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公益社団法人 日本船舶海洋工学会 
平成30年度（第123期）事業報告 

 (平成30年4月1日～平成31年3月31日) 

 

 日本船舶海洋工学会は，船舶および海洋工学に関する学術技芸を考究し，船舶の性能及び安全性向上，並びに，海洋の

開発利用及び環境保全を図ることにより，我が国の発展に寄与すると共に，我が国の国民生活の向上を図ることを目的と

している．この目的を達成するため，会員を含む広く一般国民を対象とした公益目的事業として，調査研究事業ならびに

啓発広報事業を行っている．平成 30年度は学術講演会の活性化と和文・英文論文集の充実を目指し，種々の改革に着手し

た．また4年ぶりとなる海事三学会合同シンポジウムを開催したほか，第7回目となるWorld NAOE Forumを開催した．

以下に活動報告を事業区分ごとに示す． 

 

Ⅰ 調査研究事業 
 

【１】学術講演会 

(1) 春季講演会 

平成30年春季講演会は，5月21日（月），22日（火）の両日

にわたり，ホテルコスモスクエア国際交流センター（大阪府大

阪市）にて開催され，328名の参加があった．一般講演 125件，

OS・国際セッション 29件，合計 154件の講演が行われた．若手

優秀講演には 27件の応募があり，1次審査，本審査を経て，最

優秀賞 1件，優秀賞 2件の表彰を行った．企業展示は 8社の参

加があり，うち 3社はランチョンセミナーも実施した．懇親会

は 174名の参加があった．講演会における討論活性化を目的と

して，講演会論文を会員限定で講演会の 1週間前に学会ホーム

ページ上に事前公開した． 

(2) 秋季講演会 

平成 30年秋季講演会は，11月 26日（月），27日（火）の両

日にわたり，柏の葉カンファレンスセンター（千葉県柏市）に

て開催され，285名の参加があった．一般講演 72件，OS・日韓

セッション 42件，合計 114件の講演があった．特別講演は 2件

あり，初日の最後に本田技術研究所 執行役員 輪嶋義彦 氏によ

る講演「ホンダにおける航空機エンジン開発への挑戦」が行わ

れた．二日目の最初には，ノルウェー科学技術大学（NTNU）の

Odd Magnus Faltinsen教授による講演「Ship and sea structures 

with a hydrodynamic perspective」が行われた．ポスターセッ

ションは，35歳以下の若手対象で実施され，9件の応募の中か

ら，最優秀賞 1件，優秀賞 2件の表彰を行った．企業展示は 7

社の参加があり，うち 1社はランチョンセミナーも実施した．

懇親会には 155名が参加した． 

(3) 講演会企画委員会 

委員数：山崎哲生委員長ほか 6名  

各支部講演会実行委員会および電子投稿 WGとともに，春季・

秋季講演会の企画・運営を行った．また，講演会の活性化策に

ついて検討し，実行可能なものから順次実施した．春季講演会

から講演論文のホームページ上での事前公開を始め，秋季講演

会からは，講演申込み時に論文全文を提出する方式に改め，

CD-ROMは全員配布から希望者への有料頒布に切り替えた．さら

に，講演会運営への積極的な提言を誘起するため，本委員会へ

の若手参加について提案をすることを決めた． 

 

【２】論文集発行 

(1) 論文審査委員会 

委員数：日夏宗彦委員長ほか21名 

主として国内からの投稿論文に対して論文審査を行い，有益な

論文を集めて日本船舶海洋工学会論文集第27号，第28号を発行し

た．また平成31年3月8日開催の論文審査委員会において日本船舶

海洋工学会賞(論文賞2件)および奨励賞1件を選考した． 

(2) 日本船舶海洋工学会論文集刊行 

表 1-1のとおり日本船舶海洋工学会論文集第 27号を平成 30

年6月に，第28号を平成30年12月に刊行した． 

表1-1 日本船舶海洋工学会論文集刊行 

 論文数 頁数 発行部数 

論文集第27号 

 (平成30年6月） 
18 160 900 

論文集第28号 

 (平成30年12月） 
22 234 900 

計 40 394 1,800 

 

