
              白鳳丸 研究航海報告      東京大学海洋研究所 

 

＊航海番号         KH－06－2 次研究航海 

 

＊観測海域   マリアナ諸島周辺海域・中西部太平洋亜熱帯域・フィリピン海・  

    琉球・北西太平洋亜熱帯海域・シャツキー海台  

 

＊航海期間   平成 18 年 6 月 2 日（金）～平成 18 年 9 月 5 日（火） 96 日間 

 

＊出港日時・場所  平成 18 年 6 月 2 日 14 時・東京港                  

 

＊入港日時・場所  平成 18 年 9 月 5 日 10 時・東京港 

 

＊寄港期間・場所  平成 18 年 6 月 13 日〜6 月 14 日・鹿児島港 

    平成 18 年 6 月 22 日～6 月 26 日・那覇港（外変） 

    平成 18 年 7 月 12 日〜7 月 15 日・アプラ港（グアム） 

    平成 18 年 7 月 27 日〜7 月 30 日・アプラ港（グアム）  

    平成 18 年 8 月 12 日〜8 月 15 日・アプラ港（グアム） 

 

＊航海の研究題目  ・西部亜熱帯太平洋におけるエアロゾル，微量金属，海洋生物の 

     生物地球化学的相互作用の研究 

    ・ニホンウナギ仔魚とクロマグロの回遊環境に関する研究 

    ・ウナギの産卵・回遊生態に関する研究 

    ・シャツキー海台域における表層生態系のダイナミクス 

 

＊主席研究員（氏名・所属・職名・e-mail アドレス◎は@） 

レグ 1（6 月 2 日〜6 月 23 日）植松光夫・東大海洋研・教授・uematsu◎ori.u-tokyo.ac.jp 

レグ 2（6 月 26 日〜7 月 12 日）木村伸吾・東大海洋研・教授・s-kimura◎ori.u-tokyo.ac.jp 

レグ 3（7 月 15 日〜7 月 27 日）塚本勝巳・東大海洋研・教授・ktpc◎ori.u-tokyo.ac.jp 

レグ 4（7 月 30 日〜8 月 12 日）小松輝久・東大海洋研・助教授・komatsu◎ori.u-tokyo.ac.jp 

レグ 5（8 月 15 日〜9 月 5 日）大竹二雄・東大海洋研・教授・otake◎ori.u-tokyo.ac.jp 

 

＊ 研究内容，主調査者（e-mail アドレス），観測項目 

1. 生物・化学的応答を引き起こす物質の海洋－大気間におけるリンケージに関する研究 

・植松光夫（uematsu◎ori.u-tokyo.ac.jp）大気エアロゾル捕集，大気エアロゾル濃度 

 測定，大気中オゾン濃度測定，海水表層懸濁物 

・津田敦（tsuda◎ori.u-tokyo.ac.jp）プランクトン採取，クロロフィル a 測定 

・小畑 元 (obata◎ori.u-tokyo.ac.jp) 海水中微量金属，同位体（O, Nd, Ce），大気中 



 水素同位体 

・白井厚太朗（kshirai◎ori.u-tokyo.ac.jp）海水中の希ガス濃度・同位体分析 

・ 角皆 潤 (urumu◎ep.sci.hokudai.ac.jp) 海水，大気中の安定同位体比を使った 

 海水生態系の応答 

・永尾一平 (i.nagao◎nagoya-u.jp)海洋と大気の DMS とその関連物質の測定 

・ 大森裕子（chako-415◎hotmail.co.jp）海水中溶存有機物 CDOM の鉛直分布と生産・ 

 分解過程 

  ・石井雅男 (mishii◎mri-jma.go.jp) 表面海水の二酸化炭素分圧，全炭酸濃度， 

   全アルカリ度，全炭酸の 13C/12C 同位体比 

 

