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東京海洋大学「海洋観測士」認定プログラム
（「海洋学コース」）について

東京海洋大学 海洋科学部 海洋環境学科
東京海洋大学 海洋観測支援センター

神田穣太

2011年2月26日 東海大学海洋学部「海のシンポジウム2011」 東京海洋大学について

中期目標（抜粋）
我が国が海洋立国として発展し、国際貢献の一翼を担っていくためには、
国内唯一の海洋系大学である東京海洋大学が、「海を知り、守り、利用
する」教育研究の中心となってその使命を果たす必要がある。本学は、
海洋に関する国際的に卓越した教育研究拠点として、研究者を含む
高度専門職業人を養成する。

大学の理念
人類社会の持続的発展に資するため、海洋を巡る学問及び科学技術に
係わる基礎的・応用的教育研究を行う

Oceanography at TUMSAT

沿革
平成15年(2003) 10月1日
東京商船大学と東京水産大学が統合、東京海洋大学を設置
（海洋科学部４学科、海洋工学部３学科、大学院海洋科学技術研究科博士
前期課程５専攻・博士後期課程２専攻、その他学内共同教育研究施設）

平成16年(2004) 4月1日
国立大学法人東京海洋大学設置

海洋科学部
Faculty of Marine Science

海洋環境学科（100）
Department of Ocean Sciences

海洋生物資源学科（70）
Department of Marine
Biosciences

食品生産科学科（55）
Department of Food Science
and Technology

海洋政策文化学科（40）
Department of Marine Policy
and Culture

海洋工学部
Faculty of Marine Technology

海事システム工学科（65）
Department of Maritime
Systems Engineering

海洋電子機械工学科（65）
Department of Marine
Electronics and Mechanical
Engineering

流通情報工学科（45）
Department of Logistics and
Information Engineering

学士（bachelor）

大学院海洋科学技術研究科
Graduate School of Marine Science and Technology

博士前期課程

海洋生命科学専攻（47）
Marine Life Sciences

食機能保全学専攻（20）
Food Science and Technology

海洋環境保全学専攻（42）
Marine Environmental
Studies

海洋管理政策学専攻（18）
Marine Policy and
Management

海洋システム工学専攻（26）
Marine System Engineering

海運ロジスティックス専攻（29）
Maritime Technology and
Logistics

食品流通安全管理専攻（8）
Safety Management in Food
Supply Chain

修士（master） 博士（doctor）

博士後期課程

応用生命科学専攻（19）
Applied Marine Biosciences

応用環境システム科学専攻
（21）

Applied Marine
Environmental Studies

東京海洋大学の教育組織
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海洋学 Oceanography と人材育成

海洋学（Oceanography）
―「海洋システム」を対象とした基礎科学

海洋学（Oceanography）
―「海洋システム」を対象とした基礎科学

広義の海洋科学
海洋とその利用に
関わる全領域
（広範な応用科学）

海洋学の人材育成海洋学の人材育成

・早期の教育開始
・長期の計画的教育
・船上における実地訓練
・国際経験

観測、理論、モデル、プロセス研究
（観測による検証が不可欠）

海洋観測の特殊性海洋観測の特殊性

・適性把握の必要性
・十分な実地教育
（船上訓練）の必要性

物理過程（流動・熱収支）
「海洋システム」 化学過程（物質変化・輸送）

生物過程（生物群集動態）
統合

手法手法

対象対象

物理・化学・生物過程の
統合的理解の必要性

・船上という特異な環境
・特殊な観測機材
・極めて高い精度要求
・高い国際性
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気候変動対応のための海洋観測の必要性気候変動対応のための海洋観測の必要性

