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海洋深層水利用学会ニュース目次

海洋深層水利用研究会ニュースJADOWA NEWS

題目（執筆者等）

第1巻第1号
（1997年6月）

・会長挨拶「学術的研究交流のメッセージボードに期待する」（酒匂敏次　会長，東海大学）
・研究会の設立に寄せて（丸山剛司　科学技術庁研究開発局海洋地球議長，上之門量三　水産庁振興部開発課長，李
慶遠　IOA名誉会長）
・研究会の概要（設立趣意書，設立発起人一覧，会則，事業計画・予算，役員・委員会）
・特集「高知県における海洋深層水研究」（谷口道子　高知県海洋深層水研究所）
・情報コーナー（富山県における深層水利用研究の取組み，静岡県における深層水利用研究の取組み，沖縄県での海
洋深層水事業の取組み状況，IOA’97シンポジウムの報告）
・お知らせ（設立総会・幹事会報告，第1回全国大会案内，ロゴマーク）

第1巻第2号
（1997年12月）

・特集「富山県における海洋深層水利用研究」（奈良昇　富山県水産試験場）
・研究報告「海洋深層水を利用した高付加価値製品（色素）の製造に関する研究」（山岡到保　中国工業技術研究所）
・情報コーナー（高知県における深層水利用研究の取組み，室戸市での海洋深層水事業への取組み）
・団体会員の紹介（日本水産（株）中央研究所，日本郵船（株））
・会員からのお便り（深見公雄　高知大学，久武睦夫　高知県工業技術センター）
・お知らせ（第1回全国大会報告，幹事会報告）

第2巻第1号
（1998年7月）

・会長挨拶「第2年度のスタートにあたって」（酒匂敏次　会長，東海大学）
・1998年度事業報告（役員・委員会・事務局，事業計画・予算，会則）
・特集「科学技術振興調整費による深層水研究の実施」（松浦勉　宇宙開発事業団）
・研究報告「海洋深層水の特性を利用した餌料性珪藻の培養およびそれを用いたアワビ種苗の生産」（深見公雄　高
知大学）
・情報コーナー（北海道における深層水利用可能性調査の取組み，海洋深層水で町の活性化をめざす熊石町，羅臼町
での深層水と地域振興への取組み）
・団体会員の紹介（クロレラ工業（株））
・お知らせ（総会・幹事会報告，第2回全国大会案内）
・会員からのお便り（浅川良住　浅川自然食品工業）

第2巻第2号
（1998年12月）

・特集「海洋深層水の利用―実用化に向けて―」（中島敏光　海洋科学技術センター）
・研究報告「海洋深層水飼育による養殖魚の品質改善」（井上広滋　日本水産（株）中央研究所，森岡克司　高知大学
農学部）
・情報コーナー（三重県の深層水と地域振興への取組み，滑川市における海洋深層水施設）
・団体会員の紹介（清水建設（株），（株）関西総合環境センター）
・お知らせ（シンポジウム報告，第2回全国大会報告，幹事会報告）
・会員からのお便り（新井陽一郎　シュウウエムラ化粧品）

第3巻第1号
（1999年6月）

・特集「海洋深層水利用研究に関連する国の研究プロジェクト」（藤田健一　科学技術庁研究開発局，堀越伸幸　水
産庁漁港部，福島信一郎　通産省資源エネルギー庁）
・1999年度事業概要（役員・委員会・事務局，事業計画・予算）
・研究報告「室戸岬海洋深層水についての研究・利用を振り返って」（谷口道子　高知県海洋深層水研究所）
・研究報告「深層水利用による深海性バイ類の飼育研究」（瀬戸陽一　富山県水産試験場）
・用語解説（海洋深層水（Deep Ocean Water））
・深層水利用促進委員会からのメッセージ「深層水利用に関するアンケート調査結果報告」 （松里寿彦　水産庁中央水
産研究所）
・情報コーナー（静岡県の深層水事業への取組み状況，「海ヤカラ1号」と魚の鮮度保持試験）
・団体会員の紹介（古河電気工業（株）・古河産業（株），（株）水土舎
・お知らせ（総会・幹事会報告，第3回全国大会案内）
・製品紹介（海洋深層水豆腐）
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第3巻第2号
（1999年12月）

