
MATRIX 第５１号～第６０号の見出し 

 

No.60 号 Matrix No.60（January 1,2008) 

（第 96回例会 (平成 19年 11 月 9日) 海洋基本法に関連する海事分野の動向 関連記事） 

・第 96回例会概要  村上 馨 

・講演資料 海洋基本法の行方と課題  中原 裕幸 

・講演資料「海洋基本法」の海運、港湾への影響  森 隆行 

・講演資料 遭難船舶に対する安全な避難場所の提供に関する考察 

－欧州における動向  山地 哲也 

・日本人船員の確保・育成について－海洋基本法と船員教育  赤塚 宏一 

・MTS第 96 回例会「海洋基本法」の感想 

－海事産業の持続発展と遭難船避難港の開発  神田 修治 

・海洋基本法の実効を望む  長尾 實三 

・救急搬送  斉藤 了文 

(一般記事) 

・エチゼンクラゲ大発生について  赤井 一昭 / 田中 籐八郎 

・船好きということと仕事とのつながり  赤木 新介 

・気候変動と損害保険  大橋 康人 

・非破壊検査の概要とその教訓（失敗談）  垣貞 玲吉 

・海難審判庁の改革  柴田 康彦 

・岬町海釣り公園「とっとパーク小島」オープン  田中 籐八郎 

・紹介 桑本 融著「造船業のコストダウン（設計・工作の観点より）」  長尾 實三 

・会報（①山岡 元宏氏訃報、②次回・97例会予定、他） 

裏表紙 編集後記  神田 修治 

PR (社)海洋産業研究会 

PR 流通科学大学 

PR 海上保安大学校 

 

No.59 号 Matrix No.59（October 1,2007) 

   （第 95回例会 (平成 19年 7月 27日) 海事の楽しみ講演会 関連記事） 

・第 95回例会概要  村上 馨 

・講演資料 船舶模型熱中人  岸本 紀久男 

・講演資料 木造船に魅せられて  田淵 丈雄 

・講演資料 漂着ゴミに思うこと  宮脇 正明 

・鉄道模型の楽しみ（ライブ蒸気機関車模型を作る）  赤木 新介 

・熱中人と刷りこみ  岡本 洋 

・「船好き」と海事の仕事  神田 修治 

・趣味の世界  津垣 昌一郎 

（一般記事） 

・石谷先生の「規模の法則」と交通機関論への適用  赤木 新介 

・史上最大の木造船・・中国が海を支配した時代  岡本 洋 

・第 17回全日本Ａ級ディンギー選手権牛窓大会に参戦して  蔭山 陽三 

http://mts-matrix.org/matrix/60.pdf
http://mts-matrix.org/matrix/59.pdf


・ブリッジにおける船長と水先人 その 2  柴田 康彦 

・鋼構造物の進行性崩壊制御設計考  田中 藤八郎 

・難波津・住吉津を思う～俵万智さんの源氏ロマン吟行会で詠う  寺田 政信 

・会報（96 回例会予定、他） 

裏表紙 編集後記    柴田 康彦・神田 修治 

PR 海守（うみもり）、ボランティア活動ネットワーク 

PR みちのく北方漁船博物館 

 

No.58 号 Matrix No.58（July 1,2007) 

   （第 94回例会 (平成 19年 5月 9日) 海上交通安全の人的問題講演会 関連記事） 

・第 94回例会概要  村上 馨 

・講演資料 海上交通システムにおけるヒューマンエレメント  古荘 雅生 

・講演資料 BRM（(Bridge Resource Management)の現状と課題  世良 亘 

・講演資料 海難事故に関するヒューマンファクターの影響の分析  西村 真太郎 

・ヒューマンエラーの恐ろしさ  赤木 新介 

・聴診棒やテストハンマーの昨今  石田 憲治 

・ベテランの左転・衝突事故  岡本 洋 

・海上安全と船員の専門家倫理  神田 修治 

・火曜サスペンスの「罪」  斉藤 了文 

・ブリッジにおける船長と水先人  柴田 康彦 

・個人・組織の本分は「幸福」の追求  田淵 丈雄 

・船舶システム私見  山村 晋一郎 

(一般記事) 