【３】英文論文集（Journal of Marine Science and Technology）

の発行（科研費補助事業） 

(1) JMST編集委員会 

委員数：高木健委員長ほか44名  

世界各国からの学術投稿論文に対して論文審査を行ない，有益な

論文を85編集めてJMST Vol.23 No.2～Vol.24 No.1を編集した．日

本学術振興会の科学研究費補助金を受けて，海外より2名を招へい

しAssociate Editorの会議（31.3.11開催）を行い，また基幹論文5

編のオープンアクセス化を図り,国際情報発信の強化を行った． 

(2) JMST刊行 

JMST Vol.23 No.2～Vol.24 No.1の4冊を，表1-2のとおり刊行し

た．掲載待ちの論文数が増大しているため，Vol.3から論文数，頁

数を大幅に増加し解消を図った． 

 

【４】調査・研究活動 

１． 研究企画委員会 

委員数：菅勇人委員長ほか12名 

学会の研究活動全般を統括し，研究活性化戦略を企画・推進

することを目的として，研究企画委員会を以下のとおり開催し，

下記事項を実施した． 

回    期日     場所      出席者数 議事件数 

第40回 30.6.8 エイムアテイン 9名 7件 

第41回 30.10.29 日本海事協会 12名 5件 

第42回 31.2.22 日本海事協会 9名 8件 

実施事項： 

・分野研究活動の報告及び検討 

・新規研究委員会の設置に関する審議（4件） 

表1-2 英文論文集(JMST)刊行 

 論文数 頁数 発行部数 

Vol.23 No.2（平成30年6月） 14 211 450 

Vol.23 No.3（平成30年9月） 23 306 450 

Vol.23 No.4（平成30年12月）   22 301 450 

Vol.24 No.1（平成31年3月）   26 327 450 

計 85 1145 1,800 
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・分野研究企画部会，研究会等の予算に関する審議 

 

２．分野研究企画部会 

性能・運動分野 

委員数：川北千春委員長ほか7名 

船舶及び海洋構造物等の性能・運動分野についての研究動向や

産業界のニーズを踏まえ，わが国として取り組むべき重点課題の

設定と研究活動方針の策定，実施体制の検討を行った. 

回   期日      場所          出席者数  

第1回 30.6.27 阪府大 I-siteなんば 10名 

第2回 30.10.18 長崎タクシー会館 6名 

第3回 31.2.27 横国大船舶海洋工学棟 8名 

実施事項： 

・第10～12回の推進・運動性能研究会の企画，実施 

・重要研究課題の議論およびシンポジウム開催テーマの議論 

・ITTC/JTTC活動情報の共有化 

構造・強度，材料・溶接分野 

委員数：北村充委員長ほか 8名 

構造強度・材料溶接の研究や共通構造規則に関し，船体構造

研究会および材料・溶接研究会の活動状況などの情報交換を実

施した． 

 回    期日       場所       出席者 

第1回   30.1.10     東京大学山上会館      10名 

実施事項 

・各研究会における活動の情報交換 

・構造と材料を横断する研究テーマの探索 

・夏の学校（構造強度・材料溶接）の実施報告と次回開催案 

・第1回分野研究交流会の開催（30.1.10，東京大学山上会館， 

出席者28名，研究発表4件） 

工作分野 

委員数：後藤浩二委員長ほか 10名 

船殻工作分野に関わる諸問題の解決及び情報交換を目的とし,

建造革新研究会の活動進捗確認及び活動方針検討を行った. 

回   期日    場所      出席者数 発表件数 

第1回 30.4.11 大阪大学大阪オフィス 8名   5件 

第2回 30.10.12 九州大学大阪オフィス 6名   5件 

第3回 29.12.22 東京大学本郷キャンパス 7名   7件 

設計・艤装分野 

委員数：篠田岳思委員長ほか６名 

造船設計部会，船体艤装工作部会，機関艤装部会，電気艤装

部会の 4部会を連携させ，隔年で横断的な共同シンポジウムを

開催しており，次回シンポジウム実施計画の協議を行った． 

実施事項： 

第14回造船設計・生産技術研究会シンポジウム「港湾におけ

る係留技術の現状（予定）」をテーマにした講演と各部会の活

動報告およびプロジェクト報告会の内容検討を実施した． 

回   期日    場所          出席者数  

第1回 31.1.30 博多駅西口貸会議室  7名  

海洋工学・海洋環境分野 

委員数：今井康貴会長ほか 11名 

海洋工学および海洋環境分野の研究動向を調査・整理すると

ともに, 今後の研究を企画・推進・支援するため, 海洋工学・海

洋環境分野研究企画部会を下記の通り開催した.  

