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第第第第１回海洋工学パネル１回海洋工学パネル１回海洋工学パネル１回海洋工学パネル 

                      1990年1月22日 

                             於 日本大学理工学部 

１：海洋空間利用構造体の計画１：海洋空間利用構造体の計画１：海洋空間利用構造体の計画１：海洋空間利用構造体の計画    

 １）係留船に対する船舶安全法の安全規則の概要 

    運輸省海上技術安全局（宮村 弘明） 

 ２）港湾における空間利用計画について 

    運輸省港湾局（橋立 洋一） 

 ３）海洋建築物について 

    建設省住宅局（宇野 博之） 

２：海岸波と波浪荷重の考え方２：海岸波と波浪荷重の考え方２：海岸波と波浪荷重の考え方２：海岸波と波浪荷重の考え方    

 １）海洋波 －流体系地球物理学からの視点－ 

    東北大学理学部（鳥羽 良明） 

 ２）波浪中における船舶・海洋構造物（浮体） 

    運輸省船舶技術研究所（高石 敬史） 

 ３）波浪における極限値の考え方 

    横浜国立大学工学部（合田 良実） 

３：地球環境保全と海洋３：地球環境保全と海洋３：地球環境保全と海洋３：地球環境保全と海洋    

 １）海洋の大循環と気象・気候 

    東京大学理学部（永田 豊） 

 ２）海洋汚染と海洋工学 

    東京大学工学部（大垣 真一郎） 

 

第２回海洋工学パネル第２回海洋工学パネル第２回海洋工学パネル第２回海洋工学パネル    

1990年7月23日 

                                                  於 日本大学理工学部 

１：海水と腐食の科学１：海水と腐食の科学１：海水と腐食の科学１：海水と腐食の科学    

１）海洋 －海水の化学を中心に－ 

            名古屋大学水圏化学研究所（半田 暢彦） 

２）海洋における金属材料の腐食 

    東京大学工学部（辻川 茂男） 

２：海洋環境における材料２：海洋環境における材料２：海洋環境における材料２：海洋環境における材料    

 １）コンクリート材料の最近の動向と将来展望 

    東京大学工学部（国島 正彦） 

 ２）海洋環境下の材料 鉄鋼材料と防食 

    建設省土木研究所（片脇 清士） 

 ３）海洋材料としての新素材の現状と将来 

    東京大学工学部（金原 勲） 

 

第３回海洋工学パネル第３回海洋工学パネル第３回海洋工学パネル第３回海洋工学パネル    

1991年2月8日 

                                                                    於 日本大学理工学部 

１：海洋調査の現状と将来１：海洋調査の現状と将来１：海洋調査の現状と将来１：海洋調査の現状と将来    

 １）海洋調査の現状と将来 

    放送大学（奈須 紀幸） 

 ２）海洋大循環の計測と技術 

    東京大学海洋研究所（平 啓介） 

２：工学各分野における大水深開発技術２：工学各分野における大水深開発技術２：工学各分野における大水深開発技術２：工学各分野における大水深開発技術    

１）大水深海域における生物増殖技術 

   北海道開発局開発土木研究所（武内 智行） 

２）本四架橋における大水深施工 

３）コバルトリッチクラストについて 

東海大学（青木 斌） 

４）大水深海洋構造物・機器の開発 

三井造船㈱（成田 仁） 

 

第第第第４４４４回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル 

1991年7月22日 

於 日本大学理工学部 

１：海中音響技術の現状と将来展望１：海中音響技術の現状と将来展望１：海中音響技術の現状と将来展望１：海中音響技術の現状と将来展望    

１）海中情報計測技術 

桐蔭学園横浜大学（奥島 基良） 

２）海底地形探査技術 

海上保安庁水路部（大島 章一） 

２：工学各分野における先端的海中計測技術２：工学各分野における先端的海中計測技術２：工学各分野における先端的海中計測技術２：工学各分野における先端的海中計測技術    

１）音響による水産用計測技術 

水産庁水産工学研究所漁船工学部（古澤 昌彦） 

２）沈埋トンネル建設工事における海中音響技術 

首都高速道路公団湾岸線建設局（久保田 信雄） 

３）造船工学分野における海洋計測技術開発の現状 

九州大学応用力学研究所（小寺山 亘） 

４）海洋建設工学における超音波計測技術 

竹中工務店技術研究所（篠原 守） 

日本大学理工学部（川西 利昌） 

 

第第第第５５５５回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル 

1992年1月21日 

於 東京大学工学部 

１：海１：海１：海１：海洋と洋と洋と洋とＣＯＣＯＣＯＣＯ2222問題問題問題問題    

１）海洋における生物過程と炭素循環 

東京大学海洋研究所（小池 勲夫） 

２）深海におけるＣＯ2の挙動 

(財)電力中央研究所我孫子研究所（大隅 多加志） 

２：海洋環境保全の技術２：海洋環境保全の技術２：海洋環境保全の技術２：海洋環境保全の技術    

１）沿岸域利用と海洋浄化システム 

運輸省港湾技術研究所海洋水理部（堀江 毅） 

２）深海域の調査と海底長期観測 

海洋科学技術センター深海研究部（門馬 大和） 

３）海洋油汚染と防除システム 

シップ＆オーシャン財団筑波研究所（東 成光） 

４）生物による海水浄化 

奥羽大学歯学部（栗原 康） 

 

第第第第６６６６回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1992年7月22日 

於 日本大学理工学部 

１：１：１：１：21212121世紀に向けての海洋開発の展望世紀に向けての海洋開発の展望世紀に向けての海洋開発の展望世紀に向けての海洋開発の展望    

１）わが国の海洋科学技術政策と世界の動向 

科学技術庁海洋開発課（辻 信一） 

２）国連海洋法条約について 

外務省海洋課（水谷 章） 

３）水質規則から水環境管理へ 

環境庁水質保全局水質管理課（早水 輝好） 
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   本四エンジニアリング㈱（吉田 巌） 

２：２：２：２：21212121世紀に向けての海洋開発の展望・各論世紀に向けての海洋開発の展望・各論世紀に向けての海洋開発の展望・各論世紀に向けての海洋開発の展望・各論    