・特集「海洋深層水に関する特許の現状と課題」（森野仁夫　清水建設）
・研究報告「富山県における深層水利用研究技術開発」（中村弘二　富山県水産試験場）
・研究報告「洋上型海洋深層水取水システムの検討」（大塚耕司・板東晃功　大阪府立大学）
・用語解説（自然湧昇（Natural Upwelling）と人工湧昇（Arti�cial Upwelling））
・情報コーナー（富山県入善町の深層水利用計画，駿河湾深層水の有効利用）
・団体会員の紹介（（株）東京久栄，東洋紡績（株））
・お知らせ（幹事会報告，論文誌の発行，第1回情報交換会報告，第3回全国大会報告，酒向会長Compass International 

Award受賞）
・会員からのお便り（藤田大介　富山県水産試験場）

第4巻第1号
（2000年6月）

・会長挨拶「第4年度をむかえて」（酒匂敏次　会長，東海大学）
・2000年度事業概要（役員・委員会・事務局，事業計画・予算，会則）
・特集「沖縄県における海洋深層水の利用研究」（当真武　沖縄県海洋深層水研究所）
・トピックス「深層水による洋上肥沃化構想」（井関和夫　水産庁瀬戸内海区水産研究所）
・トピックス「海洋深層水の研究拠点深層水分析研究棟」（黒山順二　海洋科学技術センター）
・情報コーナー（小笠原諸島父島における深層水利用計画，米日における洋上海洋牧場構想の進捗状況）
・用語解説（有機物の生産と分解，真光層（Euphotic Layer）と補償深度（Compensation Depth））
・第2回情報交換会報告
・団体会員の紹介（（財）電力中央研究所，赤穂化成（株））
・お知らせ（幹事会・総会報告，第4回全国大会案内，第3回情報交換会案内，論文投稿案内，出版物紹介）

第4巻第2号
（2000年12月）

・特集「ハワイ自然エネルギー研究機構（NELHA）の概要」（高橋正征　東京大学）
・トピックス「室戸市における海洋深層水の利用状況について」（仙頭喜一郎　室戸市）
・トピックス「鋼管による海洋深層水取水の可能性」（足達康行　東京久栄）
・情報コーナー（静岡県の取水施設整備状況について，富山県における深層水関連の動き，平成12年度第2回産官学
技術移転交換会「海洋深層水の可能性を探る」）
・用語解説（海洋温度差発電，脱塩・製塩技術）
・お知らせ（第3回情報交換会報告，第4回全国大会報告，幹事会報告，海洋深層水に関連した海水の科学シンポジウ
ム案内，新刊案内）
・団体会員の紹介（大成建設（株），五洲薬品（株））
・論文誌「海洋深層水研究」投稿規程

第5巻第1号
（2001年6月）

・会長挨拶「21世紀の開幕と海洋深層水利用研究会（酒匂敏次　会長，東海大学）
・2001年度事業概要（役員・委員会・事務局，事業計画・予算）
・特集「海洋深層水と健康」
　（1）食品と海洋深層水（鈴木平光・伊藤美保　食品総合研究所）
　（2）室戸海洋深層水の炎症性細胞への影響～免疫応答の基礎から考える～（富永明・渡部嘉哉　高知医科大学）
　（3）海洋深層水をベースとした健康飲料（太井秀行・中川光司・中島宏　赤穂化成）
・トピックス「海洋科学技術センターにおける新たな海洋深層水利用研究構想」（海洋科学技術センター海洋深層水
研究プロジェクトチーム）
・トピックス「インド洋における海洋温度差発電実証プロジェクト」（池上康之　佐賀大学）
・会員からの便り（中原裕幸　海洋産業研究会）
・情報コーナー（北海道羅臼町における海洋深層水利用計画について，北海道熊石町の海洋深層水にかける夢）
・用語解説（磯焼け，日本海固有水（Japan Sea Proper Water））
・団体会員の紹介（（株）テトラ，（社）日本栽培漁業協会）
・お知らせ（幹事会・総会報告，第4回情報交換会報告，第5回全国大会案内，新刊案内，ニュースレターの編集方
針）

第5巻第2号
（2001年12月）

・特集「海洋深層水が環境に与える影響第1部」
　（1）深層水の放流（池田知司　関西総合環境センター）
　（2）磯焼け～海洋深層水への期待～（藤田大介　富山県水産試験場）
・会員からの便り（但馬沖深層水利用研究協議会）
・トピックス「民間主導で初の取水施設」（松尾茂之　三浦ディーエスダブリュ）
・トピックス「駿河湾深層水の取水及び試験給水を開始」（高瀬進　静岡県農林水産部）
・第5回情報交換会報告
・情報コーナー（新潟県佐渡島における海洋深層水利活用事業の動き，第5回全国大会報告）
・用語解説（栄養塩類（Nutrient），北太平洋中層水（North Paci�c Intermediate Water））
・団体会員の紹介（富山化学工業（株），東レ（株））
・お知らせ（幹事会報告）
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第6巻第1号
（2002年6月）