回   期日      場所       出席者数 

第40回 30.8.27 JAMSTEC横浜研 7名 

第41回 30.12.7 東大本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ  6名 

第42回 31.3.27 府大 I-siteなんば  10名 

実施事項： 

・海洋工学・海洋環境合同研究会の企画と開催 

・関連研究委員会（S-15, S-16, P-53）の活動支援，企画立案 

・第27回海洋工学シンポジウムの開催（30.8.7-8） 

・JAMSTEC横浜研究所見学会の実施（30.8.27） 

・特別海洋工学パネル（JAMSTEC中西賞授賞式および受賞者講

演）の実施（31.3.11） 

・部会持ち回りKANRIN連載記事の募集・執筆（H31年度掲載分） 

情報技術分野 

委員数：濱田邦裕委員長ほか 10名 

造船および海事産業の情報技術に関する研究・開発動向を調査

するとともに，今後の研究・開発の推進を目的として以下の通り

実施した． 

回  期日    場所        出席者数  発表件数 

第1回 30.06.06 サノヤス造船 11名   3件 

第2回 30.09.21 海上技術安全研究所 10名   3件 

第3回 31.01.16 三菱造船  12名   3件 

第4回 31.01.30 TKP品川ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀ  ー 13名   2件 

実施事項： 

・研究企画委員会の審議事項の報告と連携 

・情報技術研究会の運営方法に関する審議 

・プロジェクト研究会（P50）活動進捗に関する審議 

・プロジェクト研究会（P55）活動進捗およびi-Shipping研究開発

に関する審議 

 

３．プロジェクト研究委員会 

今期は 6件のプロジェクト研究委員会を実施した．このうち

今期新たに活動を開始した研究委員会は 1件（P-56）, 活動を

終了した研究委員会は 4件（P-50, P-52, P-54, P-56）である．

今期の委員会活動は以下のとおりである． 

P-50 造船業におけるIoT技術の利用検討に関する研究委員会 

委員数：濱田邦裕委員長ほか50名 

IoT活用の先進的な取組についての情報収集ならびに，新たな技

術動向について調査し，今後の船舶建造におけるIoTデバイス活用

の可能性及び課題について研究することを目的に，以下の通り活

動した． 

回       期日       場所          出席者数  発表件数 

第7回 30.06.06 サノヤス造船 31名   3件 

第8回 30.09.21 海上技術安全研究所 29名   3件 

第9回 31.01.16 三菱重工  29名   3件 

実施事項： 

・熱中症予防モニタリングデバイスの実証試験 

・実証試験結果報告およびデータ解析結果報告 

・作業分類モニタリングの解析結果報告 

・企業より溶接に関するモニタリング技術についての最新情

報の紹介 

P-52 作業安全に配慮した作業標準の制定方法に関する研究委

員会 

委員数：篠田岳思委員長ほか 18名 

作業標準について装置，安全，船上試験の３つのWGのまと

め案の作成と報告がなされた． 

回  期日          場所       出席者数  発表件数 

第4回 30.6.4-5    JMU呉  12名 3件 

第5回 30.11.29-30   川重坂出  16名 3件 

第6回 31.3.18-19  SSK  18名 3件 

P-53 波力発電における水槽試験での模型縮尺影響研究委員会 

委員数：村井基彦委員長ほか 8名 

本委員会として対象とする OWC 型波力発電機構の水槽実験

に関して，縮尺の異なる 3種類の円筒型実験模型，および角柱

型実験模型の水槽実験を実施し，その解析および検討を行った． 

回    期日     場所              出席者数 発表件数 
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第3回 30.11.27  東大柏キャンパス  7名 2件 

第4回 31.2.28   WEB会議 6名 2件 

第5回 31.3.27   大阪府大 I-siteなんば 6名  1件 

P-54『救命設備計画指針の改訂』研究委員会 

委員数：田中 進部会長ほか22名 

平成 4 年に改訂された標記指針を, 規則の改正や救命技術の

進歩に伴い, 全面的に見直すことを目的に活動を行った.  