 １）海の食料生産と漁場環境造成・保全 

    水産庁水産工学研究所水産土木部（萩野 静也） 

 ２）海洋スペース利用の将来像 

    日本大学理工学部（近藤 健雄） 

 ３）21世紀のウォーターフロント 

    清水建設㈱（井畔 瑞人） 

 ４）海洋開発の横断的技術の将来像 

    石川島播磨重工業㈱新技術開発部（佐伯 愛一郎） 

 ５）学術的深海掘削の動向と将来 

    東京大学海洋研究所（平 朝彦） 

 

第第第第７７７７回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

                                                                            1993年2月3日 

                  於 日本大学理工学部 

１：海洋石油開発と関連技術１：海洋石油開発と関連技術１：海洋石油開発と関連技術１：海洋石油開発と関連技術    

 １）世界の石油開発の動き 

    石油公団理事・石油開発技術センター（齋藤 隆） 

 ２）海洋掘削技術の現状と課題 

    日本海洋掘削㈱作業部（澤村 啓） 

 ３）海洋石油生産システムの現状 

    石油公団技術部開発技術課（鈴木 孔） 

２：海洋石油開発関連構造物の現状２：海洋石油開発関連構造物の現状２：海洋石油開発関連構造物の現状２：海洋石油開発関連構造物の現状    

１）浮遊式生産システム 

三菱重工業㈱船舶・海洋事業本部（三和 英一） 

 ２）固定及び定着式プラットフォーム 

    鹿島建設㈱建設事業本部（山本 治生） 

 ３）海洋石油構造物の防食技術 

    NKK㈱総合材料技術研究所（松島 厳） 

 ４）タンカー技術の動向 

    川崎重工業㈱船舶事業本部（鴨井 紀之） 

    

第８回海洋工学パネル第８回海洋工学パネル第８回海洋工学パネル第８回海洋工学パネル    

1993年7月23日 

於 日本大学理工学部 

１：沿岸域利用の事例１：沿岸域利用の事例１：沿岸域利用の事例１：沿岸域利用の事例    

 １）大阪湾における廃棄物等による埋立 

    京都大学防災研究所（嘉門 雅史） 

 ２）大阪湾における海域環境の変遷 

    大阪府立水産試験場（城  久） 

 ３）長崎オランダ村ハウステンボス計画における「住環境」

と「水環境」 

    ㈱日本設計第一建築設計群（横松 宗治） 

２：沿岸域における人間の活動・住環境問題２：沿岸域における人間の活動・住環境問題２：沿岸域における人間の活動・住環境問題２：沿岸域における人間の活動・住環境問題    

 １）自然条件から見た沿岸域の居住環境と快適性 

    日本大学理工学部（堀田 健治） 

２）潜水船／海底ステーションの居住・作業環境 

    三菱重工業㈱船舶・海洋事業本部（徳永 三伍） 

３）人にやさしい港湾景観計画 

運輸省港湾技術研究所計画基準研究室（竹下 正俊） 

４）沿岸域エコテクノロジーの現況とその展望 

第第第第９９９９回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1994年2月4日 

於 日本大学理工学部 

１：揺れに関する総論１：揺れに関する総論１：揺れに関する総論１：揺れに関する総論 

１）動揺病のメカニズムとその対策 

小阪病院（東  司） 

２）海洋建築物の動揺問題と居住性 

大成建設㈱技術研究所（野口憲一） 

３）超高速船（テクノスーパーライナー）の動揺と姿勢制御 

   テクノスーパーライナー技術研究組合（菅井 和夫） 

２：海洋環境における揺れの各論２：海洋環境における揺れの各論２：海洋環境における揺れの各論２：海洋環境における揺れの各論    

１）浮体動揺の考え方と特徴 

東京大学工学部（影本 浩） 

２）動揺を考慮したコンプライアントタワーの設計 

NKK㈱プラント技術部（増田 哲） 

３）超大型鋼製ケーソンの係留・沈設時の動揺 

本州四国連絡橋公団設計部（樋口 康三） 

４）藻場における物理的攪乱の生態的意義 

水産庁水産工学研究所水産土木工学部（川俣 茂） 

 

第第第第10101010回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1994年7月22日 

於 日本大学理工学部 

超大型浮体式構造物の技術的課題超大型浮体式構造物の技術的課題超大型浮体式構造物の技術的課題超大型浮体式構造物の技術的課題    

１）全体構想 －現状と動向－ 

日本大学理工学部（佐久田 昌昭） 

２）海上空港 －機能、構造体、係留－ 

運輸省船舶技術研究所海洋開発工学部（大川 豊） 

３）海上都市 －実現への取り組みと問題点－ 

住友不動産㈱技術本部（池本 祐一郎） 

４）超大型浮体構造物に係わる環境問題とその課題 

運輸省港湾技術研究所海洋水理部（村上 和男） 

５）超大型浮体鋼構造物の施工と耐久性 

石川島播磨重工業㈱船舶海洋事業本部（永冨 伸男） 

６）超大型浮体海洋コンクリート構造物の施工と耐久性 

㈱大林組土木技術本部（小田 弘雄） 

７）信頼性工学の導入による安全性評価 

テクノスーパーライナー技術研究組合技術部（遠藤 久芳） 

 

第第第第11111111回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1995年2月1日 

於 日本大学理工学部 

海洋構造物の信頼性工学海洋構造物の信頼性工学海洋構造物の信頼性工学海洋構造物の信頼性工学    

１）信頼性工学に関する研究 －航空機の安全性評価－ 

航空宇宙研究所機体部（朝田 洋雄） 

２）海洋構造物へのISO9000の適用について 

日本海事協会本部（鈴木 孝雄） 

３）海洋建築物の安全性・居住性評価と信頼性工学 

名古屋大学工学部（松井 徹哉） 

４）防波堤の信頼性工学 

運輸省港湾技術研究所水工部（高山 知司） 

産業能率短期大学（吉田 昭彦） 
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東海大学海洋学部（和田 明） 

 ５）水産土木施設の設計における安全性の考え方 

    水産庁水産工学研究所漁港水理研究室（武内 智行） 

６）海底石油生産システムの現状とその信頼性 

石油公団石油開発技術センター（田辺 明生） 

 ７）マンガン団塊採鉱システムにおける揚鉱管の挙動・強度

について 

    NKK㈱エンジニアリング研究所（森川 正夫） 

 

第第第第12121212回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1995年7月28日 

               於 東京大学生産技術研究所 

ビデオで見る海洋工学の現状と海洋工学の将来ビデオで見る海洋工学の現状と海洋工学の将来ビデオで見る海洋工学の現状と海洋工学の将来ビデオで見る海洋工学の現状と海洋工学の将来    

