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　海洋アライアンスで進められている研究の成果を掲載するほか、「ニュースがわかる海の話」
「知って楽しい海の話」のコーナーでは、海の科学について、サイエンスライターが一般向けに
分かりやすい記事を執筆しています。東京大学に所属する海洋関係の研究者を検索できる人材
データベース「海の研究者を探す」も備えています。



機構長
木村　伸吾
新領域創成科学研究科
/大気海洋研究所 
教授

　海洋環境の保全、海洋鉱物生物エネルギー資源の持続
的利用、海上交通の安全、海洋権益の確保などの観点から
海洋を取り巻く状況は年々変化しています。また、研究活動
であっても排他的経済水域（EEZ）内での調査には厳しい
制限が設けられ、さらには国家管轄権外区域の海洋生物
多様性（BBNJ）に注目が集まるなど、様々な角度から海洋
学のあり方を考えるべき時代となってきています。つまり、ス
テークホルダーの顕在化が特徴になってきており、益々、海
を取り巻く問題は多様化かつ複雑化し、自然科学と国際海
洋法や海洋政策などの社会科学を融合させた教育や研究
が求められ、学内でも海洋に係わる部局を横断した協力関
係がさらに必要になってきています。
　一方で、ステークホルダーとして積極的に関与したくない
ものの、あまりに深刻な事態に直面し、海洋に関わる人々
だけでなく広く一般社会が問題解決に向けて努力しなけれ
ばならない海ゴミ・海洋プラスチック問題が顕在化してきま
した。これは、国連が主導し我が国が目指す「SDGs実施指
針」の8分野の1つである「生物多様性、森林、海洋等の環
境保全」とも関連して大きな社会問題となってきています。
つまり、四方を海に囲まれた日本が抱える問題と世界全体
が抱える問題の両方に目を向け、それらを同時に解決して
いく強い志に根ざした力が必要な時代ともいえます。

　このような社会情勢の中で、東京大学では、2007年7月
に、7つの研究科、5つの研究所、1つの研究センターを中心
に「海洋アライアンス」を設立し、全学にわたる部局横断的
な海洋研究教育活動を数々のプロジェクトとともに、日本財
団の助成を受けながら実施してきました。この助成は、現在
の海洋アライアンスの活動とも関連して、東京大学FSI-日
本財団プロジェクトとして継続されています。
　また、海洋アライアンスは、2020年４月に東京大学海洋
アライアンス連携研究機構として改組を行い、より自発的で
柔軟な体制での機動的な社会連携を目指すことになりまし
た。具体的には先に示したSDGsを念頭に、海に関わる現
代的課題の発掘とその解決のために必要な基礎科学・応
用科学の探究を行う一方、学際的な海洋問題に即応可能
とする高度海洋人材の育成に取り組んでいます。さらに、設
立以来培ってきた知識とネットワークを軸にシンクタンク機
能を発展させ、海洋国家としての日本に、そして世界の海に
貢献する所存です。

水産海洋学、海洋環境学

＜研究テーマ＞
地球環境変動に伴う水産生物
の応答過程に関する研究

運営委員会構成
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生産技術研究所
教授
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委員
城山　英明
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理学系研究科
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海洋物理学、海洋政策
＜研究テーマ＞
海洋表層の流れの構造と変動、
海洋情報管理を含む海洋政策