・会長挨拶「発足6年目に入って」（酒匂敏次　会長，東海大学）
・2002年度事業概要（役員・委員会・事務局，事業計画・予算）
・特集「海洋深層水が環境に与える影響第2部」
　（1）海洋深層水汲み上げと二酸化炭素（原田晃　産業技術総合研究所）
　（2）海洋深層水のエネルギー量（高野健三　筑波大学名誉教授）
・トピックス「人工湧昇流漁場へのチャレンジ」（畔田正格　マリノフォーラム21）
・トピックス「クルマエビ・母エビ養成に成功」（玉城英信　沖縄県海洋深層水研究所）
・会員からの便り（嵯峨山積　北海道立地質研究所）
・情報コーナー（韓国における海洋深層水利用の動向）
・用語解説（黒潮と親潮，海藻（Marine Algae, Seaweed）と海草（Sea Grass））
・団体会員の紹介（三菱重工業（株），（株）タナカショク）
・第6回情報交換会報告
・お知らせ（幹事会・総会報告，学術団体として認可，第6回全国大会案内，新刊案内）

第6巻第2号
（2002年12月）

・特集「海洋深層水汲み上げの権利と義務について」
　（1）海洋深層水利用の権利と義務（松里壽彦　水産総合研究センター）
　（2）海洋深層水利用メリットの科学的根拠に関する問題（高橋正征　東京大学）
　（3）室戸海洋深層水を用いた商品づくり（池田敏宏　高知県海洋局）
・トピックス「入善海洋深層水活用施設が完成分水を開始」（鍋谷良和　富山県入善町）
・トピックス「海洋深層水共同研究センター（室戸市での産学官共同研究施設の整備）」（田島健司　高知県海洋深層
水研究所）
・情報コーナー（飲用海洋深層水の表示について）
・第7回情報交換会報告
・会員からの便り（浅川良住浅川自然食品工業）
・第6回全国大会報告
・用語解説（微細藻類（Microalgae），ミネラルウォーター（Mineral Water））
・団体会員の紹介（芙蓉海洋開発（株），久米島海洋深層水開発（株））
・お知らせ（幹事会報告，新刊紹介）

第7巻第1号
（2003年6月）

・会長挨拶「脱皮の季節を迎えて」（酒匂敏次　会長，東海大学）
・2003年度事業概要（役員・委員会・事務局，2002年度事業・収支報告，事業計画・予算）
・特集「海洋深層水の農業への有効利用-1」
　（1）沖縄県海洋深層水研究所の取組み（兼島盛吉　沖縄県海洋深層水研究所）
　（2）冷熱の水耕栽培への利用（松岡孝尚・北野雅治・石川勝美　高知大学）
・トピックス「公開シンポジウム高知の誇る資源海洋深層水」（深見公雄　高知大学）
・トピックス「甑島からのチャレンジ」（瀧津俊二　下甑村）
・情報コーナー（21世紀の焼津市の地域資源駿河湾深層水）
・会員からの便り（宮城弘　沖縄県企画開発部）
・用語解説（海洋深層水氷（Deep Seawater Ice），タラソテラピー（Thalassotherapy））
・団体会員の紹介（（株）日本エコエネルギー研究所，（財）環境地質科学研究所）
・お知らせ（幹事会・総会報告，第9回情報交換会案内，第7回全国大会案内）
・第8回情報交換会報告

第7巻第2号
（2003年12月）

・特集「海洋深層水の農業への有効利用-2」
　（1）トマト生産への利用のための生理学的検証（北野雅治・石川勝美・松岡孝尚・和島孝浩　高知大学）
　（2） 海洋深層水を利用したエノキタケ栽培（横田慎二横田きのこ，今西隆男，深田英久　高知県立森林技術セン

ター）
・トピックス「高知県工業技術センターでの海洋深層水研究の取組み」（加藤麗奈・北村有里・浜田和秀　高知県工
業技術センター）
・トピックス「佐賀大学海洋エネルギー研究センターの紹介」（池上康之　佐賀大学）
・トピックス「静岡県における海洋深層水研究施設の完成」（五十嵐保正　静岡県水産試験場）
・第9回情報交換会報告
・第7回全国大会報告
・会員からの便り（田畑秀哉　北海道熊石町）
・用語解説（にがり（Bittern），海洋深層水と冷房（Air Conditioning by Deep Seawater））
・団体会員の紹介（（社）海洋産業研究会，（株）エコニクス）
・お知らせ（幹事会報告）
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第8巻第1号
（2004年6月）