 １）津波シミュレーション（ビデオ：日本建築学会） 

    ㈱大林組技術研究所（藤沢 康雄） 

 ２）静かな海の創造（ビデオ：土木学会） 

    運輸省第二港湾建設局横浜調査設計事務所（吉江 宗

生） 

 ３）“かいこう”開発の記録（ビデオ：日本造船学会） 

    海洋科学技術センター深海開発部（高川 真一） 

４）阿賀沖北油田プラットフォーム撤去工事（ビデオ：石油

技術協会） 

    出光石油開発㈱技術部（渡辺 優） 

 ５）海のいま、海の明日 －沿岸漁場整備開発事業―（ビデ

オ：日本水産工学会） 

    (社)全国沿岸漁業振興開発協会（福田 亮） 

 ６）深海に鉱物資源を求めて －第2白嶺丸による海底資源の

調査及び環境影響予測の研究－（ビデオ：資源・素材学

会） 

    資源環境技術総合研究所地殻工学部（鶴崎 克也） 

 

第第第第13131313回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1996年2月5日 

                  於 日本大学理工学部 

地球環境問題と海洋工学地球環境問題と海洋工学地球環境問題と海洋工学地球環境問題と海洋工学    

 １）気候変動と海 ―サバイバルに向けて考える－ 

    神奈川大学理学部（寺本 俊彦） 

 ２）GOOS、日本の海洋観測研究の現状と将来について 

    海洋科学技術センター海洋観測研究部（菱田 昌孝） 

 ３）船舶による海洋汚染 

    東京大学工学部（大坪 英臣） 

４）プラスチックの海 －新たな海洋汚染－ 

    ㈱海洋工学研究所出版部（佐尾 和子） 

 ５）空港島護岸が及ぼした環境創造 

    関西国際空港㈱保全部（野田頭 照美） 

 ６）わが国へミティゲーションを導入する場合の課題 

    オオバ技術サービス㈱（金 芳晴） 

 

第第第第14141414回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

                      1996年7月24日 

於 日本大学理工学部 

海の資源海の資源海の資源海の資源    

２）国連海洋法条約の発効とわが国の条約締結について 

外務省海洋法本部海洋課（新美 潤） 

３）地球規模の水産資源 －食料と地球環境－ 

福井県大学生物資源学部（中村 充） 

４）地球規模の石油資源について 

東京国際大学国際関係学部（関岡 正弘） 

５）21世紀の非在来型天然ガス資源「メタンハイドレート」 

東京大学工学系研究科（増田 昌敬） 

 

第第第第15151515回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1997年1月28日 

於 日本大学理工学部 

海の資源海の資源海の資源海の資源    

１）人類生存の基盤・海洋牧場 

(社)マリノフォーラム21海洋牧場開発研究会 

（藤谷 超） 

２）水産養殖の世界の動向 －養殖は世界を救う－ 

国際養殖産業会（守村 慎次） 

３）自然エネルギー、海洋エネルギーの現状 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）太陽技術開

発室（近藤 敏） 

４）南シナ海における石油開発 －JHNプロジェクト－ 

石油資源開発㈱作井部（小林 功） 

５）トランス・アジア天然ガスパイプライン構想の展望 

芝浦工業大学システム工学部（平田 賢） 

 

第第第第16161616回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1997年7月25日 

於 日本大学理工学部 

海洋油汚染とその対策海洋油汚染とその対策海洋油汚染とその対策海洋油汚染とその対策    －ナホトカ号の事故を契機に－－ナホトカ号の事故を契機に－－ナホトカ号の事故を契機に－－ナホトカ号の事故を契機に－    

１）欧米における流出油事故対応体制の現状 

(有)サカコンサルティング（坂 光二） 

２）湾岸戦争によるペルシャ湾海域への原油流出の影響評価に

ついて 

東京水産大学海洋環境学科（大槻 晃） 

３）流出油防除資機材の現状と問題点 

海上災害防止センター調査研究室（月野 良久） 

４）水中調査技術と海難事故 

石川島播磨重工業㈱船舶海洋事業本部（高橋 義明） 

５）油タンカーによる海洋油汚染の防止対策 －船級協会の

役割と活動について－ 

(財)日本海事協会船体部（上田 徳） 

 

第第第第17171717回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1998年1月27日 

於 日本大学理工学部 

海洋のスペース利用海洋のスペース利用海洋のスペース利用海洋のスペース利用    －海洋施設に関わる諸問題－－海洋施設に関わる諸問題－－海洋施設に関わる諸問題－－海洋施設に関わる諸問題－    

１）東京湾アクアラインの海洋土木技術 

東京湾横断道路㈱（舟橋 恒義） 

２）安全な漁港・漁村づくりのための技術開発 

水産庁水産工学研究所漁港施設研究室（大槇 正紀） 

３）大気海洋間の熱・運動量・物質の交換過程の計測法の開
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１）大規模海洋開発の必要性に関する研究 

 ３）関西国際空港における建築物の不同沈下対策 －ジャッ

キアップシステム－ 

    関西国際空港㈱技術部（唯野 邦男） 

 ４）地震被害における建物の上部構造と基礎構造の関係に関

する一考察 

    日本大学理工学部（国府田 誠） 

 ５）海底パイプラインについて 

    日本鋼管㈱パイプラインシステム技術部（室田和正） 

 ６）海洋における鋼構造物の腐食防食・メンテナンス 

    運輸省船舶技術研究所大阪支所（在田 正義） 

 

第第第第18181818回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1998年7月24日 

                  於 日本大学理工学部 

海洋開発と法との関わり海洋開発と法との関わり海洋開発と法との関わり海洋開発と法との関わり    －未来を築く政策と法整備－－未来を築く政策と法整備－－未来を築く政策と法整備－－未来を築く政策と法整備－    

 １）運輸省における海洋空間利用の促進と法制度 

    運輸省運輸政策局技術安全課（秋田 務） 

 ２）漁業・養殖業における制度と課題 

    東京水産大学資源管理学科（多屋 勝雄） 

３）海洋開発の将来について 

    科学技術庁研究開発局海洋地球課（村上 正一） 

 ４）21世紀の国土のグランドデザインと海洋・沿岸域 

    国土庁計画・調整局総務課（頼 あゆみ） 

 ５）海域及び海浜地の管理の現状について 

    建設省河川局防災・海岸課（青山 俊行） 

 ６）わが国の海岸開発政策の現状と諸課題ついて 

    資源エネルギー庁長官官房総務課（染野 憲治） 

 