海洋観測の必要性と国際性

温暖化による海洋システム変化が始まっている
海水温上昇、酸性化、海氷域収縮 など

→CO2吸収能の喪失？
気候システムの不安定化？
水産資源の崩壊？

（IPCC［気候変動に関する政府間パネル］第4次評価報告書）

気候変動過程における海洋の重要性
・地球表面の７１％を占める
・流動性と高い熱容量をもつ
・大気CO2の50倍の炭素を貯蔵している

システム変化→温暖化の加速度的悪化？？

国際共同観測の必然性

海洋国としての日本の国際貢献

観測・モニタリングが緊急かつ長期的に必要

海洋観測に要する
巨大な

研究リソース

海洋観測データは
国際社会の共有財産

Oceanography at TUMSAT

人材育成の目標・目的

【目標】 海洋観測を担う人材の育成【目標】 海洋観測を担う人材の育成

【目指す人材】

・国際舞台で質の高い観測データを得ることのできる研究者、観測技術者

・海洋観測を支える技術者など

活躍の場 研究機関、大学
行政機関（気象庁、海上保安庁、水産庁、地方自治体）
都道府県立海洋・水産系試験研究機関
環境調査会社、船舶運航会社
海洋観測機器メーカー
NPO法人

東京海洋大学の取組 １

４．練習船による（国際）共同観測（平成19年度他多数）
科研費等の外部研究資金、国立極地研究所・オーストラリア政府南極局等からの受託事業等

４．練習船による（国際）共同観測（平成19年度他多数）
科研費等の外部研究資金、国立極地研究所・オーストラリア政府南極局等からの受託事業等

３．魅力ある大学院教育イニシアティブ（平成18～19年度）
「海洋観測・生物資源調査の実践教育の強化

～世界の海洋で活躍する乗船技術者・研究者の養成」
・練習船を利用した大学院における実習カリキュラムの整備
・海洋観測士「アドバンスドコース」（博士前期課程修了）

同 「アドバンスドコース（技術系）」（水産専攻科修了）
の設置

３．魅力ある大学院教育イニシアティブ（平成18～19年度）
「海洋観測・生物資源調査の実践教育の強化

～世界の海洋で活躍する乗船技術者・研究者の養成」
・練習船を利用した大学院における実習カリキュラムの整備
・海洋観測士「アドバンスドコース」（博士前期課程修了）

同 「アドバンスドコース（技術系）」（水産専攻科修了）
の設置

１．練習船を用いた学部レベルの海洋観測実習（旧大学～）
・長い歴史と実績（現行「海洋環境学実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」）

１．練習船を用いた学部レベルの海洋観測実習（旧大学～）
・長い歴史と実績（現行「海洋環境学実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」）
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２．「海洋学」関係教員による海洋観測教育
・「海洋観測士」学内認定コースの設置（平成16年度）