回    期日         場所       出席者数  発表件数 

第1回  30.9.10   JMU本社 7名 4件 

第2回  31.2.28    JMU本社 7名 2件 

実施事項： 

・第1回は作業進捗の確認，文章ドラフトの協議を主に行った． 

・第 2回は作業進捗の確認，文章ドラフト最終版の協議を主に

行った． 

P-55 「海事産業における製品情報の高度利用のための情報共有基

盤SPEEDSのプロトタイプの実装」研究委員会 

委員数：濱田邦裕委員長ほか 50名 

P-40研究委員会の成果に立脚し, SPEEDSのプロトタイプを

実装して仕様の妥当性を確認するとともに, SPEEDSの本格的

開発によって得られる効果を具体化・明確化することを目的に，

以下の通り活動した．なお，本研究は国土交通省先進安全船舶・

造船技術研究開発費補助金（革新的造船技術研究開発）を受け

た．本年度は「複数の 3Dviewer対応」および「建造外注支援

システム」のプロトタイプ開発，セキュリティ問題への対応検

討などが行われた．開発成果はSea Japan 2018等で報告した. 

回     期日         場所          出席者数  発表件数 

第4回 30.06.06 サノヤス造船  31名   6件 

第5回 30.09.21 海上技術安全研究所 29名   5件 

第6回 31.01.16 三菱重工  29名   3件 

実施事項： 

・実装仕様の策定 

・プロトタイプシステムのデモおよび効果確認 

・SPEEDSの著作権や公開方法についての協議 

・来年度活動方針確認 

P-56 『曳航及び係留設備の 2018年規則改正に関する設計指針』

研究委員会 

委員数：田中進委員長ほか22名 

IACS が統一規則や勧告にて要件を規定しているが，係船索

の破断事故への対応などのために，検証及び見直しが実施され

た．NK船級においても2018年鋼船規則に取り入れられており，

早急な規則の理解が必要であった．よって，艤装数別によるケ

ーススタディやNK船級への質疑回答も含めながら，規則の変

更内容についてのまとめを実施した．  

回    期日         場所       出席者数  発表件数 

第1回  30.4.4   三井玉野 5名 1件 

第2回  30.8.2    三井玉野 7名 5件 

第3回  30.12.10    三井玉野 6名 5件 

第4回  31.1.8    三井玉野 5名 5件 

実施事項： 

・第1回は基本方針, 成果物のイメージ固め, 作業スケジュール, 

作業分担の協議を主に行った. 

・第2回と第3回は作業進捗の確認，各社作成資料の協議，今

後の進め方と予定の確認を主に行った. 

・第4回はドラフトの最終化を実施した. 

 