第第第第19191919回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1999年1月28日 

於 日本大学理工学部 

海洋環境と気候変動海洋環境と気候変動海洋環境と気候変動海洋環境と気候変動    

 １）海洋物質循環と気候変動 

    東海大学海洋学部（加藤 義久） 

 ２）海洋における炭素循環の研究 

    資源環境技術総合研究所環境影響予測部（原田 晃） 

 ３）サンゴ礁研究のトピックス：炭素循環とサンゴ年輪解析 

    地質調査所海洋地質部（鈴木 淳） 

 ４）超大型浮体式海洋構造物メガフロートの海洋環境 

    東京大学工学系研究科（藤野 正隆） 

 ５）深海地球ドリリング計画 

    海洋科学技術センター海洋技術研究部（高川 真一） 

 

第第第第20202020回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

1999年7月27日 

於 日本大学理工学部 

海洋調査、計測、監視海洋調査、計測、監視海洋調査、計測、監視海洋調査、計測、監視    

 １）海洋データの収集・管理とその問題点 

    (財)日本水路協会海洋情報研究センター（永田 豊） 

 ２）ドリフターによる海流追跡と流星バースト通信によるデ

ータ電送 

   発 

九州大学応用力学研究所（小寺山 亘） 

４）音響によるベーリング海スケトウダラ資源調査 

水産庁水産工学研究所水産情報工学部（高尾芳三） 

５）生物生産・行動特性を考慮した数値モデルによる海域環境

影響評価 

香川大学工学部（末永慶寛） 

６）ナウファス（全国港湾海洋波浪情報網）について 

運輸省港湾技術研究所水工部（永井 紀彦） 

 

第第第第21212121回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2000年1月25日 

於 海上保安庁水路部 

新しい海洋調査技術新しい海洋調査技術新しい海洋調査技術新しい海洋調査技術    －水中音響を中心として－－水中音響を中心として－－水中音響を中心として－－水中音響を中心として－    

１）音響による海底調査技術とその動向 

電気通信大学（竹内 倶佳） 

２）合成開口手法を適用したマルチビーム音響測深 

海上保安庁水路部（浅田 昭） 

３）サイドスキャンソナーを用いた海底面探査 

㈱海洋先端技術研究所（山本 富士夫） 

東京大学海洋研究所（徳山 英一、平 朝彦） 

４）大水深域における資源地質調査 

金属鉱業事業団技術開発部（松本 勝時） 

５）複合技術に基づく海底地盤調査と評価の現状 

㈱フグロ・ジャパン（續  誠） 

６）海岸侵食対策における深浅測量結果の活用について 

－新潟西海岸をケーススタディとして－ 

運輸省第一港湾建設局新潟調査設計事務所 

（吉永 宙司） 

 

第第第第22222222回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2000年7月25日 

於 日本大学理工学部 

21212121世紀の海洋プロジェクト世紀の海洋プロジェクト世紀の海洋プロジェクト世紀の海洋プロジェクト    －海底資源－海底資源－海底資源－海底資源を中心として－を中心として－を中心として－を中心として－    

１）メタンハイドレートの資源としてのポテンシャル 

地質調査所資源エネルギー地質部（奥田 義久） 

２）基盤試錘「南海トラフ」の掘削成果について 

石油公団地質調査部（石田 聖） 

３）ビデオ：メタンハイドレートの試掘 

石油公団提供 

４）メタンハイドレートの回収における二酸化炭素の利用 

資源環境技術総合研究所安全工学部（駒井 武） 

５）海底熱水鉱床 －新たな展開－ 

工業技術院地質調査所（飯笹 幸吉） 

６）Ｈ－Ⅱロケット8号機の探索とエンジンの回収 

海洋科学技術センター海洋技術研究部（門馬 大和） 

 

第第第第23232323回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2001年1月25日 

於 東京大学生産技術研究所 

21212121世紀の海洋プロジェクト世紀の海洋プロジェクト世紀の海洋プロジェクト世紀の海洋プロジェクト    －深層水と空間利用－－深層水と空間利用－－深層水と空間利用－－深層水と空間利用－    

５）人工衛星搭載の海面高度計による海流の流れの計算  
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    海上保安庁水路部（道田 豊） 

１）海洋深層水利用技術戦略  

    東京大学大学院総合文化研究科（高橋 正征） 

 ２）海洋深層水の取水技術と利活用の現状と今後の課題 

    東海大学海洋学部（田中 博通） 

 ３）ラピュタ計画：深層水汲み上げによる海洋緑化計画 

    東北大学流体科学研究所（円山 重直） 

４）夢舞大橋（旋回式可動浮体橋）の建設概要 

   日立造船㈱海洋土木部（武田 純男） 

５）フェーズⅡにおけるメガフロートの研究 

   メガフロート技術研究組合（佐藤 千昭） 

６）海上空港の建設と環境創造 

   運輸省港湾技術研究所海洋環境部（細川 恭史） 

 

第第第第24242424回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2001年7月25日 

於 日本大学理工学部 

21212121世紀のエネルギー戦略世紀のエネルギー戦略世紀のエネルギー戦略世紀のエネルギー戦略    

１）エネルギー政策における新エネルギーの位置づけとその 

現状 

   新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー導 

入促進部（渕上 善弘） 

２）風力発電の現状と展望 

   足利工業大学工学部（牛山 泉） 

３）海洋温度差発電の現状と展望 －インドにおける1,000 

  kw実証プラント－ 

   佐賀大学附属海洋温度差エネルギー実験施設 

   （池上 康之） 

４）水素エネルギーシステムの将来展望 －WE-NETプロジ 

ェクトの現状 

   (財)エネルギー総合工学研究所（福田 健三） 

５）海水溶存物質利用の現状と展望 

   産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門（大井 健

太） 

 ６）海洋付着生物とその防汚対策 

    ㈱南西総合研究所（梶原 武） 

 