・会長挨拶「コミュニケーション新時代」（酒匂敏次　会長，東海大学）
・2004年度定期総会報告（2003年度事業・収支報告2004年度事業計画・予算，役員・委員・事務局）
・特集「エネルギー使用合理化海洋資源活用システム開発」（角湯正剛・木村春男・清水勝公・池田知司・森野仁夫
プロジェクト分科会各主査・副主査）
・トピックス「マダラ親魚の深層水施設による早期採卵と種苗生産に成功」（堀田和夫　富山県水産試験場，荒井大
介・渡辺研一　水産総合研究センター能登島栽培漁業センター）
・トピックス「佐渡海洋深層水利活用施設完成」（熊谷圭一　佐渡市）
・第10回情報交換会報告
・情報コーナー（ホームページがオープンしました）
・用語解説（温排水（Thermal Discharge），生物連行（Biological Entrainment））
・団体会員の紹介（（株）本間組，（社）マリノフォーラム21）
・お知らせ（幹事会・総会報告，第8回全国大会案内）

第8巻第2号
（2004年12月）

・特集「高知県海洋深層水研究所，沖縄県海洋深層水研究所，富山県水産試験場の水産への取組み」
　（1）高知県における水産への取組み（森山貴光　高知県海洋深層水研究所）
　（2）沖縄県海洋深層水研究所における水産分野への取組み（平手康市　沖縄県海洋深層水研究所）
　（3）富山県水産試験場における海洋深層水を利用した研究の紹介（宮崎統五　富山県水産試験場）
・トピックス「石川県内浦町の海洋深層水取水施設の完成」（谷内田賢治　石川県内浦町，小林光雄・山中新　大成建設）
・トピックス「ノルウェーのボード―地域大学における海洋深層水の取水施設の紹介」（藤田大介　東京海洋大学）
・トピックス「高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科の内容とそれが目指すもの」（深見公雄　高知大学）
・情報コーナー（第8回全国大会報告，ホームページ編集委員会からのご報告）
・用語解説（栽培漁業（Fisheries Stock Enhancement））
・団体会員の紹介（鹿島建設（株），ニュー百楽荘）
・お知らせ（幹事会報告，ニュースレターバックナンバーの配布）

第9巻第1号
（2005年6月）

・会長挨拶「学会発足を前にして」（酒匂敏次　会長，東海大学）
・2005年度定期総会報告（役員紹介，2004年度事業・収支報告，2005年度事業・予算）
・特集「タラソテラピー施設紹介」
　（1）海洋深層水温浴施設「バーデハウス久米島」の紹介（平良朝幸　久米島町）
　（2）焼津市駿河湾深層水体験施設（タラソ関連施設）整備に関する焼津市の取組み（焼津市）
・トピックス「深層水取水技術ワークショップの報告」（大塚耕司　大阪府立大学）
・トピックス「第4回を迎えた入善海洋深層水ふれあいデー」（井田信也　入善町）
・トピックス「海洋深層水に関する特許について」（大貫麻子　海洋産業研究会）
・情報コーナー（海外の取水施設の取組み（台湾），海洋肥沃化装置「拓海」の実験について）
・用語解説（機能性食品（Functional Foods），トクホ特定保健用食品（Food for Special Health Uses））
・団体会員の紹介（五洋建設（株），焼津水産化学工業（株））
・お知らせ（幹事会・総会報告，第9回全国大会案内）

第9巻第2号
（2005年12月）

・トピックス「みえ尾鷲海洋深層水取水・分水事業のスタート」（奥村英仁　尾鷲市）
・ニュースレターの論文誌への併合について（藤田大介　ニュースレター編集委員長，東京海洋大学）
・海洋深層水利用研究会ニュース総目次
・第9回全国大会報告
・お知らせ（幹事会報告）