４．ストラテジー研究委員会 

戦略的課題について研究するストラテジー研究委員会だが，

今期は 5件実施した．そのうち新たに活動を開始した委員会は

4件（S-16, S-17, S-18, S-19）である. 今期の委員会活動は以下

のとおりである． 

S-15 海底・海底下資源開発ストラテジー研究委員会 

委員数：山崎哲生委員長ほか15名 

平成30年春季講演会 OSを企画し，海底・海底下の資源開発・

有効利用に係わる講演6件を実施した．約30名の参加者を集め，

研究開発の進捗状況と開発実現への課題を把握し，今後の取り

組みについて議論した．また，第 27回海洋工学シンポジウムに

てOS「海底資源および海底下空間の開発・利用に向けた現状分

析と課題抽出」を企画，講演 13件を実施し，約 60名の参加者

を集め春季講演会 OSと同様の議論を行った．さらに，「海洋エ

ネルギー・鉱物資源開発計画」に対する提言を目指して中間報

告書を取りまとめ，関係部署へ送付した． 

回       期日       場所          出席者数  発表件数 

第3回 30.05.22 大阪府立大学  10名   1件 

第4回 30.11.12 東京大学本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ  8名   0件 

実施事項： 

・春季講演会OS・次期海洋基本計画を踏まえた研究委員会の

今後の活動方針に関する議論 

・中間報告書とりまとめに関する議論 

S-16 次世代海洋食料生産システム研究委員会 

委員数：北澤大輔委員長ほか9名 

主に海外の海洋食料生産システムに対する戦略を調査して取

りまとめた．現在世界で注目されている沖合養殖や陸上養殖な

ど，関連する産業界での競争にまかせる研究開発と，深層水を

利用した一次生産の活発化による飼料の確保など，長期的に必

要とされ，国策として推進すべき研究開発とに分けて，今後の

戦略を整理することとした． 

回       期日       場所          出席者数  発表件数 

第1回 30.11.14 東京大学生産技術研究所   3名   2件 

第2回 31. 2.19 東京大学生産技術研究所   8名   3件 

実施事項： 

・海外の海洋食料生産システムに対する戦略のレビュー 

・深層水利用に関する文献のリストアップ 

・戦略の取りまとめに向けた議論 

S-17 システムオブシステムズ技術の船舶海洋工学分野への活

用検討委員会 

委員数：篠田岳思委員長ほか 9名 

平成30年度に新たに設置し，分野横断的なシステムオブシス

テムズを扱うための技術について理解を深め，その活用方法を

検討し，海洋に関する様々な産業への適用について研究を進め

ている．秋季講演会にてOSを開催し中間成果の公表を行った. 

回     期日        場所          出席者数  発表件数 

第1回  30.9.12-14 メール審議 9名 1件 

実施事項： 

・自律運航船の導入シナリオなどのビジネスモデルの調査 

・組織のシミュレーション, ビッグデータによるモデリング，

不確実性を含むプロセスのシミュレーション技術に関する調査 

・DSM, System Dynamics, 経営学・要求工学の手法等の調査 

・平成30年度秋季講演会でのOS開催 

S-18 AIS等の船舶動静ビッグデータの物流・海運・造船分野

における活用に関する検討委員会 

委員数：柴崎隆一委員長ほか 25名 

全3回の研究会を開催し，研究者委員による研究発表や今後

の進め方に関する議論を行うとともに，実務家委員に対して利

用ニーズの調査を行い，その結果を踏まえて研究者委員で今後

の研究の方向性について議論を行った． 

回      期日       場所          出席者数  発表件数 

第1回 30.10.01 東京大学本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ  23名   1件 
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第2回 31.01.08 東京大学本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ  24名   2件 

第3回 31.03.06 東京大学本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ  11名   2件 

実施事項： 

・船舶動静ビッグデータの活用に関する研究成果の報告 

・委員会の目標設定に関する議論，研究ニーズ調査 

・競争的資金への応募 

S-19 船舶海洋分野への人工知能（AI）の導入可能性の調査と評

価ストラテジー研究委員会 

委員数：影本浩委員長ほか 17名 

船舶海洋分野へのAI導入を念頭に，関連情報の調査，関連既

存データの調査，無人造船所の可能性の調査・検討 などを行う

と共に，AI導入効果の定量的評価法についての勉強などの活動

を行った． 

回    期日   場所            出席者数  

第１回  30.11. 7 インターネット会議    13名 

第２回  31. 1.21  インターネット会議  14名 

実施事項： 

・メディアやインターネットに掲載されたAI関連情報の調査 

・AIの機械学習に利用できそうな既存データの調査 

・造船所の各建造ステージへのAI導入可能性の調査・検討 

・AI導入効果の定量的評価法の勉強 

・AIの最新理論の勉強 

・海外動向調査 

 

５．研究会 

船舶海洋工学に係わる情報交換および技術交流を支援・促進

するため各種研究会を設置し，研究発表およびシンポジウム開

催等の活動を実施した．現在設置の研究会は次のとおりであ

る：推進・運動性能研究会，船体構造研究会, 材料・溶接研究

会，建造革新研究会，造船設計・生産技術研究会，海洋工学研

究会，海洋環境研究会，情報技術研究会． 

推進・運動性能研究会 

会員：川北千春会長ほか276名  

船舶・海洋構造物の推進・運動性能に関して広く情報交換を行

い，この分野の研究交流を促進して，関連分野の発展に寄与する

ことを目的として，以下の研究会を実施した． 

回    期日        場所     出席者数 発表件数 

第10回 30.6.27-28 阪府大 I-siteなんば 45名  11件 

第11回 30.10.18-19 長崎タクシー会館 38名   10件 

第12回 31.2.27-28 横国大船舶海洋工学棟 54名  12件 

実施事項： 

・特別講演「Development of CFD Methods for Industrial Ship 

Flow Applications」 

・施設見学(三菱重工 長崎造船所 史料館) 

・その他一般研究発表と討議 

船体構造研究会 

船体構造分野の研究企画に関する意見交換を行い, 構造系３

研究会の情報共有により, 学会内活動の有効化・活性化を図っ

た．なお，本研究会は関係する三支部の構造研究会より構成さ

れるため，各研究会のメール審議を基本とした. 