水産政策論、マーケティング分析
＜研究テーマ＞
水産物等の生鮮食品に関する価格
形成、流通構造、及び消費者行動に
関する研究

海域地震学
＜研究テーマ＞
海域における測地･地震観測
による海洋プレート沈み込みに
関する研究

海洋環境工学
＜研究テーマ＞
CCSの環境影響評価と
メタンハイドレートの開発

気候力学、物理海洋学
＜研究テーマ＞
気候変動に関連する海洋変動と
大気海洋相互作用の研究

海洋システム工学
＜研究テーマ＞
海洋システム工学に基づく
海洋再生可能エネルギー
利用および海洋資源開発
技術に関する研究

魚病学、水産増養殖学、
水圏生物科学
＜研究テーマ＞
天然および養殖魚介類の
感染症とそのコントロールに
関する研究

海岸工学
＜研究テーマ＞
海岸の波・流れ・土砂輸送と
海岸保全・防災に関する研究

地球惑星システム学
＜研究テーマ＞
地球規模変動に対する
サンゴ礁の応答に
関する研究

海底地球物理
＜研究テーマ＞
海底拡大プロセスと海洋プレート
の生成・変遷に関する研究

科学ジャーナリズム・科学コミュニケーション
＜研究テーマ＞
科学報道のわかりやすさに
関する研究

海洋環境工学
＜研究テーマ＞
リモートセンシングによる海面観
測と海洋再生可能エネルギー利
用に関する研究開発

行政学
＜研究テーマ＞
国際行政、科学技術と公共政
策、政策過程に関する研究

東京大学が持つ知識とネットワークを深化させ、海洋にかかわるシンクタンクとして、海洋国家としての日本と世界の未来に貢献していきます。東京大学が持つ知識とネットワークを深化させ、海洋にかかわるシンクタンクとして、海洋国家としての日本と世界の未来に貢献していきます。

参加部局構成

7研究科、5研究所、1研
究センターが中心とな
り、海洋に関する「情報の
発信」「海のシンクタンク」

「人材育成」をテーマと
して活動しています。

文理を横断した多くの部局の協力で運営されています。

評議会　
各研究科長と各研究所長、海洋ア
ライアンス連携研究機構の機構
長、副機構長で構成される同機構
の最高決定機関です。

推進委員会　
それぞれの関係部局を代表する委
員が、総合的な視点から事業を検
討し、推進します。

運営委員会　
進めるべき事業を具体的に企画、
運営する委員会です。

機構組織図



沖ノ鳥島・小島嶼国プログラム　

マリンバイオセキュリティプロジェクト

平塚沖総合実験タワープログラム

海洋学際教育プログラム

海外インターンシップ

学部教育支援

研　究　 教　育　

　漁業資源や海底の鉱物資源、地球温暖化、海洋プラス
チックごみなど海洋が抱える現代の諸問題に立ち向かう
には、自然科学を中心とする海洋学の各領域に加え、海
洋法や海洋政策といった社会科学の知も必須です。海洋
学際教育プログラムは、そのための幅広い教養を備えた
人材の育成を目的とした分野横断型の大学院教育プロ
グラムです。
　このプログラムは、東京大学の5研究科と共同で2009
年から始まりました。学生は、各研究科が開講している科
目からプログラムが指定するものを選んで履修します。
海洋物理学、海洋生物学、海洋工学、海洋政策、沿岸管
理など多彩な科目を指定している点が特徴です。各教員
が専門分野を生かして、現代社会の課題に挑戦する学生
を指導しています。
　所定の単位を取得した修了者には、所属する研究科
の学位とは別に修了証が発行されます。東京大学の大学

院学生であれば、所属研究科にかかわらず誰でも履修す
ることができます。
　海洋学際教育プログラムの独自科目として、社会問題
の解決を目指して提言をまとめるグループワークが主体
の「海洋問題演習」を設置しています。これまでに、海洋プ
ラスチックごみや洋上再生可能エネルギー、魚介類の感
染症を防ぐマリンバイオセキュリティー、海の食料安全保
障などをテーマにしてきました。前期の授業では、そのテ
ーマで第一線に立つ研究者や行政関係者などから現時
点での課題や展望について説明を受け、後期は、問題解
決に向けた社会への提言を、現地調査などを通してまと
めます。
　さらに、海外の機関や国土交通省、環日本海環境協力
センター、水産研究・教育機構でのインターンシップで海
の現場を学ぶ独自科目「海洋法・海洋政策インターンシ
ップ実習」も設けています。

　海洋学際教育プログラムを履修する東京大学の大学院生を、国
際機関や海外研究機関に2～3か月の長期にわたり少数精鋭で派遣
しています。世界が直面する課題を発見し、その解決に向けた方策
を実務の現場で探究することが目的です。東京大学の日本財団FSI
基金助成事業によるプロジェクト「海洋人材の育成とネットワークの
構築」の一環として実施され、渡航費と滞在費は原則として全額支
給されます。
　現在、国際連合工業開発機関（UNIDO）、国際連合食糧農業機関

（FAO）、国際海事機関（IMO）など9機関と連携しています。いずれも
独自の受け入れ枠を設けており、一般の公募によるインターンシップ
より実現しやすくなっています。
　帰国後は、学内の講演会や海洋学際教育プログラムが関係する
シンポジウムなどで成果を発表します。毎年開催している学内講演
会は、国際機関への就職やインターンシップに興味のある本学学生
を対象としています。インターンシップでの経験を後輩たちに話して
もらい、受け入れ機関の職員にも説明をお願いしています。このほか、
海洋アライアンスが主催するシンポジウム「東京大学の海研究」で体
験を報告したり、学術論文または学会発表の形で成果を公表したり
しています。
　このほか、国内の省庁や研究機関で実習するインターンシップ制
度も設けており、毎年10人前後の学生を派遣しています。