２．微量金属供給と窒素固定生物の生産に関する研究 

・武田 重信 (atakeda◎mail.ecc.u-tokyo.ac.jp) 鉄有機配位子，窒素固定生物の分布 

 および生態，ナノシアノバクテリアの窒素固定活性に及ぼすリンの影響，新生産の測定 

・ 鈴木 光次 (kojis◎ees.hokudai.ac.jp) 植物プランクトンの現存量と群集組成，窒素 

 固定生物の分布の推定 

・ 三野 義尚 (kuro◎hyarc.nagoya-u.ac.jp) 培養実験による窒素固定速度の実測， 

 懸濁態窒素（PN）の 15N 自然存在比，植物プランクトンの光合成パラメータの測定 

・ 中塚 清次 (nakatuka◎inter3.kuicr.kyoto-u.ac.jp) 亜熱帯域における生物活性微量 

 金属元素 (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb)の分布，アルカリファスホターゼの鉛直変動と 

 酵素活性，Mo-精密分析とその同位体分析，貧栄養海域における P, Fe 供給と生物学的 

 応答評価 

 

３．人為的海洋環境かく乱が与える海洋物質循環過程への影響評価のための基礎研究 

    ・鈴村 昌弘 (suzumura◎ni.aist.go.jp)  CO2 海洋隔離による細菌の有機物代謝過程 

   への影響評価，メタン・亜酸化窒素生成要因 

 

４．沖ノ鳥島のサンゴ骨格中の微量元素による海洋環境復元 

・白井 厚太朗（kshirai◎ori.u-tokyo.ac.jp），渡邊 剛（nabe◎ep.sci.hokudai.ac.jp） 

 

5. ニホンウナギ仔魚およびクロマグロ仔魚の採集 

  ・北川貴士（takashik◎ori.u-tokyo.ac.jp）IKMT ネット採集 

 

6. ウナギ産卵場の解明 

・ 塚本勝巳（ktpc◎ori.u-tokyo.ac.jp），青山 潤（jaoyama◎ori.u-tokyo.ac.jp） 

 大型 ORI ネット採集，遺伝子解析実験 

 

7. ウナギ仔魚の生理・生態学的研究 

・ 鈴木 譲（ayuzuru◎mail.ecc.u-tokyo.ac.jp）大型 ORI ネット採集，飼育 



 

8. ウナギ産卵場周辺海域の生物相の解明 

・ 福井 篤志（afukui◎scc.u-tokai.ac.jp），松本亜沙子（amatsu◎ori.u-tokyo.ac.jp） 

 大型 ORI ネット採集，NORPAC ネット採集，ドレッジ，ランダー 

 

9. ウナギ産卵海域の海洋環境計測 

  ・木村伸吾(*****◎ori.u-tokyo.ac.jp, *****は s-kimura) CTD，ADCP 

 

10. 外洋性ウミアメンボ類の分布・生態と環境要因に対する応答機能 

  ・原田哲夫（haratets◎cc.kochi-u.ac.jp）ニューストンネット採集，飼育実験 

 

11. シャツキー海台域における底次生産環境 

  ・小松輝久（komatsu◎ori.u-tokyo.ac.jp）MOCNESS 採集 

 

12. シャツキー海台域における小型浮き魚類稚魚の生態 

  ・青木一郎（aoki◎mail.ecc.u-tokyo.ac.jp）フレームトロール採集 

 

13. シャツキー海台域における表層海洋環境 

  ・浅野啓輔（asano◎nenv.k.u-tokyo.ac.jp）CTD 

 

14. シャツキー海台域における流れ藻 

  ・小松輝久（komatsu◎ori.u-tokyo.ac.jp）たも網 

 