・鉄道の高速化を考える  赤木 新介 

・陸上養殖システムの実現を  田中 藤八郎 

・三題噺：お酒、番船競争、萱野三平  寺田 政信 

・パーシャルフロートによる免震医療施設の建設を  長安 豊 / 田中 藤八郎 

・会報（①次回 95回例会予定、②H.17/18 会計報告、他） 

裏表紙 編集後記  柴田 康彦・神田 修治 

PR 神戸大学大学院 海事科学研究科の新設について 

PR 神戸大学 海事博物館 

 

No.57 号 Matrix No.57（April 1,2007) 

（第 93回例会 (平成 19年 2月 21日) 最近の航海計器講演会 関連記事） 

・第 93回例会概要  村上 馨 

・講演資料 着桟操船における船速距離計の活用  新井 康夫 

・講演資料 AIS における操船情報の人手とその活用  堀 晶彦 

・講演資料 航海情報の集約化、現状と今後の動向  森 正幸 

・第 93回「最近の航海計器に関する講演会」に出席して  赤木 新介 

・着桟操船を考える  岡本 洋 

・航海計器と人間  神田 修治 

・天測の思い出  柴田 康彦 

http://mts-matrix.org/matrix/58.pdf
http://mts-matrix.org/matrix/57.pdf


(一般記事) 

・超大型コンテナ船エマ・マースク、巨大客船クインメリー 2、そしてスーパージャンボ機 A 380 

－船と航空機における大型化の考察  赤木 新介 / 森下 美津恵 

・地球掘削科学研究に期待される深部探査船  田中 籐八郎 

・石谷初代会長のこと、「海上交通」のこと  長尾 實三 

・関空・大阪港を拠点とする「フライ＆クルーズ」の推進を  長安 豊 / 田中 藤八郎 

・会報（次回 94回例会予定、他） 

裏表紙 編集後記  神田 修治・柴田 康彦 

PR 平成 19 年度海技大学校の新設・改編コース 

PR 古野電気㈱ 統合航海システム 

 

No.56 号 Matrix No.56（January 1,2007) 

（第 92回例会 (平成 18年 10 月 18日) 地球深部探査船「ちきゅう」講演会 関連記事） 

・第 92回例会概要  村上 馨 

・講演資料 地球深部探査船「ちきゅう」の試験運用とその成果  堀田 平 

・講演資料「ちきゅう」の運用  山本 勝 

・「ちきゅう」講演会の司会を透して見えるもの  岡本 洋 

・海洋作業の事業化－「ちきゅう」講演会の感想  神田 修治 

・「ちきゅう」講演会の企画と準備  柴田 康彦 

・地球深部探査船「ちきゅう」の就航を祝う  寺田 政信 

・地球深部探査船「ちきゅう」に託す夢・期待～現代の花咲爺さんへ  山村 晋一郎 

・新聞記事 掘削船「ちきゅう」大地震への備えで活躍を  h.18.10.15、産経新聞 

(世界最大コンテナ船 EMMA MAERSK 関連記事) 

・メガ・コンテナ船 神戸へ入港す  岡本 洋 

・MAERSK ODENSE 大型コンテナ船の進化  神田 修治 

・EMMA MAERSK 撮影記  柴田 康彦 

（一般記事） 

・超高速貨物輸送船とその評価（トリマラン船型を中心として） 赤木 新介 / 森下 美津恵 

・海底資源探査について  岩淵 洋 

・安全な社会をつくること  斉藤 了文 

・洋上風力発電の展望  田中 藤八郎 

・サバニ  田淵 丈雄 

・システム設計と生物の進化  津垣 昌一郎 

・会報（次回 93回例会予定、他） 

裏表紙 編集後記  柴田 康彦・神田 修治 

PR 独立行政法人 海洋研究開発機構 JAMSTEC 

PR 株式会社 グローバルオーシヤンディペロップメント GODI 

 

No.55 号 Matrix No.55（October 1,2006) 