　東京大学教養学部に在籍する１～２年生を対象に、
海の科学を広く紹介する科目を開講しています。オムニ
バス形式でさまざまな分野の教員が講義する「海研究の
フロンティア」では、「気候変動で食卓に並ぶ魚が変わる」

「海洋秩序と国際法」「バイオロギングによる動物研究と
海洋環境モニタリング」「自律型海中ロボット」「海底を掘
り、地震を探る」など幅広い話題を紹介し、これから専門

課程の進路を決める学生に海洋研究の魅力を伝えてい
ます。
　このほか、全学体験ゼミナールとして、東京大学の付 
属 臨 海 施 設で海 岸の地 質 調 査や海 水 分 析などを行う 

「海で学ぶー臨海実験所での体験実習ー」も実施してい
ます。

　海外には、養殖、野生を問わず海洋動物を死滅させ、
産業や生態系に大きな影響を与える可能性が高い多
くの感染症が存在しています。国内でも一部の海域で
こうした感染症が確認されており、海外からのさらなる
侵入・まん延の防止は喫緊の課題です。
　真珠をとるアコヤガイに1996年、赤変病が大流行し
ました。軟体部が赤くなり死んでしまう病気です。その2
年ほど前から輸入されるようになった中国産の種苗と
ともに持ち込まれ、国内で急速に広がりました。
　このほか、日本や米国、欧州でカキの感染症が問題
になっています。殻が軟らかくなって死ぬマボヤの「被
嚢軟化症」は、輸入された韓国産の種苗が原因と考え
られています。感染症以外にも、たとえばアサリでは、
殻に穴をあけて身を食べてしまうサキグロタマツメタ
や、肉眼でも見えるのでアサリの商品価値を下げてし
まうカイヤドリウミグモの寄生の被害がでています。

　東京都小笠原村に属する沖ノ鳥島は、その周囲に日
本の国土面積より広い40万平方キロメートルの排他
的経済水域を持つ重要な島ですが、地球温暖化によ
る海面上昇で水没の危機にあります。これは、小さな
島々を多く持つ「小島嶼国」と共有する課題です。
　サンゴ礁を土台としてできたこうした島々を水没さ
せないためには、島が本来持っていた自然の復元力を
助けて高さを維持する、新しい生態工学技術の開発が
欠かせません。これは、サンゴの種苗生産、生態系・地
形規模のサンゴ礁の保全・修復と成長促進、サンゴ砂
礫（されき）と有孔虫砂の移動・集積、集積した砂礫の
固化など、さまざまな要素技術からなっています。これ
らの技術開発を島の維持という目的に集約することが
必要です。
　本プログラムの前身は、2006年に立ち上げた「沖ノ
鳥島勉強会」です。2008年に「小島嶼国研究会」として
　

　神奈川県平塚海岸の沖合1キロメートル、水深20メ
ートルに立つ沖合プラットフォーム「平塚沖総合実験タ
ワー」と、データ処理装置などを備えた陸上施設とで構
成される平塚総合海洋実験場を、海洋アライアンスが
管理・運営しています。東京大学は、防災科学技術研
究所から2009年7月1日に施設を取得して平塚総合海
洋実験場と命名しました。
　本プログラムの目的は、海洋研究に海の現場を提供
することです。実験室で開発した様々な海洋関連機器
も、実海域での性能試験が必要です。平塚タワーは、
海岸から離れた沖合に一定の作業スペースを確保し、
電力と通信設備を備えた施設です。漁業権も放棄され

ているため、陸上実験設備と同様の利用が可能です。
　学内外から利用機関や研究者などを公募し、毎年度、
15前後のグループがタワーを利用した研究を行ってい
ます。
　平塚タワーでは1965年の設置以来、海象と気象を
観測しています。波浪、水位、水温、流れなどの海象デ
ータ、風、気圧、気温、湿度、温度などの気象データ、ラ
イブカメラによる映像データを記録し、神奈川県と共
同でWEBを使ってリアルタイムで公開しています。
　公開されたデータは、水産業や海洋レジャー、気象
解析、海難事故の解析、海岸構造物の設計などに幅広
く活用されています。

