わる沖縄の未来，沖縄県産業振興部，2018 年 3 月 16 日 

 

 

３．国際活動  
国際的な研究（海外調査・国際学会）等 

長尾年恭，フィリピン・火山学地震学研究所（PHIVOLCS）への重力解析技術移転セミナーを実施，於：

PHIVOLCS, フィリピン，2018 年 2 月 16-21 日． 

大場 武, フィリピン・タール火山の地球化学的観測（火山ガスの採取），2017 年 9 月 4 日-9 日および 2018 年

3 月 8 日-13 日. 

笹井洋一, フィリピン・タール火山の地球電磁気学的観測, 2017 年 9 月 4 日-13 日. 

山田吉彦，中国社会科学院との研究協力，2017 年 10 月 

小倉光雄, Frontiers in Microbiology, Reviewing editor 

 

外国人客員研究員・海外からの訪問者等 

  なし 

 

 

4．海洋研究所組織［2017 年度］ 

海洋研究所所長 教授   長尾年恭 

海洋研究所次長  教授   山田吉彦 

教授   小倉光雄 

准教授  佐柳敬造 

客員教授  久保田雅久 

客員教授  伊勢崎修弘 

客員教授 藤田泰太郎 

客員教授 福代康夫 

臨時職員  竹下洋子 

臨時職員  川畑広紀 
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