・第 91回例会(平成 18年 7月 26日)「海上交通・海事分野の世界的動向」関連記事 

   ・第 91回例会概要  村上  馨 

   ・講演資料 メディアから見た目本の海運・造船  横川 良二 

http://mts-matrix.org/matrix/56.pdf
http://mts-matrix.org/matrix/55.pdf


   ・講演資料 目標指向型基準 GBS, Safety Level Approach, SAFEDOR  吉田 公一 

     ・講演資料 船舶からの GHG 排出算定基準  吉田 公一 他 

     ・第 91回例会の「トークと座談会」司会より  岡本 洋 

   ・船舶の目標指向型基準（IMO-GBS）について  神田 修治 

     ・船舶の安全基準  城野 隆史 

     ・船舶における GHG排出への取り組み  寺田 政信 

     ・講演「地球温暖化ガス船舶排出規制」からの連想  山村 晋一郎 

・クインメリー2 － 地中海クルーズ乗船記  赤木 新介 

・この事故もヒューマンエラーか？  石田 憲治 

・謎の左転 2題  柴田 康彦 

・浮沈式鋼製立体トラス筏体による昆布の造成  田中 藤八郎 

・そりこ  田淵 丈雄 

・会報（92回例会予定 他） 

裏表紙 編集後記  柴田 康彦・神田 修治 

PR 海事プレスの新刊紹介 

PR 独立行政法人 海上技術安全研究所 

 

No.54 号 Matrix No.54（July 1,2006) 

・第 90回例会(平成 18年 5月 12日)「産業クラスター」関連記事 

   ・第 90回例会概要  村上 馨 

 ・講演資料 クラスター形成による経済発展と競争優位について  藤井 吉郎 

   ・講演資料 呉周辺地域における造船クラスター活性化について  濱路 和明 

 ・講演資料 関西海事クラスターに関するアンケート集計結果  伊藤 豊 / 韓 鍾吉 

   ・海事クラスター都市の構築  岡田 紀代蔵 

・海事クラスターと創造的起業  神田 修治 

   ・門外漢の海事クラスター観  田淵 丈雄 

   ・クラスター論聞き齧り  山村 晋一郎 

・神戸国際海事セミナー  赤塚 宏一 

・大型三胴船の運航実績  岡本 洋 

・MAERSK の新超大型コンテナ船 - 船キチの想像  神田 修治 

・海難審判の変化 その 2  柴田 康彦 

・構造物の強度と冗長性  田中 藤八郎 

・会報（①91 回例会予定、② 幹事リスト 他） 

裏表紙 編集後記  神田 修治・柴田 康彦 

PR 神戸大学海事科学部 第 3回 国際海事フォーラムのご案内 

PR 独立行政法人 海技教育機構 海技大学校 

PR 海上保安学校 / 海上保安大学校 学生採用試験 

 

 

No.53 号 Matrix，No.53(March 31, 2006)     

 ・第 89回例会(平成 18年 2月 17日)「船舶と陸上建築物の構造強度の確保」関連記事       

・第 89回例会概要  村上 馨 

http://mts-matrix.org/matrix/54.pdf
http://mts-matrix.org/matrix/53.pdf


・講演資料  船舶における構造強度の確保  山岡 元宏 

・講演資料  建築耐震偽装事件から何が見えるか    田淵 正樹 

・構造強度問題を考える－企画の過程   寺田 政信 

・許せない“耐震偽装"  長尾 實三 

・法律遵守と技術者倫理－MTS 例会に参加して  神田 修治 

・「欠陥」住宅販売業者の保険加入義務付けについて  大橋 康人 

・耐震偽装問題の論説時評   岡本 洋 

・耐震強度偽装事件と造船業（もつて他山の石とすべし）  城野 隆史 

・老兵は死さず、されど去りもせず  増田 浩 

・第 89回例会に参加して  三窪 幸男 

・非姉歯物件と専門家  斎藤 了文 

・2006年の「海事労働条約」  赤塚 宏一 

・「洋上のピクニック」－海に平和を!  大塚 万紗子 

・「スーパーライナーおがさわら」の就航不能とスペインの三胴船の就航   岡本 洋 

・海難審判の変化  柴田 康彦 

・これでよいのか? 日本の高速船政策   

－テクノスーパーライナー小笠原航路就航せず廃船?   長安 豊 / 田中 藤八郎 

・会報（新入会員紹介 他） 

・海上交通システム研究会規約 

編集後記  神田 修治 

PR 神戸空港マリンエアの紹介 2006年 2 月 16日開港 

PR  琵琶湖汽船 ミシガンクルーズ 

 