第第第第25252525回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2002年2月1日 

於 東京大学海洋研究所 

21212121世紀を拓く海洋観測技術世紀を拓く海洋観測技術世紀を拓く海洋観測技術世紀を拓く海洋観測技術    

１）音響トモグラフィーによる海洋観測の現状と将来－その

１：概要 

    防衛大学校地球海洋学科（中村 敏明） 

    海洋科学技術センター海洋観測研究部（藤森 英俊） 

 ２）音響トモグラフィーによる海洋観測の現状と将来－その

２：沿岸域 

    広島大学大学院工学研究科（金子 新） 

 ３）新しい自律型海中ロボットで熱水地帯をくまなく探る 

    東京大学生産技術研究所海中工学研究センター 

（浦  環） 

 ４）海洋短波レーダによる沿岸海象の観測と解析 

    九州大学応用力学研究所（今脇 資郎） 

６）航空レーザーを用いた海底地形測量 

海上保安庁水路部（矢島 弘樹） 

 

第第第第26262626回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2002年7月30日 

於 日本大学理工学部 

21212121世紀の環境創造世紀の環境創造世紀の環境創造世紀の環境創造    

１）東京湾の自然の現況と修復策（三番瀬などを例として） 

東邦大学理学部（風呂田 利夫） 

２）沖縄・亜熱帯海域におけるサンゴ礁生態環境の現状と保

全戦略 

東京工業大学大学院情報理工学研究科（灘岡 和夫） 

３）自然再生に対する行政の取り組み 

国土交通省港湾局（岩瀧 清治） 

４）英虞湾と漁業者の一体となって進めた干潟再生プロジェ

クト－浚渫ヘドロを用いた干潟再生技術の開発－ 

大成建設㈱技術センター（上野 成三） 

５）事例から見た藻場造成技術の現状と課題－海の視点、陸

の視点、空の視点－ 

㈱東京久栄環境創造エンジニアリング部（森田健二） 

６）微生物による底質浄化 

㈱エコテクノロジー研究所（大槻 忠） 

 

第第第第27272727回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2003年1月31日 

於 神奈川大学横浜キャンパス 

21212121世紀の海洋利用の基本戦略世紀の海洋利用の基本戦略世紀の海洋利用の基本戦略世紀の海洋利用の基本戦略    

１）海洋における調査・研究の将来展望と課題 

海洋科学技術センターフロンティア研究推進室 

（堀田 平） 

２）MODECの成長戦略 

三井海洋開発㈱（山田 健司） 

３）21世紀の水産業の基本戦略 

近畿大学農学部（小野 征一郎） 

４）管轄海域の拡大戦略 －鉄砲を使わず領土を拡げる－ 

海上保安庁海洋情報部（谷  伸） 

５）新技術を用いた海上輸送及び海上空間利用高度化戦略 

国土交通省海事局造船課（大坪 新一郎） 

６）21世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言 

シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所 

（寺島 紘士） 

 

第第第第28282828回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2003年7月28日 

於 日本大学理工学部 

海洋性地震の発生と災害の防止海洋性地震の発生と災害の防止海洋性地震の発生と災害の防止海洋性地震の発生と災害の防止    

１）東南海・南海地震の発生可能性と予想される地震災害 

名古屋大学大学院環境学研究科（安藤 雅孝） 

２）南海トラフ地震発生帯での地震発生・伝播様式解明を目指

した掘削計画と海洋底の構造調査の現状 

究所（山口 峰生） 
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    (独)港湾空港技術研究所海洋・水工部（橋本 典明） 

    海洋科学技術センター深海研究部（木下 正高）  

 ３）東南海・南海地震に対応した調査観測と津波シミュレー

ションのための基盤情報整備について 

    海上保安庁海洋情報部（長屋 好治） 

 ４）我が国の地震モニタリングシステム 

    (独)防災科学技術研究所企画部（岡田 義光） 

 ５）地震後に求められる港湾・空港機能と耐震設計 

    (独)港湾空港技術研究所地盤・構造部（菅野 高弘） 

 ６）大規模自然災害に対応する応急・復旧活動のための移動

式防災支援拠点の研究 

    東京商船大学流通情報工学課程（高橋 洋二） 

 

第第第第29292929回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2004年1月30日 

於 東京大学海洋研究所 

排他的経済水域及び大陸棚の調査・開発・保全排他的経済水域及び大陸棚の調査・開発・保全排他的経済水域及び大陸棚の調査・開発・保全排他的経済水域及び大陸棚の調査・開発・保全    

 １）国連海洋法条約の排他的経済水域及び大陸棚制度 

    千葉大学法経学部法学科（葉室 和親） 

 ２）海上保安庁における大陸棚調査の取り組み 

    海上保安庁海洋情報部大陸棚調査室（谷  伸） 

 ３）大水深域における石油資源等の探査技術等基礎調査 

    石油公団地質調査部地質調査課（神田 慶太） 

    金属鉱業事業団技術開発部探鉱技術開発課（棚橋 道 

郎） 

 ４）EEZ内及び大陸棚の深海底鉱物資源のポテンシャル 

    産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門（山崎 哲 

生） 

 ５）水産資源のポテンシャルとその有効利用 

    愛知県農林水産部水産課（船越 茂雄） 

 ６）船舶バラスト水の管理 

    社団法人日本海難防止協会（菊池 武晃） 

 

 

第第第第30303030回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2004年7月30日 

於 日本大学理工学部 

これからの水産とこれからの水産とこれからの水産とこれからの水産と沿岸環境沿岸環境沿岸環境沿岸環境    

 １）日本の水産業の目指すもの 

    独立行政法人水産総合研究センター（川口 恭一） 

 ２）水産における環境研究の視点 

    独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所 

（中村 義治） 

 ３）海洋深層水の資源特性を活用した海域肥沃化 

    広島大学大学院生物圏科学研究科（井関 和夫） 

 ４）海洋肥沃化実験装置「拓海」 

    ㈱大内海洋コンサルタント（大内 一之） 

 ５）人工海底山脈による海洋での食糧増産の可能性 

    ㈱アッシュクリート（鈴木 達雄） 

 ６）沿岸環境と藻場生態系－アマモ場と自然再生の処方箋－ 

    国際湿地保全連合日本委員会（相生 啓子） 

 ７）有害藻類ブルームの現状と対策 

８）わが国のメタンハイドレート調査の現況 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油・天然ガ

ス開発Ｒ＆Ｄ推進グループ（辻 喜弘） 

 

第第第第31313131回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2005年1月26日 

於 日本大学理工学部 

海洋海洋海洋海洋工学教育の課題及び我国沿岸域の海底資源開発戦略工学教育の課題及び我国沿岸域の海底資源開発戦略工学教育の課題及び我国沿岸域の海底資源開発戦略工学教育の課題及び我国沿岸域の海底資源開発戦略    