 回    期日     場所    出席者数 

第1回  30.5.9-10 メール審議 4名 

第2回  30.10.9-12 メール審議  4名 

第3回  31.2.4-5 メール審議  4名 

三支部の構造研究会活動は支部活動に記す． 

材料・溶接研究会 

会員：粟飯原周二会長ほか 49名 

船体構造材料・溶接・破壊力学分野について，最新研究の情報

交換及び討議を行った．また，構造系四研究会合同交流会にお

いて本研究会から1件の講演を提供した．実施詳細を以下に記

す．第41回は溶接学会溶接構造研究委員会との合同委員会として

開催した． 

回    期日      場所       出席者数  発表件数 

第39回 30.6.29 東京大学山上会館       14名       3件 

第40回 30.10.3 東京大学工学部3号館   20名       3件 

第41回 31.3.13 大阪大学岡田メモリアルホール 26名  5件 

建造革新研究会 

会員：後藤浩二会長ほか42名 

船舶建造の船殻分野に関わる諸問題の解決及び情報交換を行

うことを目的とし, 3つのワーキンググループにより下記の活動

を行った. 

回    期日      場所     出席者数  発表件数 

総会  30.6.14  三井E&S玉野 46名 6件 

WG1： 

第4回  30.6.15  三井E&S玉野 16 名    7件 

第5回  30.9.10-11  SHI-ME      10名     7件 

第6回  30.12.17-18 三井E&S千葉     13名     7件 

第7回  31.3.11-12  新来島どっく     11名     7件 

WG2： 

第5回  30.6.15 三井E&S玉野 14 名    6件 

第6回  30.9.20-21  函館どつく    8名     7件 

第7回  30.12.13-14 MHI長崎         11名     8件 

第8回  31.3.14-15 KHI坂出 12 名    7件 

WG3： 

第4回  30.6.15  三井E&S玉野 14名    6件 

第5回  30.9.20-21  JMU舞鶴     11名     4件 

第6回  30.12.6-7 内海造船 10名  4件 

第7回  31.3.14-15  佐世保重工     14名     2件 

実施事項： 

・ストック場管理の研究（WG1） 

・造船業への他産業技術応用（WG2） 

・工作品質管理への新技術の応用に関する研究（WG3） 

造船設計・生産技術研究会 

会員：篠田岳思会長ほか 4部会合わせて 95名 

船舶・海洋構造物の船体・機関・電装における技術的諸問題

を考究し，その成果を設計や生産に関する指針・基準として纏

め，設計・生産技術の高度化を図ることを目的として活動を展

開した． 

回 期日 場所  出席者数 発表件数 

造船設計部会：田中進部会長 

第128回 30.9.27-28 川崎神戸 22人 6件 

第129回 30.2.28-3.1 三菱下関 23人 8件 

船体艤装工作部会：篠田岳思部会長 

第39回 30.6.4-5  JMU呉 12名 4件 

第40回 30.11.29-30  川重坂出 16名 4件 

第41回 31.3.18-19  SSK 19名 4件 

機関艤装部会：井上順広部会長 

第20回 30.11.19-20 JMU津 20名 8件 

電気艤装部会：金子仁部会長 

第18回 30.10.25-26 SHI-ME 17名 9件 

海洋工学研究会 

会員：居駒知樹会長ほか105名 

海上および海中の海洋構造物，海洋エネンルギー利用などの

海洋工学に関する研究を促進・支援するために，研究会の開催，

若手研究者の育成を目的とした海外派遣などを以下のとおり実

施した．（海洋環境研究会と合同開催） 

回   期日    場所      出席数 発表件数 

第38回 30.8.27 JAMSTEC横浜研究所 17名 5件 
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第39回 30.12.7 東京大学（本郷） 29名 8件 