＊乗船研究者氏名・所属・職名 

（レグ 1） 

植松 光夫・東京大学海洋研究所・教授 

津田 敦・東京大学海洋研究所・助教授 

小川 浩史・東京大学海洋研究所・助教授 

小畑 元・東京大学海洋研究所・講師 

中山 典子・東京大学海洋研究所・助手 

成田 祥・東京大学海洋研究所・産学官連携研究員 

福田 秀樹・東京大学海洋研究所・産学官連携研究員 

小熊 健治・東京大学海洋研究所・観測技術員 

岩本 洋子・東京大学海洋研究所・大学院学生 

目黒 亜衣・東京大学海洋研究所・大学院学生 

日佐戸友美・東京大学海洋研究所・大学院学生 

徳江 有里・東京大学海洋研究所・大学院学生 

川口 慎介・東京大学海洋研究所・大学院学生 



白井 厚太朗・東京大学海洋研究所・大学院学生 

徳竹 大地・東京大学海洋研究所・大学院学生 

田副 博文・東京大学海洋研究所・大学院学生 

水上 碧・東京大学海洋研究所・大学院学生 

真野 佑輝・東京大学海洋研究所・大学院学生 

角皆 静男・北海道大学・名誉教授 

角皆 潤・北海道大学大学院理学研究院・助教授 

渡邊 剛・北海道大学大学院理学研究院・講師 

中川 書子・北海道大学大学院理学研究院・助手 

今野 祐多・北海道大学大学院理学院・大学院学生 

木戸 唯介・北海道大学大学院理学院・大学院学生 

鈴木 光次・北海道大学大学院地球環境科学研究院・助教授 

高村 友海・北海道大学大学院環境科学院・大学院学生 

工藤 勲・北海道大学大学院水産科学研究院・助教授 

内宮 万里央・北海道大学大学院環境科学院・大学院学生 

武田 重信・東京大学大学院農学生命科学研究科・助教授 

北島 聡・東京大学大学院農学生命科学研究科・大学院学生 

塩崎 拓平・東京大学大学院農学生命科学研究科・大学院学生 

大森 裕子・筑波大学大学院生命環境科学研究科・大学院学生 

三野 義尚・名古屋大学地球水循環研究センター・助手 

永尾 一平・名古屋大学大学院環境学研究科・助手 

青木 のり子・名古屋大学大学院環境学研究科・大学院学生 

中塚 清次・京都大学大学院理学研究科・大学院学生 

河野 友浩・京都大学大学院理学研究科・大学院学生 

鈴村 昌弘・産業技術総合研究所環境管理技術研究部門・主任研究員 

鶴島 修夫・産業技術総合研究所環境管理技術研究部門・主任研究員 

山田 奈海葉・産業技術総合研究所環境管理技術研究部門・研究員 

石井 雅男・気象庁気象研究所地球化学研究部・主任研究官 

齊藤 宏明・水産総合研究センター東北区水産研究所・室長 

吉田 和弘・マリン･ワーク･ジャパン・観測技術員 

 

（レグ 2） 

木村伸吾・東京大学海洋研究所・教授 

青山 潤・東京大学海洋研究所・助手 

伊藤幸彦・東京大学海洋研究所・助手 

北川貴士・東京大学海洋研究所・助手 

永江英雄・東京大学海洋研究所・技術専門員 

石垣秀雄・東京大学海洋研究所・技術職員 



渡邊 俊・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

篠田 章・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

ミラー，マイケル・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

金 熙容・東京大学海洋研究所・学振外国人特別研究員 

黒木真理・東京大学海洋研究所・大学院学生 

加藤慶樹・東京大学海洋研究所・大学院学生 

福田野歩人・東京大学海洋研究所・大学院学生 

三宅陽一・東京大学海洋研究所・大学院学生 

銭本 彗・東京大学海洋研究所・大学院学生 

山岡直樹・東京大学海洋研究所・大学院学生 

宮崎幸恵・東京大学海洋研究所・大学院学生 

澤田悦子・東京大学海洋研究所・大学院学生 

萩原聖士・東京大学海洋研究所・大学院学生 

ファン，ソンド・韓国水産科学院・研究員 

ボルジャ，ヴァレリアーノ メネス・水産開発研究所（フィリピン）・研究員 

横川真一朗・マリンワークジャパン・観測技術員 

 