１）我国の海洋関連教育の現状と今後のあり方－初等教育から

高等教育及び研究機関の動向分析を踏まえて－ 

日本大学理工学部海洋建築工学科（近藤 健雄） 

シップ・アンド・オーシャン財団（菅家 英朗） 

２）海の研究・教育における理学と工学の連携 

㈱自然環境リサーチ（寺本 俊彦） 

３）Offshore Engineerとして期待される資質と大学教育 

三井海洋開発㈱石油開発事業部（島村 好秀） 

４）大陸棚調査の進展と調査における地球科学の役割 

内閣官房大陸棚調査対策室（加藤 幸弘） 

５）サハリン油ガス田開発プロジェクト－サハリン１プロジェ

クトにおける最新技術 

サハリン石油ガス開発㈱技術部（田口 茂） 

６）中国東シナ海大陸棚石油開発 

杏林大学総合政策学部（平松 茂雄） 

 

第第第第32323232回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2005年7月27日 

於 日本大学理工学部 

海洋海洋海洋海洋性地震ならびに津波への防災技術の確立を目指して性地震ならびに津波への防災技術の確立を目指して性地震ならびに津波への防災技術の確立を目指して性地震ならびに津波への防災技術の確立を目指して    

－スマトラ沖地震・津波に学ぶ－－スマトラ沖地震・津波に学ぶ－－スマトラ沖地震・津波に学ぶ－－スマトラ沖地震・津波に学ぶ－    

１）2004年インド洋津波の被害の特徴と研究課題 

東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター（今村 

文彦） 

２）2004年インドネシア・スマトラ島西方沖地震津波の特性と

同様のことが日本列島周辺で起きる可能性 

東京大学地震研究所（都司 嘉宣） 

３）日本の津波予報・観測・通報システムの現状と展望 

気象庁地震火山部地震津波監視課（束田 進也） 

４）津波防波堤を中心とした津波防災技術とその課題 

独立行政法人港湾空港技術研究所津波防災研究センター（富

田 孝史） 

５）ＧＰＳ津波計測システム 

日立造船㈱技術研究所生産技術研究室（寺田 幸博） 

６）高知県の津波防災対策の現状と課題 

高知県危機管理担当理事所管危機管理課(楠瀬 義広) 

 

第第第第33333333回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2006年1月30日 

於 日本大学理工学部 

わが国沿岸域の現状と将来展望わが国沿岸域の現状と将来展望わが国沿岸域の現状と将来展望わが国沿岸域の現状と将来展望    

１）わが国の沿岸域管理の現状と課題 

海洋政策研究財団（寺島 紘士） 

た 
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    独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研 

 ２）新しい国土計画と海洋・沿岸域 

    国土交通省国土計画局海洋計画室（川上 泰司） 

 ３）沿岸域管理におけるユニバーサルデザインの重要性 

    日本大学理工学部海洋建築工学科（近藤 健雄） 

 ４）沿岸域の環境・海象情報の新展開 

    海上保安庁海洋情報部（小田巻 実） 

 ５）沿岸・河口域における稚魚の生態と環境 

    京都大学フィールド科学教育研究センター(田中 克) 

 ６）新しい沿岸域利用のための海洋療法施設－海水と海藻利

用の見直し－ 

    日本大学理工学部海洋建築工学科（堀田 健治） 

 ７）米国ハリケーン「カトリーナ」の災害と沿岸防災のあり

方 

    京都大学防災研究所（河田 惠昭） 

 

第第第第34343434回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2006年7月27日 

於 東京大学生産技術研究所 

海洋環境を科学と工学の接点で考える海洋環境を科学と工学の接点で考える海洋環境を科学と工学の接点で考える海洋環境を科学と工学の接点で考える    

 １）地球温暖化に伴う海面上昇の影響を対応 

    茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター 

（三村 信男） 

 ２）地球シミュレータを用いた大気海洋結合系の予測 

独立行政法人海洋研究開発機構地球シミュレータセン

ター（榎本 剛） 

 ３）増え続ける二酸化炭素が海洋生態系に与えるさまざまな

影響 

京都大学フィールド科学教育研究センター     

（白山 義久） 

 ４）植物プランクトンに対する紫外線影響の評価：工学的対

応に対する提言 

創価大学工学部環境共生工学科（田口 哲） 

５）魚介類に及ぼす環境ホルモンや有害物質等の影響 

独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センター 

    （堀口 敏宏） 

６）水産資源の変動とそのマネジメント 

    東京海洋大学海洋科学部（桜本 和美） 

 

 

第第第第35353535回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2007年1月19日 

於 日本大学理工学部 

大陸棚画定後のわが国の大陸棚画定後のわが国の大陸棚画定後のわが国の大陸棚画定後のわが国の海洋海洋海洋海洋管理と開発・利用管理と開発・利用管理と開発・利用管理と開発・利用    

 １）国連海洋法条約体制と海洋の開発・管理 

    慶応義塾大学（栗林 忠男） 

 ２）沿岸域管理の課題と海洋基本法案 

    横浜国立大学（来生 新） 

 ３）国際テロ脅威に対する水中監視技術開発成果の現状 

    東京大学生産技術研究所（浅田 昭） 

 ４）我が国の海とこれからの水産 

    独立行政法人水産総合研究センター（松里 寿彦） 

東京大学（鈴木 英之） 

６）海洋空間活用と海洋構造物のこれからの挑戦 

財団法人大阪地域研究所（渡邊 英一） 

７）地球深部探査船「ちきゅう」と海洋地球科学の展望 

海洋研究開発機構地球深部探査センター（平 朝彦、岡田 裕

） 

 

第第第第36363636回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2007年7月27日 

於 日本大学理工学部 

海洋の新産業創造に向けて海洋の新産業創造に向けて海洋の新産業創造に向けて海洋の新産業創造に向けて    

－海洋資源・エネルギー・微生物利用－－海洋資源・エネルギー・微生物利用－－海洋資源・エネルギー・微生物利用－－海洋資源・エネルギー・微生物利用－ 

１）エネルギー分野の技術戦略マップ２００７公開とその位置

付け 

経済産業省経済産業政策局産業再生課（前資源エネルギー庁資

源・燃料部政策課）（門川 員浩） 

東京大学大学院工学系研究科（増田 昌敬） 

２）日本近海のメタンハイドレート資源量の評価について 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油・天然ガス