発展的に改組し、2020年からは海洋アライアンスの正
式なプログラムになりました。
　本プログラムのミッションは、以下の通りです。

（1）沖ノ鳥島の生態工学的維持技術の開発を目指し
ます。サンゴの増殖によって、海面上昇に対して低潮線

（リーフ）の高度を維持するとともに、サンゴ礫の集積、
固結による島の保全をはかります。

（2）構築した技術を、沖ノ鳥島と同じく海面上昇による
水没の危機にある環礁小島嶼国家（マーシャル諸島共
和国、ツバル、キリバス、モルジブなど）に、国際支援の
もとで技術移転を進めるための方策を検討します。

（3）日本が主導して、環境を前面にすえた太平洋環境
安全保障体制を構築するグランドデザインを提示し、
省庁とセクターを越えた情報交換と議論の場を提供し
ます。

　貝類の感染症には、「感染した貝を食べても、人体に
は影響がない」「未知の病原体が多い」「病原体は水を
介して簡単に広がる」「海に広がった病原体の撲滅は
不可能」「種苗の移動により病原体も移動しやすい」

「ワクチンや薬がない」といった特徴があります。
　被害の発生や拡大を防ぐには、法令に基づく防疫措
置が重要であることは言うまでもありませんが、水産業
界や水産物の流通業界、観賞魚業界、釣り人など多岐
にわたる関係者が、感染症などの侵入・まん延のリスク
を認識し、それを抑える対策を自発的に実行すること
も不可欠です。
　このプロジェクトは、国内外に存在する感染症に関
する情報を収集・整理し、それぞれの感染症のリスク評
価を行うとともに、その情報を社会発信することで海洋
動物における防疫を一歩でも前進させることを目的と
しています。

解決すべき現代の社会課題に即応した機動的な研究を進めています。 国内外のインターンシップなどを通し、海洋の現場に密着した幅広い教養を育みます。

フランシセラ・ハリオチシダという細菌が原因で貝柱に
病巣（腫瘍）が発生したホタテガイ

「海洋問題演習」の最終授業で行われる社会提言の
総合発表会（本郷キャンパスで）

2014～2019年度に学生を派遣した国際機関

沖縄の海岸で海ごみの実態について
説明を受ける実習中の学生たち

神奈川県三浦市にある三崎臨海実験所前の
桟橋に集まった「海で学ぶ」の履修生たち

国際連合工業開発機関（UNIDO）のウィーン本部にて

健康なマボヤ（左）と、被嚢（外皮）が軟らかく薄くなる
「被嚢軟化症」にかかったマボヤ（右）

満潮時には2か所の高まり以外は水没してしまう
東京都小笠原村の沖ノ鳥島（東京都撮影）

国際会議に各国のインターンと参加した
本学の派遣学生（前列右から2人目）

地球温暖化による海面上昇や住民の居住形態の変化などで
浸水の危機にあるツバル・フナフチ環礁のフォンガファレ島

神奈川県・平塚海岸の沖合1kmで波浪や水位、水温、
風や気圧、気温などの観測を続けている平塚タワー



シンポジウム

出前授業

書籍の出版

シンクタンクプログラム

　東京大学で行われている海洋に関する研究を広
く一般に知ってもらうため、2006 年から毎年、「東
京大学の海研究」シンポジウムを主催しています。
これまでに、
・海から未来を考える
・海と人類との新たな接点
・海洋研究と社会の接点
・新たな手法と視点が海洋の常識を覆す
・水産改革と日本の魚食の未来
・海洋プラスチック研究のゆくえ
などのテーマを扱ってきました。それぞれのテーマ
について、研究の現状やこれからの課題などを東京

大学の研究者が解説します。
　そのほか、巨大津波の防災をテーマにした「メガ
津波から命を守るための防災の高度化研究」や中
高生対象の「海の話を聞こう in 東大」など、その
時々にふさわしい特定のテーマを掲げたシンポジウ
ムも随時開催し、その成果をホームページでも紹介
しています。2013 年 7 月の海の日には、都内のデ
パートを会場に、普段とは雰囲気の違う特別シンポ
ジウム「日本海 : 小さな海の大きな恵み」を日本財
団と共同で開催しました。
　また、 他機関が主催するシンポジウムを共催し、
開催の告知などでも協力しています。