（レグ３） 

塚本勝巳・東京大学海洋研究所・教授 

木村伸吾・東京大学海洋研究所・教授 

青山 潤・東京大学海洋研究所・助手 

大矢真知子・東京大学海洋研究所・技術専門員 

石垣秀雄・東京大学海洋研究所・技術職員 

渡邊 俊・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

篠田 章・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

ミラー，マイケル・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

松本亜沙子・東京大学海洋研究所・教務補佐員 

黒木真理・東京大学海洋研究所・大学院学生 

加藤慶樹・東京大学海洋研究所・大学院学生 

福田野歩人・東京大学海洋研究所・大学院学生 

銭本 彗・東京大学海洋研究所・大学院学生 

山岡直樹・東京大学海洋研究所・大学院学生 

宮崎幸恵・東京大学海洋研究所・大学院学生 

澤田悦子・東京大学海洋研究所・大学院学生 

萩原聖士・東京大学海洋研究所・大学院学生 

河辺元子・東京大学大学院農学生命科学研究科・大学院学生 

衛藤 望・東海大学大学院海洋学研究科・大学院学生 

望岡典隆・九州大学大学院農学研究院・助手 



横瀬久芳・熊本大学大学院自然科学研究科・助教授 

李 泰源・忠南大学（韓国）・教授 

山田祥朗・いらご研究所・所長代理 

阿井文瓶・科学ジャーナリスト 

小山靖弘・NHK（日本放送協会）・ディレクター 

海老沢洋・NHK（日本放送協会）・カメラマン 

有吉俊典・瀬戸内海放送・カメラマン 

川上太一・海洋電子（株）・営業技術部長 

小澤知史・マリンワークジャパン・観測技術員 

 

（レグ４） 

小松輝久・東京大学海洋研究所・助教授 

五十嵐千秋・東京大学海洋研究所・技術専門員 

石垣秀雄・東京大学海洋研究所・技術職員 

三上温子・東京大学海洋研究所・大学院学生 

田上英明・東京大学海洋研究所・大学院学生 

佐川龍之・東京大学海洋研究所・大学院学生 

ブアニエ，エチエヌ・東京大学海洋研究所・大学院学生 

日下 崇・東京大学海洋研究所・大学院学生 

浅野啓輔・東京大学海洋研究所・大学院学生 

鈴江真由子・東京大学海洋研究所・大学院学生 

青木一郎・東京大学大学院農学生命科学研究科・教授 

田中寛繁・東京大学大学院農学生命科学研究科・農学特定研究員 

山野上祐介・東京大学海洋研究所・学振特別研究員 

鈴木門土・東京大学大学院農学生命科学研究科・大学院学生 

金子貴臣・東京大学大学院農学生命科学研究科・大学院学生 

小澤知史・マリンワークジャパン・観測技術員 

 

（レグ５） 

大竹二雄・東京大学海洋研究所・教授 

青山 潤・東京大学海洋研究所・助手 

大矢真知子・東京大学海洋研究所・技術専門員 

石垣秀雄・東京大学海洋研究所・技術職員 

渡邊 俊・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

篠田 章・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

ミラー，マイケル・東京大学海洋研究所・リサーチフェロー 

松本亜沙子・東京大学海洋研究所・教務補佐員 

金 熙容・東京大学海洋研究所・学振外国人特別研究員 



福田野歩人・東京大学海洋研究所・大学院学生 

三宅陽一・東京大学海洋研究所・大学院学生 

銭本 彗・東京大学海洋研究所・大学院学生 

山岡直樹・東京大学海洋研究所・大学院学生 

宮崎幸恵・東京大学海洋研究所・大学院学生 

澤田悦子・東京大学海洋研究所・大学院学生 

萩原聖士・東京大学海洋研究所・大学院学生 

冨田泰生・東京大学海洋研究所・大学院学生 

鈴木 譲・東京大学大学院農学生命科学研究科・教授 

高見宗広・東海大学大学院海洋学研究科・大学院学生 

植松一眞・広島大学大学院生物圏科学研究科・教授 

原田哲夫・高知大学教育学部・助教授 

井上貴雄・高知大学大学院教育学研究科・大学院学生 

石橋貴雅・高知大学大学院教育学研究科・大学院学生 

ベイリー，デヴィッド マーク・アバディーン大学（英国）・研究員 

エンリケス，カミラ イネス リベイロ・アバディーン大学（英国）・研究員 

阿井文瓶・科学ジャーナリスト 

横川真一朗・マリンワークジャパン・観測技術員 

 

 

 

＊航跡・測点図 
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