学部卒業レベル（現行「ベーシックコース）
・授業科目「海洋観測論」の新設

２．「海洋学」関係教員による海洋観測教育
・「海洋観測士」学内認定コースの設置（平成16年度）

学部卒業レベル（現行「ベーシックコース）
・授業科目「海洋観測論」の新設

現行の「海洋観測士」認定プログラム １

Oceanography at TUMSAT

現行の海洋観測士コース
１．ベーシックコース

授業科目の区分 授業科目 単位 1年 2年 3年 4年 必要単位数

海洋科学入門 2 2
海洋観測論 2 2

生物海洋学 2 2
応用情報テクノロジーⅠ 2 2
化学海洋学 2 2
海洋物理学 2 2
海洋情報解析学 2 2
環境測定学 2 2

海洋環境学実習Ⅰ 1 1
海洋環境学実習Ⅱ 1 1
乗船漁業実習Ⅱ 3 3
海洋環境学実習Ⅲ 1 1

海洋生物学実験Ⅰ 2 2
分析化学実験 2 2
環境システム科学実験 2 2
環境テクノロジー実験Ⅰ 2 2

23単位

海洋科学・海洋観測に関する基
礎科目

海洋学・海洋観測に関する科目

観測実務に関する科目

修了に必要な単位数計

観測資料処理・解析に関する科目

4単位

10単位

3単位

6単位
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現行の「海洋観測士」認定プログラム ２

Oceanography at TUMSAT

２．アドバンスドコース（水産専攻科）
ベーシックコース取得の上で

授業科目の区分 授業科目 必要単位数

応用計測学
応用電子工学
航海計器学

運用に関する科目 海洋気象学

３．アドバンスドコース（大学院博士前期課程）
ベーシックコース取得の上で

開講する大学院の専攻 単位数 備考

2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

本表の科目のう

ち「海洋観測演

習」及び「沿岸観

測実習」は必修と

する。また、必修

科目の他に2専攻

分野以上から3科

目6単位以上の

修得を要する。

海洋生物学

生物環境学
浮遊生物生態学
浮遊生物機能論
海洋観測演習

環境システム科学

環境システム工学

海洋無機化学
海洋環境保全学
生元素循環論
海洋力学

沿岸海洋物理学
海洋生態物理学
環境情報解析学
情報解析応用学

修了に必要な単位数計

開講する大学院の専攻分野 授業科目

水圏環境化学

2

8単位

海洋環境保全学専攻

環境測定学
沿岸観測実習
環境解析論

環境予測論

2
2

2
航海に関する科目

現行の「海洋観測士」認定プログラム ３
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「海洋観測士」修了認定者数

年度 ベーシックコース アドバンストコース（技術系） アドバンストコース（解析系）

平成19年度 11 11 -

平成20年度 16 8 0
平成21年度 14 8 1

平成22年度（予定） 10 5 2?

合計 51 32 3

東京海洋大学の取組 １

４．練習船による（国際）共同観測（平成19年度他多数）
科研費等の外部研究資金、国立極地研究所・オーストラリア政府南極局等からの受託事業等

４．練習船による（国際）共同観測（平成19年度他多数）
科研費等の外部研究資金、国立極地研究所・オーストラリア政府南極局等からの受託事業等

３．魅力ある大学院教育イニシアティブ（平成18～19年度）
「海洋観測・生物資源調査の実践教育の強化

～世界の海洋で活躍する乗船技術者・研究者の養成」
・練習船を利用した大学院における実習カリキュラムの整備
・海洋観測士「アドバンスドコース」（博士前期課程修了）

同 「アドバンスドコース（技術系）」（水産専攻科修了）
の設置

３．魅力ある大学院教育イニシアティブ（平成18～19年度）
「海洋観測・生物資源調査の実践教育の強化

～世界の海洋で活躍する乗船技術者・研究者の養成」
・練習船を利用した大学院における実習カリキュラムの整備
・海洋観測士「アドバンスドコース」（博士前期課程修了）

同 「アドバンスドコース（技術系）」（水産専攻科修了）
の設置

１．練習船を用いた学部レベルの海洋観測実習（旧大学～）
・長い歴史と実績（現行「海洋環境学実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」）

１．練習船を用いた学部レベルの海洋観測実習（旧大学～）
・長い歴史と実績（現行「海洋環境学実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」）
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２．「海洋学」関係教員による海洋観測教育
・「海洋観測士」学内認定コースの設置（平成16年度）

学部卒業レベル（現行「ベーシックコース）
・授業科目「海洋観測論」の新設

２．「海洋学」関係教員による海洋観測教育
・「海洋観測士」学内認定コースの設置（平成16年度）

学部卒業レベル（現行「ベーシックコース）
・授業科目「海洋観測論」の新設

海鷹丸Ⅳ 2000年 6月竣工

1886 t 93 m

南極地域観測計画の中で国立極地研究所との共同観測に従事
2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010年度に南極海航海を実施
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2002年度 2004年度