　海に関する書籍の出版や制作協力にも力を入れ
ています。シンポジウムの書籍化や研究者への執
筆協力などを行っています。
・「海のプロフェッショナル」（東海大学出版会）
・「海の大国ニッポン」（小学館）
・「食卓に迫る危機」（講談社）
・「地震に克つニッポン」（小学館）
・「海のプロフェッショナル Part2」（東海大学出版会）
・「謎解き・波浪と津波の物理」（講談社）

・「海洋教育のカリキュラム開発」（日本教育新聞社）
・「海まるごと大研究」（講談社）
・「日本海」（講談社）
・「海洋教育スタイルブック」（小学館）
・「日本の海洋教育の原点」（一藝社）
・「水産改革と魚食の未来」（恒星社厚生閣）
などを刊行しました。

　東京大学の教員が小中学校や高校に出向き、学
年に応じた分かりやすい内容で授業を行っています。
最先端の研究内容を含め、海に関するいろいろな
科学を楽しく学んでもらえるよう工夫しています。
　学校の授業に位置づけやすいよう、海の生き物
やロボット、沿岸防災、環境問題など幅広いテーマ
をそろえています。「海中ロボット」「熱い血潮のマグ
ロたち」「バイオロギングで明らかにする動物の行
動や環境」「君たちはなぜ科学を学ぶのか？」「気候
の変動と海の役割」「ヨットのテクノロジー」「ウナギ
の大回遊の謎」「サンゴ礁の海が今、危ない」など

の中から選ぶことができます。
　申し込む側の担当教員が東京大学側の教員と授
業内容について密に相談し、児童・生徒への教育
効果を最大限に高められるよう、一緒に工夫してい
くことが特徴です。
　できるだけ多くの学校にうかがえるよう、一つの
学校、一つの年度につき 1 回に限らせていただきま
す。詳しい内容やお申し込み方法はホームページ

（※）に記載しています。授業は無料で行いますが、
交通費や遠方の場合の宿泊費はご負担ください。
※ https://www.oa.u-tokyo.ac.jp/busi-trip/

　海洋アライアンス連携研究機構には、サイエンス
からエンジニアリング、海洋政策にいたるまで多彩
な分野の「海の知」が集積されています。これを広
く社会に発信し、複雑化する社会課題の解決に貢
献するシンクタンクの役割も担っています。
　東京大学では、地球と人類社会の未来に貢献す
る協創を活性化するため、その趣意を同じくする
SDGs を活用しています。本シンクタンクプログラム
においても SDGs の３つの目標「12: つくる責任 つ

かう責任」「13: 気候変動に具体的な対策を」「14:
海の豊かさを守ろう」に焦点を当てています。
　国連機関との連携も深めており、海洋開発や海
洋政策に関する提言・助言を国際的視野で行うこと
も可能です。また、基礎分野だけでなく応用分野に
おける共同研究や研究助成も受け入れ、充実した
シンクタンク機能の活用を目指しています。ご提案
がある場合には、海洋アライアンス事務局までお問
い合わせ下さい。

社会連携　 これまでのプログラム・プロジェクト

総合海洋基盤（日本財団）プログラム

「メガ津波」から命を守る防災の高度化研究

海洋の利用に関する合意形成手法の開発

　東京大学で海洋に関わる研究・教育の全学的なネットワーク組織として
2007年7月に「海洋アライアンス」が発足し、それから間もない2008年4月に、
日本財団の助成を得て「総合海洋基盤（日本財団）プログラム」が海洋アライ
アンスのプログラムとしてスタートしました。2018年度で終了するまで11年に
わたり、海洋アライアンスの研究活動を支えてきたプログラムです。
　第1期（2008～2010年度）、第2期（2011～2013年度）では、理系を中心と
する研究活動に社会科学の視点を加える「学際海洋学ユニット」と、逆に社会
科学系を主体として理系を巻き込む「海洋政策学ユニット」の二つの研究グ
ループを設け、多様な学術分野を意識的に融合する研究を続けてきました。

　第3期（2014～2018年度）では研究テーマをより明確にし、「海外インター
ンシップによる国際的な海事人材の育成」「『メガ津波』から命を守る防災の
高度化研究」「海洋の利用に関する合意形成手法の開発」「マリンバイオセ
キュリティ」に取り組みました。
　また、社会課題に応える研究を機動的に支援する「イニシャティブ」も実施
しました。2020年から海洋アライアンスの正式な研究プログラムとなった「沖
ノ鳥島・小島嶼国プログラム」は、この「イニシャティブ」から発展したもので
す。
　「海外インターンシップ」と「マインバイオセキュリティ」は2019年度以降、
東京大学の日本財団FSI基金助成事業として継続しています。