第40回 31.3.27 大阪府大 I-siteなんば 21名 5件 

実施事項： 

・構造部門の研究会を 2回開催し，海洋構造物の構造関連研究

の情報交換を行った． 

・日本海洋工学会と第27回海洋工学シンポジウムを共催した． 

・若手海外派遣調査事業として，依田貴志氏をRENEW2018

（ポルトガル，リスボン）へ派遣した． 

海洋環境研究会 

会員：今井康貴会長ほか79名 

海洋環境の調査・保全・修復，海洋環境変動の評価・予測等

に関する研究を推進・支援するため, 海洋環境研究会を下記の

通り開催した. （海洋工学研究会と合同開催） 

回   期日     場所     出席者数 発表件数 

第37回 30.8.27 JAMSTEC横浜研究所 16名 5件 

第38回 30.12.7 東大本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ 28名 8件 

第39回 31.3.27 大阪府大I-siteなんば 22名 5件 

実施事項： 

・JAMSTEC横浜研究所見学会 

・East Asian Waters Ocean Marine Environmental Network 

(EAWOMEN2)会議（31.10大阪府大で開催予定）の準備 

情報技術研究会 

会員：青山和浩会長ほか50名 

造船および海事産業の情報技術に関する調査研究とニーズや技

術課題の発掘を目的に，以下の通り活動した． 

回       期日       場所          出席者数  発表件数 

第39回 30.06.05 サノヤス造船 31名   4件 

第40回 30.09.20 海上技術安全研究所 29名   5件 

第41回 31.01.15 三菱重工  29名   4件 

実施事項： 

・機関紙「すうちせいぎょ」の発行 

・情報技術（業界，他業界）に関する話題の提供と討議 

 

【５】国際学術協力等 

１．日韓ジョイントセッション 

韓国造船学会と共同で開催して 7回目となる日韓ジョイント

セッションは，柏の葉カンファレンスセンターで開催された秋

季講演会にて，平成30年11 月26日午後に「Eco-technology for 

ships」をテーマとして行われた．日韓 3 名ずつの講演者によ

り講演願され活発な討論が行われた． 

 

２．Pan Asian Association of Maritime Engineering Societies 

(PAAMES) 

平成30年10月9日-12日に韓国プサンのBEXICOで開催さ

れた第8回PAAMES/AMECに参加した．柏木会長，戸田国際

理事，箕浦国際企画委員の3名を派遣し，1日目に行われた ISC

会議では，今期の開催状況，次期開催地（ロシア，サンクトペ

テルブルグ）等の討議に参加した． 

2日目から3日目のAMECにて89の論文の発表が行われた．

全体の参加者は165名，日本からの発表は17件，参加者は25

名であった． 

 

３．World Maritime Technology Congress 

平成30年12月4-7日に上海で開催されたWMT Congress（学

会代表会議）およびWorld Maritime Technology Conference 

(WMTC)に戸田国際理事を派遣した．代表会議では次回をコペ

ンハーゲンで 2021年 4月 27-29日に開催することなどが決め

られた．Conferenceでは172論文が発表され日本からは12論

文であった．参加者は約270名，日本からは13名であった． 

４．国際対応委員会 

国際的な諸活動に対応するため下記の委員会を開催した． 

(1) JTTC委員会 

委員数：宇都正太郎委員長ほか 37名 

ITTC（国際試験水槽会議）への対応および船舶性能に関わる

調査研究を行った． 

回 期日    場所       出席者数 発表件数 

第38回  30. 6.27   大阪府大 I-siteなんば   16名 10件 

第39回  30.10.18  長崎タクシー会館  16名 15件 

第40回  31. 2.27  横浜国立大学 18名  15件 

実施事項：  

・第29期 ITTC各委員会の進捗状況等に関する情報交換 

・オーストラリアAMCとのTV会議による情報交換 

(2) JSSC委員会 

委員数：藤久保昌彦委員長ほか 20名 

ISSC（国際船舶および海洋構造物会議）への対応および船体

構造に関わる調査研究を行った．平成 30年度は，オランダ・ベ

ルギー共同主催で開催された ISSC2018出席が主たる活動内容

であり，委員会審議はメールベースで実施した． 

実施事項： 

・ISSC2018理事会・本会議への参加 

・ISSC2021委員の人選 

・ISSC2021理事会・委員会への参加と情報交換 

・国内開催の ISSC2021委員会中間会合の支援 

(3) PRADS 2019実行委員会 

委員数：岡田哲男委員長ほか 15名 

PRADS 2019を平成31年9月に横浜で開催するため，準備

活動を行った．締め切りまでに世界各国から223編の論文投稿

があり，論文査読を開始した． 

  