2007年度2005年度

2008年
度

昭和基地沖での4回の観測
2007年度は，ほかに日豪仏共同観測
2008年度は，オーロラ・オーストラリス
と氷縁内外で同時観測。北大低温研
とも共同

魅力ある大学院イニシアティブ経費によ
る外国人研究者8名の招へい

地球観測年IGYから50年
目にあたる国際共同観測

海鷹丸Ⅱ 1955年（S30）年8月 竣工

1956/57 国際地球観測年（1957, 昭和32年度）に向けた第1次南
極観測事業に、「宗谷」の随伴船として参加。

石丸隆 教授 提供
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神鷹丸は，4年生を乗せて長期航海をおこない，マグロの
延縄を行うほか，いろいろな調査に従事

神鷹丸 ６４９トン ６０ｍ

2010年2月7日 ニューカレドニア島沖で海鷹丸と接近・遭遇する神鷹丸

撮影： 海鷹丸機関長・米元 博明 教授

学術研究船「白鳳丸」「淡青丸」

海洋地球研究船「みらい」
海洋調査船「なつしま」「かいよう」
深海調査研究船「かいれい」
深海潜水調査船支援母船「よこすか」

練習船 「おしょろ丸」「 」
海鷹丸

青鷹丸 167トン
石丸隆 教授 提供

東京湾の水質と浮遊生物組成の毎月調査 1989～
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ひよどり 19 t 16.55m

東京海洋大学の取組 ２

魅力ある大学院教育イニシアティブ（平成18～19年度）
「海洋観測・生物資源調査の実践教育の強化

～世界の海洋で活躍する乗船技術者・研究者の養成」
・練習船を利用した大学院における実習カリキュラムの整備

魅力ある大学院教育イニシアティブ（平成18～19年度）
「海洋観測・生物資源調査の実践教育の強化

～世界の海洋で活躍する乗船技術者・研究者の養成」
・練習船を利用した大学院における実習カリキュラムの整備

Oceanography at TUMSAT

平成22～25年度概算要求プロジェクト（特別教育研究経費/教育改革）

気候変動の世紀における
体系的海洋学教育プログラム

プロジェクトの特色

Oceanography at TUMSAT

本プロジェクトが目指す教育プログラムの特色本プロジェクトが目指す教育プログラムの特色

１．物理系・化学系・生物系を有機的に統合した海洋学教育１．物理系・化学系・生物系を有機的に統合した海洋学教育

我が国唯一の「海洋に特化した大学」のリソースを活用する我が国唯一の「海洋に特化した大学」のリソースを活用する

１．「海洋学」の教育・研究を担当する教員集団
・観測による海洋研究を専門とする教員数では国内有数
・物理系・化学系・生物系全てをカバー

１．「海洋学」の教育・研究を担当する教員集団
・観測による海洋研究を専門とする教員数では国内有数
・物理系・化学系・生物系全てをカバー

２．４隻２艇の練習船
・海鷹丸・神鷹丸・汐路丸・青鷹丸・ひよどり・やよい

２．４隻２艇の練習船
・海鷹丸・神鷹丸・汐路丸・青鷹丸・ひよどり・やよい

２．高度な海洋観測の実地教育２．高度な海洋観測の実地教育

４．高い国際性を持つ教育４．高い国際性を持つ教育

３．学部・博士前期課程の一貫教育３．学部・博士前期課程の一貫教育

３．国際共同観測実施の経験
・海鷹丸によるCensus of Marine Life南極洋国際共同調査
（平成19年度）他

３．国際共同観測実施の経験
・海鷹丸によるCensus of Marine Life南極洋国際共同調査
（平成19年度）他

プロジェクトの全体計画 その１

Oceanography at TUMSAT

１．「海洋学」教育の体系化（学部・博士前期課程一貫）１．「海洋学」教育の体系化（学部・博士前期課程一貫）

実地教育との緊密な連携

物理系・化学系・生物系を有機的に統合した「海洋学」教育内容の整備
履修内容の再確認、各講義科目の再点検（→必要に応じ科目再編）

学内の海洋学関係教員（物理系、化学系、生物系）の結集 FD活動

学部・博士前期課程一貫の「海洋学コース」設置
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授業科目の区分 授業科目 単位 1年 2年 3年 4年 必要単位数