開発R&Dグループ（佐伯 龍男） 

３）メタンハイドレート開発に伴う環境影響評価 

財団法人エンジニアリング振興協会（㈱日本海洋生物研究所）

（鋤崎 俊二） 

４）EEZ内黒鉱型海底熱水鉱床開発の技術・経済的可能性 

独立行政法人産業技術総合研究所地質情報研究部門 

（山崎 哲生） 

５）海洋石油掘削リグの現状－近年の要求事項とその対応－ 

日本海洋掘削株式会社作業部（福嶋 睦夫） 

６）海洋温度差発電・淡水化技術とそのビジネス展開 

㈱ゼネシス エンジニアリング事業部（實原 定幸） 

７）海底下生命圏研究の最前線 

独立行政法人海洋研究開発機構高知コア研究所（稲垣史生） 

 

第第第第37373737回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2008年7月25日 

於 日本大学理工学部 

地球温暖化問題と海洋関連各分野における取り組み地球温暖化問題と海洋関連各分野における取り組み地球温暖化問題と海洋関連各分野における取り組み地球温暖化問題と海洋関連各分野における取り組み    

１）地球温暖化問題の内外の動向、洞爺湖サミットの結果を 

踏まえて 

財団法人地球環境戦略研究機関（水野 勇史） 

２）地球温暖化問題に果たす海洋工学の役割 

東京大学（湯原 哲夫） 

３）航海計器を用いた省エネ航法の現状 

古野電気株式会社（矮松 一磨） 

４）地球温暖化と環境対応型・省エネ型漁船機関 

東京海洋大学（酒井 久治） 

５）海水温上昇が魚群回遊に及ぼす影響 

社団法人漁業情報サービスセンター（為石 日出生） 

６）地球温暖化とリサイクル材海洋利用の方向性 

独立行政法人水産総合研究センター（三上 信雄） 

第第第第40404040回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2010年7月30日 
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 ５）船舶・海洋構造物の新たな挑戦－海洋利用技術のありか 

第第第第38383838回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2009年1月30日 

於 日本大学理工学部 

海洋エネルギー・鉱物資源開発計画への提言海洋エネルギー・鉱物資源開発計画への提言海洋エネルギー・鉱物資源開発計画への提言海洋エネルギー・鉱物資源開発計画への提言    

１）深海底鉱物資源開発に向けての提言 

大阪府立大学（山崎 哲生） 

２）海底熱水鉱床の採掘技術開発に際して 

住友金属鉱山株式会社（秋山 清悟） 

３）産業化競争を意識した研究開発の加速を 

社団法人日本プロジェクト産業協議会（高島 正之） 

４）メタンハイドレート開発促進事業フェーズⅠの成果と今

後の課題 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（横井

研一） 

５）洋上風力発電の研究動向と今後の課題 

東京電力株式会社（福本 幸成） 

６）海洋エネルギーを利用した新海洋食料生産システムの開

発に向けての提言 

東京大学（高木 健一） 

７）海洋基本計画の進捗状況 

内閣官房総合海洋政策本部（岩本 晃一） 

８）海洋エネルギー・鉱物資源開発計画に対する資源エネル

ギー庁の取り組み 

経済産業省（小泉 朋幸） 

９）国土交通省の取り組み：外洋プラットフォーム技術～排

他的経済水域の利活用に向けて～ 

国土交通省（今出 秀則） 

 

第第第第39393939回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2010年1月22日 

於 日本大学理工学部 

漁業再生と漁業再生と漁業再生と漁業再生と沿岸環境沿岸環境沿岸環境沿岸環境    

１）日本漁業の現状と問題点 

独立行政法人水産総合研究センター（和田 時夫） 

 ２）漁業の産業基盤としての沿岸域環境 

   東京大学（清野 聡子） 

３）漁業地域の活性化を目指す漁港漁場漁村技術研究所の取

り組み 

   財団法人漁港漁場漁村技術研究所（山本 竜太郎） 

４）定置漁業の実情と新技術への期待 

   網代漁業㈱（泉澤 宏） 

５）魚の分布をリアルタイムで観測する技術 

   独立行政法人水産総合研究センター（赤松 友成） 

６）クロマグロの完全養殖 

   近畿大学（村田 修） 

７）環境に負荷の少ないゼロ・エミッション型養殖システム 

   日本大学（廣海 十朗） 

８）沿岸環境の水質浄化 

   大成建設㈱（片倉 徳男） 

９）始華湖の環境問題と潮力発電 

   韓国海洋研究院・KORDI（安 熙道） 

於 日本大学理工学部 

日本の海は日本の海は日本の海は日本の海は再生可能エネルギーの発電所になり得るのか再生可能エネルギーの発電所になり得るのか再生可能エネルギーの発電所になり得るのか再生可能エネルギーの発電所になり得るのか    

１）海洋再生エネルギー利用についての経済産業省の取組み 

経済産業省（近藤 洋介） 

２）日本の海洋再生エネルギー利用の役割 

東京大学（木下 健） 

３）「潮力・波力発電の産業成立と市場拡大の条件」欧州の先行

事例から学ぶこと 

㈱三井物産戦略研究所（織田 洋一） 

４）パネルディスカッション＋討論 

パネラー： 東京大学  木下 健 

三井物産戦略研究所  織田 洋一 

三菱重工業㈱     長谷川 和正 

京都大学       宇都宮 智昭 

三井造船㈱      黒崎 明 

５）洋上風力発電の現状と日本での実現に向けて 

三菱重工業㈱（長谷川 和正） 

６）浮体式洋上風力発電プラットフォームの実海域実験 

京都大学（宇都宮 智昭） 

７）波力エネルギー利用の幕開け 

三井造船㈱（黒崎 明） 

８）米国メキシコ湾における原油流出事故－掘削リグ「Deep 

Horizon」の暴発と沈没（特別講演） 

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構（伊原 賢） 

 

第第第第41414141回回回回海洋工学パネル海洋工学パネル海洋工学パネル海洋工学パネル    

2011年7月27日 

於 日本大学理工学部 

日本の海は再生可能エネルギーの発電所になり得るのか日本の海は再生可能エネルギーの発電所になり得るのか日本の海は再生可能エネルギーの発電所になり得るのか日本の海は再生可能エネルギーの発電所になり得るのか－２－２－２－２    