海洋深層水利用学会ニュースDOWAS NEWS

題目（執筆者等）

第10巻第1号
（2007年4月）

・能登海洋深層水の利活用（鵜垣厚夫　石川県能都町海洋深層水対策室）
・新刊本紹介「海洋深層水の多面的利用」「海洋深層水利用学」（大塚耕司　大阪府立大学）

第10巻第2号
（2007年9月）

・ニュースレターについて（大久保澄　ニュースレター編集委員，大成建設）
・新刊本紹介「海のミネラル学」（大塚耕司　大阪府立大学）
・2007年度定期総会報告（2006年度事業・収支報告，2007年度事業・予算）
・理事会報告（事務局）

第11巻第1号
（2008年2月）

・駿河湾深層水の利活用について―焼津市地域間交流体験施設の整備に関する取組み―（土屋直一　焼津
市経済部）

第11巻第2号
（2008年6月）

・台湾における海洋深層水の資源利用の現状と利用計画（高橋正征　会長）
・韓国における海洋深層水利用の現状（中島敏光　京東大学校）
・2008年度総会・理事会報告（理事選挙結果報告，2007年度事業・収支報告，2008年度事業・予算）
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第11巻第3号
（2008年12月）

・第12回全国大会報告（藤田大介　実行委員長，東京海洋大学）
・海洋深層水栽培コンブを使用したコンブ加工食品の開発（大塚耕太郎　KOフードテック）
・DSW縁の下の力持ち①～深層水を支える人々～「駿河湾深層水編」（岡本一利　静岡県水産技術研究所）

第12巻第1号
（2009年12月）

・岩手県における海洋深層水の活用状況について（大越俊也　岩手県商工労働観光部）
・DSW縁の下の力持ち②～深層水を支える人々～「高知県海洋深層水編」（津島貴弘　高知県海洋深層水
研究所）
・2009年度総会・理事会報告（2008年度事業・収支報告，2009年度事業・予算）

第12巻第2号
（2010年2月）

・第13回全国大会報告（清水勝公　研究発表企画委員会委員長，清水建設）
・特別シンポジウム報告（高橋正征　会長）
・DSW縁の下の力持ち③～深層水を支える人々～「沖縄県海洋深層水編」（兼島盛吉　沖縄県海洋深層水
研究所）
・理事会報告

第13巻第1号
（2010年8月）

・DSW縁の下の力持ち④～深層水を支える人々～「富山県海洋深層水編」（松村航　富山県水産総合技術
センター）
・東京大学伊豆大島海洋深層水取水施設について（大内一之　東京大学）
・2010年度総会・理事会報告（2009年度事業・収支報告，2010年度事業・予算）

第14巻第1号
（2011年8月）

・第14回全国大会報告（山本隆司　実行委員長，沖縄県海洋深層水研究所）
・2011年度総会・理事会報告（2010年度事業・収支報告，2011年度事業・予算）

第14巻第2号
（2012年3月）

・第15回全国大会報告（山田勝久　実行委員長，DHC）
・理事会報告

第15巻第1号
（2012年7月）

・DSW縁の下の力持ち⑤～深層水を支える人々～「株式会社DHC海洋深層水研究所編」（山田勝久　DHC

海洋深層水研究所）
・2012年度総会・理事会報告（2011年度事業・収支報告，2012年度事業・予算）

第15巻第2号
（2012年12月）

・ものづくり基盤強化のための技術人材育成講座「分析化学（深層水編）」―深層水成分分析講座―（竹家均・
津島貴弘　高知県海洋深層水研究所，隅田隆・伊吹哲・岡崎由佳・矢野雄也　高知県工業技術センター）
・首都圏在住の若者は海洋深層水についてどれくらい知っているか～学生に対するアンケートから～（藤
田大介　東京海洋大学）
・DSW縁の下の力持ち⑥～深層水を支える人々～「東京都大島町海洋深層水編」（磯村裕行　ペンション
ごろんごろん）

第15巻第3号
（2013年3月）

・第16回全国大会報告（清水勝公　研究発表企画委員会委員長，清水建設）
・理事会報告

第16巻第1号
（2013年7月）

・DSW縁の下の力持ち⑦～深層水を支える人々～「熊石海洋深層水総合施設」（黒丸勤　八雲町熊石総合
支所）
・2013年度総会・理事会報告（2012年度事業報告，2013年度事業）

第16巻第2号
（2013年9月）

・海洋深層水利用商品に関する消費者アンケート調査結果（山上佳範　寒地港湾技術研究センター
・DSW縁の下の力持ち⑧～深層水を支える人々～「北海道日本海岩内海洋深層水編」（川南拓丸　岩内町
地場産業サポートセンター）