海洋学に関する基礎科目

基礎海洋学 2 2

8単位
基礎生物海洋学 2 2

基礎化学海洋学 2 2

基礎物理海洋学 2 2

海洋観測に関する科目

海洋観測論 2 2

5単位
海洋学実習Ⅰ 1 1

海洋学実習Ⅱ 1 1

海洋学実習Ⅲ 1 1

海洋システムの統合的解析に関する科目

浮遊生物学 2 2

海洋システムの統
合的解析に関する
科目4単位以上を

含む18単位

海洋循環化学 2 2

水産海洋物理学 2 2

海洋システムおよび関連プロセスに関す
る科目

資源情報解析学 2 2

海洋物理学 2 2

海洋情報解析学 2 2

大気科学 2 2

環境測定学 2 2

海洋流体力学 2 2

沿岸海洋学 2 2

乗船漁業実習Ⅱ 3 3

海洋生物学実験Ⅰ 2 2

海洋生物学実験Ⅱ 2 2

海洋生物学実験Ⅲ 2 2

分析化学実験 2 2

水圏環境化学実験 2 2

環境ｼｽﾃﾑ科学実験 2 2

修了に必要な単位数計 31単位

海洋学コース（学部） 海洋学コース（大学院）

科目区分 開講する大学院の専攻 授業科目 単位数 備考

海洋観測実務に関する科目

海洋環境保全学専攻

海洋観測演習 1

本表の科目のうち、海
洋観測実務に関する3
科目3単位は必修とす
る。この他の3つの科
目区分については、そ
れぞれの区分から1科
目2単位計6単位を含む
6科目12単位以上の修

得を要する。

沿岸観測実習 1

外洋観測実習 1

物理学的プロセスに関する科目

海洋力学 2

沿岸海洋物理学 2

海洋乱流・拡散 2

海洋生態物理学 2

環境情報解析学 2

情報解析応用学 2

地球気候変動論 2

環境測定学 2

光環境測定学 2

情報解析応用学 2

地球気候変動論 2

環境解析論 2

環境予測論 2

大気環境計測学 2

大気環境物理学 2

化学的プロセスに関する科目

化学海洋ｼｽﾃﾑ論 2

海洋環境保全学 2

生元素循環論 2

生物学的プロセスに関する科目

生物環境学 2

浮遊生物生態学 2

浮遊生物機能論 2

魚類生理生態学 2

海洋生命科学専攻
環境生物学 2

漁業解析学 2

修了に必要な単位数計 15単位

２．実地教育の高度化・国際化２．実地教育の高度化・国際化

プロジェクトの全体計画 その２

教育機会としての活用
１．学生の観測・研究への参画を通じた実地訓練

観測計画作成、観測作業、船上実験・分析、データ解析・研究展開
２．乗船研究者による洋上講義

先端的研究テーマなど（教室設備を有する練習船の機能活用）

他機関でのインターンシップによる補完

本学練習船を先端的海洋研究プラットフォームとして活用
・海洋観測支援センターへの教職員配置による観測体制整備

国内外の研究者との共同観測航海の実施

＋

共同観測航海の対象海域
・気候変動の世紀の
新たな人材育成
・伝統的な人材育成の継続

共同観測航海の対象海域
・気候変動の世紀の
新たな人材育成
・伝統的な人材育成の継続

南極洋・北極海 亜熱帯外洋域

東京湾・相模湾

Oceanography at TUMSAT

プロジェクトチーム

国立極地研究所
海洋研究開発機構
水産総合研究センター
東京大学海洋研究所

関係機関

実地教育
（共同利用研究航海）
の実施

体系的海洋学教育
の実施

連携・協力

他大学大学院

博士後期課程

学長

海洋科学部
海洋工学部

海鷹丸
神鷹丸
汐路丸
青鷹丸

大学院海洋科学技術研究科

応用環境システム学専攻
（博士後期課程）

連携
任期付教員
観測支援職員

海洋観測支援
センター

大学院海洋科学技術研究科

海洋環境保全学専攻（博士前期課程）

海洋学コース担当教員

練習船

プロジェクトの実施体制

・物理系、化学系、生物系の海洋学関係教員の結集（海洋学コース担当教員）
・学長のリーダーシップとこれを支えるプロジェクトチームの設置
・海洋観測支援センターへの任期付教員、観測支援職員の配置
・関係諸機関との連携（共同航海、インターンシップ）