第1部 海洋再生可能エネルギーの賦存量と実証フィールド整 

備 

１）洋上風力発電の賦存量とポテンシャル 

一般社団法人日本風力発電協会（斉藤 哲夫） 

２）海洋エネルギーポテンシャルの把握に係る調査 

みずほ情報総研㈱（山田 博資） 

３）海洋エネルギー実現のための実証フィールド整備の提言 

東京大学（鈴木 英之） 

第2部 実用化が近い洋上風力発電とスマートグリッドの実証 

実験 

４）洋上風力発電システム実証研究の現状と将来展望 

東京大学（石原 孟） 

５）六ヶ所村スマートグリッド実証実験プロジェクト 

イオスエナジーマネジメント㈱（大塚 篤史） 

６）洋上風力発電施設の施工技術と課題 

五洋建設㈱（原 基久） 

第3部 東北地方太平洋沖地震津波による被災状況と復興に向 

けて 

７）海底地震計東北地方太平洋沖地震津波による被災状況と 

復興に向けて－海底地震計ネットワークによる緊急余震 

観測から見る平成23年東北地方太平洋沖地震 

への対応～ 

独立行政性法人港湾空港技術研究所（宮本 卓次郎） 
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    東京大学（篠原 雅尚） 

 ８）東日本大震災の津波報告－釜石湾口防波堤などの被害に 

ついて－ 

    独立行政法人港湾空港技術研究所（高橋 重雄） 

 ９）水産地域の被災現状と水産現場におけるエネルギー需 

要～復興と今後に向けて 

    東京海洋大学（中村 宏） 

 

第第第第42424242回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2012年1月23日 

於 日本大学理工学部 

海域火山の調査技術と成果について（明神礁噴火から海域火山の調査技術と成果について（明神礁噴火から海域火山の調査技術と成果について（明神礁噴火から海域火山の調査技術と成果について（明神礁噴火から60606060年を迎年を迎年を迎年を迎    

えて）えて）えて）えて）    

１）我が国の火山噴火と噴火予知 

NPO法人環境防災総合政策研究機構（藤井 敏嗣） 

２）伊豆半島・伊豆諸島の火山活動と海底観測 

    東京大学 （森田 裕一） 

３）海上保安庁における海底火山観測と今後の取り組み－明 

神礁噴火から60年を経て－ 

    海上保安庁（岩淵 洋） 

 ４）化学的手法による海底火山調査研究 

    東京工業大学（野上 健治） 

 ５）鹿児島県薩南諸島域の海域火山の観測とその活動－薩摩 

硫黄島・口永良部島・諏訪之瀬島－ 

    京都大学（井口 正人） 

 ６）海上保安庁における海域火山観測とその成果 

    海上保安庁（伊藤 弘志） 

 ７）海洋生態系の保全と海底鉱物資源の開発との調和 

    独立行政法人海洋研究開発機構（白山 義久） 

 ８）熱水鉱床と海底火山－明神海丘と明神礁カルデラについ 

て－    東京大学（飯笹 幸吉） 

 

第第第第43434343回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2013年1月29日 

於 日本大学理工学部 

海洋産業振興の現状と将来海洋産業振興の現状と将来海洋産業振興の現状と将来海洋産業振興の現状と将来    

１）第二期海洋基本計画と海洋産業の振興・創出について 

内閣官房総合海洋政策本部参与会議（湯原 哲夫） 

 ２）洋上風力発電を中心とする世界の動向 

    株式会社三井物産戦略研究所（織田 洋一） 

 ３）メタンハイドレートの海洋産出試験と商業生産に向けて

の課題 

    東京大学大学院工学系研究科（増田 昌敬） 

 ４）海底資源調査の民間事業について 

    株式会社フグロジャパン（山野 澄雄） 

 ５）海洋資源開発関連産業の現状と課題～大水深・サブシー

事業へのチャレンジ～ 

    新日鉄住金エンジニアリング株式会社（坂本 隆） 

 ６）エコマイニングをめざす海外の海底鉱物資源開発動向 

    大阪府立大学大学院（山崎 哲生） 

 ７）港湾分野の新たな展開～海洋開発と海洋エネルギー利用 

８）東日本大震災における漁業地域の復旧・復興及び今後の津

波防災対策に係る考え方 

財団法人漁港漁場漁村技術研究所（中村 隆） 

 

第第第第44444444回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2013年7月30日 

於 日本大学理工学部 

海洋調査技術の最新動向－音で見る技術を中心に－海洋調査技術の最新動向－音で見る技術を中心に－海洋調査技術の最新動向－音で見る技術を中心に－海洋調査技術の最新動向－音で見る技術を中心に－    

１）2011年3月11日 何が起きたか－地震と津波の被害 

独立行政法人港湾空港技術研究所（菅野 高弘） 

２）岩手県山田湾における水中瓦礫と食糧生産地域再生のため

の実証実験について 

独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所 

（澤田 浩一） 

３）港湾施設の調査手法の最新動向 

独立行政法人港湾空港技術研究所（松本 さゆり） 

４）受動的音響技術による海洋生物観測 

独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所 

（赤松 友成） 

５）水産音響機器の果たす役割と展望 

(有)フュージョン（鉛  進） 

６）医用超音波技術に学ぶ－最新の技術動向－ 

東京工業大学（蜂屋 弘之） 

７）海洋鉱物資源広域探査システムの概要 

東京大学（浅田 昭） 

 

第第第第45454545回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル回海洋工学パネル    

2014年7月28日 

於 日本大学理工学部 

沿岸域の津波防災沿岸域の津波防災沿岸域の津波防災沿岸域の津波防災の最前線の最前線の最前線の最前線    

１）東北地方太平洋沖津波による沿岸域の被災と今後の防災

・安全に関する方策 

国土交通省国土技術政策総合研究所（淺井 正） 

２）建築物の耐津波設計に関する規基準について 

国土交通省国土技術政策総合研究所（奥田 泰雄） 

３）津波の流体力学的特性を踏まえた津波外力評価式の提案 

公益財団法人名古屋産業科学研究所（松井 徹哉） 

４）津波漂流物の挙動と衝突荷重の評価法について 

日本大学（増田 光一） 

５）新しいプレストレスコンクリート構法を用いた津波避難ビ

ルの提案 

日本大学（浜原 正行） 

６）津波避難ビルおよび津波対策ビルに関する研究 

大成建設株式会社（伊藤 一教） 

７）津波避難ビル「アーチ・シェルター」および関連技術 

清水建設株式会社（渡辺 泰志） 

トピックス 

一般財団法人電力中央研究所（木原 直人） 
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