
 

Matrix#101~ 目次 

106号Matrix，No.106(April. 30, 2020) 

（MTS143回例会「北極海の利活用について」関連記事） 

01 第 143回例会概要      濱  巌 

05 北極海航路の利活用に向けた環境整備の推進について  水島 諒大 

09 北極を紛争の海にしないために     柴田 明穂 

19 北極海航路利用への取組みについて    大久保 尚 島﨑 亮 

29 北極域 LNG開発と米と中ロの対立     岡本 洋 

 

■一般記事他 

39 会報 

40 2019（令和元年）年度MTS収支報告 

 

■PRのページ 

表紙裏 株式会社 商船三井 

裏表紙裏 北極国際法秩序の展望（書籍案内） 

 

 

Matrix#101~ 目次 

105号Matrix，No.105(January. 15, 2020) 

（MTS141回例会「関西国際空港連絡橋衝突事故の考察」関連記事） 

01 例会概要       三木 基実 

03 走錨海難防止のための新たな航行ルールについて   喜志多健史 

08 2018年台風襲来時の大阪湾における錨泊状況に関する考察  若林 伸和 

14 空港等重要施設が混在する海域における荒天避泊について  日當 博喜 

 

（MTS142回例会「関西国際空港連絡橋衝突事故の考察 (2nd) 」関連記事） 

20  例会概要       岩本 一夫 

23 油タンカー衝突（橋梁）事故発生過程の検討   田口 晴邦 

28 走錨事故例と防止      岡田 卓三 

44 平成 30年台風 21号の気象状況と船舶・港湾の被害及び 

球温暖化による今後の気候変化と災害について  小野 善史 

  56 走錨海難と海上保険の役割     青木隆太郎 

 

■関連記事 

66 ノート：関空連絡橋衝突事故が示唆するもの   山村晋一郎 

74 関空連絡橋衝突事故と STCW条約     赤塚 宏一 

 

■一般記事他 

76 国際長距離コンテナ輸送の超高速化についての検討 

－MRTHコンテナ船による日欧間、日米間、米欧間コンテナ輸送の超高速化－ 

        塩田 浩平 

  91 映画のなかの船 “ミスタア・ロバーツ” Mister Roberts  服部 武司 

96 報告 

97 会報・2018年度海上交通システム研究会収支報告    

 

■PRのページ 

表紙裏 ナラサキスタックス株式会社 



裏表紙裏 海上交通システム研究会  

 

 

104号Matrix，No.104 (April 25, 2019) 

（MTS140回例会「山縣勝見賞受賞記念講演」関連記事） 

  

01 第 140回例会概要      岩本 一夫 

04 山縣勝見と山縣勝見賞      郷古 達也 

14 内航船の安全管理体制構築に関する研究    畑本 郁彦 

24 見張り作業における操船者の状況認識と見張り支援に関する研究 西崎ちひろ 

34 大航海時代におけるポルトガル「インド航路」における海上保険と日本の投銀の接点 

         若土 正史 

■一般記事他 

48 MTS30周年、MATRIX100号記念投稿（第２部） 

83 会報 

 

■PRのページ 

表紙裏 一般財団法人 山縣記念財団 

裏表紙裏 公益社団法人 神戸海難防止協会 

 

 

103号Matrix，No.103 (January 10, 2019) 

（MTS139回例会「MTS創立 30周年記念・会誌MATRIX100号達成記念号（海事社会の未来に向けて」

関連記事） 

 ■祝辞 

01 来賓祝辞      内田 誠 

02 祝辞に代えて、30年前のこと    長谷川 和彦 

03 MTSに参加して      池田 良穂 

04 MTS30周年およびMATRIX100号達成 祝辞  梅田 久人                                                                 

  05 MTS30周年記念祝辞     坪井 聖学 

 

■MTS139回例会「海事社会の未来に向けて」関連記事 

06 会長挨拶      古莊 雅生 

07 シーマンシップ －海技の伝承から未来へ－  古莊 雅生 

14 第 139回例会概要     三木 基実 

18 MTS30年のあゆみ     寺田 政信 

20 海事分野における人材育成と国際貢献－世界海事大学に関わって－ 工藤 榮介 

35 海事社会における国際基準の整備と協力体制の構築  羽原 敬二 

58 海洋環境を考慮した将来の船舶・海運・ロジスティクにおける日本主導の確立 吉田 公人 

 

■一般記事他 

73 MTS30周年、MATRIX100号記念投稿（第１部） 

93 神田修治さんを偲ぶ ～追悼の文～ 

94 会報 

96 海上交通システム研究会のご案内 

 

■PRのページ 

表紙裏 海事プレス社 

裏表紙裏 日本海事新聞社 



 

 

102号Matrix，No.102(October 10, 2018) 

  （MTS138回例会「海事の楽しみ 第 12回」関連記事） 

 

01  第 138回 例会概要                     寺田 政信 

05  神戸開港と柴田剛中                    岡本 洋 

28   開港後の神戸気象観測と海洋気象台             井上 篤次郎 

38  船との出会いとMTS加入                  田淵 丈雄                                                                 

   

（一般記事） 

41   太平洋戦争における日米戦時標準船             神田 修治 

51  [映画の中の船]マスター・アンド・コマンダー MASTER AND COMMANDER 

                                服部 武司 

57  会 報 

58  幹事名簿 

 

表紙裏 株式会社東洋信号通信社 

 

 

101号Matrix，No.101(July 25, 2018) 

  （MTS137回例会「日本造船業の現状と課題―どうなる日本の造船―」関連記事） 

 

01  第 137回 例会概要                     三木 基実 

05  大学における造船関係教育の現状と課題           橋本 博公 

11   海事生産性革命の深化について               峰本 健正 

25  日本造船業界の現状と課題                 村上 新一                                                                   

   

（一般記事） 

32   黄金の中央アフリカパーム油産業育成で輝く！！       岡田紀代蔵 

39  会報等 

42  平成 29年度MTS収支報告 

 

表紙見返し（前） 株式会社 DAIZO 

表紙見返り（後） 寄神建設株式会社  

http://mts-matrix.org/matrix/102.pdf
http://mts-matrix.org/matrix/101.pdf