初等・中等教育段階での海洋教育

　 海 洋 は、漁 業 から再 生エネルギー 開 発 、交 通 、レ
ジャーなど多くの形で利用されます。ときに利害が対
立するさまざまな利用を調整し、将来にわたって関係
者が納得できる合意を形成していくための標準的な道
筋を示すのが「海洋空間計画」という考え方です。
　国際連合の政府間海洋学委員会(IOC)は「海洋空間
計画」の手引書を公表しており、この考え方を海の利
用計画に取り入れている国は多数にのぼっています。
この研究では、世界的に実施の段階にあるこの考え方
を日本でも実行してくための枠組みを探りました。
　その前提として必要な、海に対する日本人の意識や
洋上風力発電に関する法制度の特徴、海外での合意

形成事例などについて調査を行いました。
　米国の洋上風力発電計画に関する調査では、情報
の中立性が重要なことがわかりました。地元の大学が
行った環境調査のデータが、さまざまな立場の関係者
が話し合いの場につくための基礎になっていました。
　また、海の埋め立てのような大規模な事業の前に行
われる環境予測調査では、調査メンバーに住民も加え
ることで、合意の形成やその後の変更に柔軟性が増す
ことが明らかになりました。東京都大田区の浜辺公園
を事例調査した結果です。
　これらをもとに、国内の自治体が「海洋空間計画」を
利用するためのガイドラインを作成し公表しました。

　海洋に関する広く豊かな知識をもった市民を育てる
ため、初等中等教育での海洋教育の充実を目指し、海
洋教育に関する日本初のナショナル・センターとしての
役割を果たしました。
　このプログラムは、日本財団の助成を得て、2010年
10月から2019年3月まで、海洋アライアンス内の「海
洋教育促進研究センター」が実施しました。センターの

「海洋教育政策学ユニット」では、海洋教育カリキュラ
ムの開発と教員の養成・研修を進め、「海洋人材育成
学ユニット」は、海洋教育に役立つ教材の研究開発と、
教材を活用する人材の育成を行いました。
　センターの活動は、2019年4月から東京大学大学院
教育学研究科附属海洋教育センターに引き継がれて
います。

　東日本大震災クラスの巨大な「メガ津波」が研究対
象です。周辺海域で地震が多発する日本では、巨大津
波がもたらす危険に多くの国民の命がさらされている
にもかかわらず、沿岸へ到達する津波の予測さえ十分
な精度で行われていません。東日本大震災の例にみる
とおりです。
　気象庁が発表している現在の津波予測は、実際に
発生した津波の波形に基づくものではありません。日
本近海の海底で発生しうるさまざまなパターンの地震
から津波の大きさをあらかじめ計算しておき、実際に
地震がおきると、すでにデータベース化してあるパター
ンに近いものを選んで津波予測を発表します。地震発
生から発表までの時間を短くするためです。
　この「高度化研究」では、まったく違うアプローチの

可能性を探ります。巨大地震に伴う大津波が発生した
とき、その波形をはるか沖合でキャッチできるかどうか
を検討しました。地震のパターンをもとに間接的に推
定するのではなく、こうしてとらえた現実の波形をもと
に津波を予測計算できれば、その精度を向上させられ
る可能性があります。
　日本周辺を航行する船舶に取りつけたGPSや航空
機のレーダーで海面の凹凸を計測することを試みまし
た。その結果、船舶のGPSでは、わずか10センチの海
面高度変化をキャッチできることがわかりました。もし、
日本近海の複数の船舶や航空機が海面高度の変化を
リアルタイムで計測できれば、既存のケーブル式津波
観測網に基づく予測よりも迅速かつ高い精度で定量
的な津波予測が可能になることを示しました。

海洋が抱える現代の課題やその解決に向けた「知」を社会と共有します。

東京大学弥生講堂で開かれた
「東京大学の海研究」シンポジウム（2019年10月）

航空機から海面の凹凸を観測できるかどうかを調べるため、
機体の腹部に取り付けられたレーダー

海に対する日本人のイメージがどのような
言葉で表現されるかを分析した図

小学4年生を対象とした磯調べの実習

東京大学弥生キャンパスに立てられた「東京大学の海研究」
シンポジウムの案内板（左）と配布した要旨集（右）

都内の小学校で行われた出前授業「熱い血潮のマグロたち」

横浜市内の中学校では、プールサイドで海中ロボットの実演