・物理系、化学系、生物系の海洋学関係教員の結集（海洋学コース担当教員）
・学長のリーダーシップとこれを支えるプロジェクトチームの設置
・海洋観測支援センターへの任期付教員、観測支援職員の配置
・関係諸機関との連携（共同航海、インターンシップ）

Oceanography at TUMSAT



8

Oceanography at TUMSAT

「海洋の活用・保全に関する教育研究支援体制
整備プロジェクト」（平成21年7月23日採択内示）

支援組織・練習船の有機的連携
・海洋観測支援室（新設）
・水圏科学フィールド教育研究センター
・共同利用機器センター

本学が重点的に推進している５つの教育研究テーマの支援体制を整備するために、

１）船舶を用いた観測・研究を集約的に支援する「海洋観測支援室」を新たに設置し、
船上での観測作業の実施と安全確保、研究者の乗船コーディネート、海洋観測
機器類の管理・運用などの支援にあたる。
・・・・以下略

本学が重点的に推進している５つの教育研究テーマの支援体制を整備するために、

１）船舶を用いた観測・研究を集約的に支援する「海洋観測支援室」を新たに設置し、
船上での観測作業の実施と安全確保、研究者の乗船コーディネート、海洋観測
機器類の管理・運用などの支援にあたる。
・・・・以下略

重点的教育研究テーマ

教育

・気候変動の世紀における体系的海洋学教育プログラム

・海洋環境・生物資源保全の教育拠点形成

研究

・地球温暖化の影響の監視・検証その対策に向けての取り組み

・東京湾・島嶼域の環境保全に関する研究

・海洋生物多様性に関する高精度モニタリングと影響評価

東京海洋大学 海洋観測支援センター

Oceanography at TUMSAT

業務内容

１．観測機器類の保守・管理
搭載機材の準備

２．研究航海計画の立案
乗船コーディネート

３．洋上での基盤的観測業務の実施
４．観測データの管理

・海洋学研究の推進・高度化
・海洋観測分野の高度な人材育成
・練習船リソースの有効活用

海洋観測支援センター
平成22年1月設置

センター長 竹内 俊郎
副センター長 神田 穣太
特任教授 山口 征矢
特任助教 笠島 克恵
特任助教 高澤 伸江
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究員 保坂 拓志

同 内山 香織
教務補佐員 野木 佐智子
事務補佐員 南 美由紀

（博士研究員 平野 大輔）
（ 同 小野 敦史）
兼務教職員 34名

・本学練習船の海洋観測機能の高度化
・洋上観測の安全確保

Oceanography at TUMSAT

事業達成による波及効果

効果１．海洋観測分野への高度な人材供給

海の恵みを世界と分かちあい、豊かな海を次世代に引き継ぐ
海洋立国・日本

海の恵みを世界と分かちあい、豊かな海を次世代に引き継ぐ
海洋立国・日本

海洋の持続的利活用

効果２．本学の海洋観測・研究機能の強化

効果３．海洋学教育の体系化

・沿岸環境調査などの質的向上

・質の高い海洋観測データ
・国際共同観測への貢献

・我が国の海洋研究の充実

・断片化した海洋学教育の是正
・小・中・高の教育課程における海洋
教育の拡充

気候変動メカニズム
解明への寄与

海洋に関する
科学的知見の充実

海についての国民的
意識の向上