No.52 号 Matrix，No.52(December 25, 2005)  

・第 88回例会（海洋環境問題・平成 17年 10 月 28日） 関連記事 

     ・第 88回例会概要  村上 馨 

     ・講演資料 大阪湾の水質環境変化 

            淡路島・由良における 10 年間のフィールド調査から  奥野 武俊 

      ・講演資料 由良湾におけるアマモの復活－自然と人間の共生の例  細田 龍介 

      ・講演資料 海洋環境保全に関する IMO MEPC の動向  吉田 公一 

   ・第 88回例会「海洋環境問題」の企画経緯と感想  神田 修治 

      ・第 88回例会 海洋環境問題（2005 年 10月 28日）に関連して 

環境水質連続計測の必要性 ―－COD 値の使い方  長尾 實三 

    ・「水質環境とアマモ」ノート  岡本 洋 

      ・大阪湾・海域環境に思うこと  宮脇 正明 

      ・例会初参加雑感と環境問題  三窪 幸男 

      ・例会に初めて参加して－果てしなき“海への憧憬”  吉田 紀恵 

・「大王のひつぎ」実験航海と継体王朝   岡本 洋 

   ・川崎船（かわさきぶね）  田淵 丈雄 

   ・紹介 「老いた船殼設計屋の回想」2005 年春（満 80歳を超えて） 

服部 堅一博士 著作（自費出版）について  長尾 實三 

   ・新聞記事 暗礁に乗り上げた超高速船  2005.10.27、日刊工業新聞より 

http://mts-matrix.org/matrix/52.pdf


 ・会報（新入会員紹介 他） 

   PR 大阪府立大学 工学部海洋システム工学科 

           大学院工学研究科航空宇宙海洋系専攻 海洋システム工学分野 

PR 独立行政法人 海上技術安全研究所 

 

No.51 号 Matrix No.51(October 1,2005) 

・第 87回例会（海事クラスターと海運諸制度・平成 17年 7月 13日）関連記事 

   ・第 87回例会概要  村上 馨 

   ・講演資料 関西海事クラスター設立に向けて  赤塚 宏一 

・講演資料 外航海運の政策課題と動向（レジュメ）  植村 保雄 

    ・日本籍外航船 100隻割れ（海事新聞 2005-06-28） 

・わが国商船隊の船腹推移（日本船主協会 日本海運の現状 2005から） 

・わが国外航商船隊（日本船主協会 海運統計要覧 2005 から） 

・諸外国の海運強化策 他（日本船主協会 日本海運の現状 2005 から） 

・戦後 50年の我国外航海運政策の動向（海産研所報 2000-01 から） 

・第二船籍制度、船協提案と国交省回答（せんきょう 2005-02から） 

・新外航海運政策に係る施策案について（海事局 H17.4） 

・海事局提案（新外航海運政策に係る施策案）への当協会の考え方（日本船主協会 H17.6） 

・講演資料 知識集約型海事クラスターの構築  韓 鐘吉 

・日本海運の税制改革と第二船籍問題について考える  岡本 洋 

・海事クラスターは社会の主役になれるか  神田 修治 

・我が国の外航船が日章旗を掲げる日は到来するのか？  山村 晋一郎 

・航行安全と水先制度  柴田 康彦 

・打瀬船（うたせぶね）  田淵 丈雄 

・継体大王の棺、棺の復元、古代船の復元と実験航海  寺田 政信 

・クルーズ(6) パナマ運河の続き  廣澤 明 

・会報（次回例会予定 他） 

裏表紙 編集後記  神田 修治 

・新刊書紹介 海洋白書 2005 海洋政策研究財団 発行  長尾 實三 

・書籍の紹介 救国の旗を掲げよ、戦後時代からの救国論 増山 佳延・著  長尾 實三 

 

 

http://mts-matrix.org/matrix/51.pdf