第16巻第3号
（2013年12月）

・第17回全国大会報告（清水勝公　研究発表企画委員会委員長，清水建設）
・DSW縁の下の力持ち⑨～深層水を支える人々～「北海道知床らうす深層水編」（山石秀樹　羅臼水産商
工観光課）
・理事会報告

第16巻第4号
（2014年3月）

・赤穂化成株式会社の取組み（中川光司　赤穂化成）
・DSW縁の下の力持ち⑩～深層水を支える人々～「みえ尾鷲海洋深層水施設・アクアステーション編」
（原田聖史　みえ尾鷲海洋深層水アクアステーション）

第17巻第1号
（2014年10月）

・久米島海洋深層水複合利用基本調査とその後の展開（岡村盡　ゼネシス）
・伊豆赤沢海洋深層水の研究と企業としての取組みについて（山田勝久　DHC海洋深層水研究所）
・2014年度総会・理事会報告（2013年度事業・収支報告，2014年度事業・予算）

第17巻第2号
（2014年12月）

・台日海洋深層水取水技術および産業発展交流ワークショップ・台湾深層海水資源利用学会設立大会参加
報告（黄秉益　台湾石材・資源産業研究発展センター）
・国際海洋資源・エネルギー利活用推進コンソーシアム設立について（中村幸雄　久米島町）
・会員の声「DOWAS高橋会長のTechno-Ocean 2014における基調講演について」（中原裕幸　海洋産業研究
会）
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第17巻第3号
（2014年12月）

・第18回全国大会報告（清水勝公　研究発表企画委員会委員長，清水建設）
・伊万里市で開催された海洋深層水利活用市民セミナー（田中克典　伊万里市）
・久米島で開催された日米第1回再生可能エネルギーワークショップ（高橋正征　会長）

第17巻第4号
（2015年3月）

・深海未来都市構想OCEAN SPIRAL（竹内真幸・吉田郁夫　清水建設）

第18巻第1号
（2015年11月）

・オイスターの未来を創り，食文化の進歩発展に貢献する（鷲足恭子　ヒューマンウェブ沖縄久米島研究
所）

第18巻第2号
（2015年11月）

・カリブ海のキュラソー島におけるオーシャン・エコパーク計画（高橋正征　会長）
・沖縄‒ハワイ海洋エネルギーWSとNELHA OTECセレモニー（岡村盡　ゼネシス）

第18巻第3号
（2016年1月）

・ハワイ島NELHAにおけるアワビ養殖（鹿熊信一郎　沖縄県海洋深層水研究所）
・海洋深層水利用学会への認識に関するアンケート集計速報（山田勝久　利用促進委員会委員長，DHC）
・第19回全国大会報告（清水勝公　研究発表企画委員会委員長，清水建設）
・海洋深層水利用促進委員会2015久米島大会報告（山田勝久　利用促進委員会委員長，DHC）

第18巻第4号
（2016年3月）

・第1回日台協力事業：台湾深層海水資源利用学会大会への招待参加（高橋正征　会長）
・台湾深層海水資源利用学会のロゴが決定（黄秉益　台湾深層海水資源利用学会事務局長，台湾石材・資
源産業研究発展センター）

第19巻第1号
（2016年8月）

・『特産情報』が高知の横田きのこを紹介（大塚耕司　ニュースレター編集委員長，大阪府立大学）
・事務局交代のご挨拶（前事務局から）（田中祐志　東京海洋大学）

第19巻第2号
（2016年12月）

・日本の低炭素社会に向けての貢献の具体的方策に関する調査研究（井上興治　NPO海ロマン21）
・日本マクロエンジニアリング学会シンポジウム2016（迯目英正　デザインウォーター）
・海洋深層水利用促進委員会2016滑川大会報告（山田勝久　利用促進委員会委員長，DHC）
・第20回全国大会報告（清水勝公　研究発表企画委員会委員長，清水建設）
・2016年度海洋深層水利用学会賞について（井関和夫　学会賞審査委員会委員長）
・台湾深層海水資源利用学会2016年大会報告（黄秉益　台湾深層海水資源利用学会事務局長，台湾石材・
資源産業研究発展センター）

第19巻第3号
（2017年3月）

・ハワイ州立自然エネルギー研究所（NELHA）でのDSWを利用した葉菜類の栽培試験（清水浩　京都大学，
山田勝久　DHC，中村謙治　エスペックミック）
・久米島海洋深層水／沖縄‒ハワイ関連イベント報告（小野薫・岡村盡）国際海洋資源エネルギー利活用推
進コンソーシアム（GOSEA）事務局）
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