【６】シンポジウム等の開催 

１．第27回海洋工学シンポジウム 

日本海洋工学会と共催で第 27 回となる海洋工学シンポジウ

ムを「海洋における Radical Solutions」のテーマで開催した．

最新情報をワークショップ形式で報告する形式で，3 件の基調

講演，8件のOSを含め，81件の講演が行われた．  

期日：平成30年8月7-8日 

場所：日本大学理工学部（東京都千代田区） 

参加人数：217名 

 

２．World NAOE Forum 2018 

第 7回目となる世界船舶海洋工学フォーラムは，近年のセン

シング技術や双方向通信技術の著しい進歩，低コスト化の潮流

を踏まえ，「海事産業におけるデジタルツインとデータ・プラッ

トフォーム」をテーマとして開催した．海外から 3名の講師を

招へいし，2件の基調講演，デジタルツイン関係8件，データ・

プラットフォーム関係４件の講演，およびパネルディスカッシ

ョンを行った．  

期日：平成30年12月10日 

場所：海運クラブ（東京都千代田区） 

参加人数：150名，内外国人13，学生13，非会員32名 

 

３．海事三学会合同シンポジウム 

日本マリンエンジニアリング学会および日本航海学会と合同

で第 4回となる「海事三学会合同シンポジウム － 海事分野に

おけるイノベーション」を開催した．自動運航船の実現をサポ

ートする技術，船舶の運航に関連する環境対策技術もに関し，2

件の基調講演，10件の講演を行った．  

期日：平成31年1月25日 
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場所：建築会館ホール（東京都港区） 

参加人数：164名 

講演後には会場を変えて技術交流会（参加110名）を持った． 

 

【７】研究者・技術者の海外共同研究促進事業 

研究活動のグローバルな活性化と国際的な人材育成の促進を目

的に，平成30年度は海外と日本の若手研究者(30歳代)間の，以下

の共同研究4件を実施した． 

1) 流れに起因する浮体構造物運動のCFD評価と実験による検証

（東京大学－ブラジル） 

2) 浮体式洋上風車の非線形不規則波における流体力学的応答

と構造応答特性（九州大学－中国） 

3) 機械学習を用いた溶接熱源形状の同定（海上技術安全研究所

―ブラジル） 

4) 日本およびカナダのためのグローカル高潮予報システムの

開発（東京大学－カナダ） 

1)～3)は2年計画の研究であり，平成31年度も継続する．4)は平

成30年度の単年研究である．平成30年度は上記のほか，前年度か

ら継続の1件も遂行中であり，合計で5件の研究テーマが実施さ

れた． 

また平成31年度の海外共同研究には，新たに4件の応募があった

が，その中の2件が審査を経て採択された． 

 

【８】後援および協賛 

関連学協会の講演会・シンポジウム等に74件の協賛と9件の後援

を行った．また日本学術会議が主催する講演会等を3件共催した． 

 

【９】支部活動 

１．東部支部  

会員および広く公益に資する目的で，海事関連の最新テーマ

に関するワークショップを 1回開催した．また船の構造に係わ

る技術交流，研究活動のため構造研究会を実施した． 

(1) 東部支部ワークショップ 

「海洋資源開発に関する現状の取り組みとこれからの展望」 

期日：平成31年1月15日(月) 

場所：東京大学生産技術研究所コンベンションホール 

参加人数：44名（内，非会員 12名） 

講演数：6件，懇親会参加者：28名 

(2) 東部支部構造研究会 

回    期日    場所      出席者数  講演数 

第48回 30.5.30  三井E&S造船本社 20名    4件 

第49回 30.9.25  海上技術安全研究所 24名     4件 

第50回 31.1.31 住友重機械 ME 22名    4件 

 

２．関西支部 

(1) 特別講演会 

2018年5月，第3期「海洋基本計画」が 議決定された．

本計画では， 策の方向性を「新たな海洋立国への挑

戦」と 置 け，今後，海洋の産業利用を促進させると

ともに，海洋人材の育成と国民の理解の増進を進めるた

めの海洋 策を推進していく必要があると述べている．平

成 30年度の関西支部新年特別講演会として，3名の講師を

招 し，我が国の海洋 策や海洋産業について，幅広い視点

から講演会を企画した． 

期日：平成31年1月23日 

場所：神戸クリスタルタワー，出席者：48名 

題目：  我が国の海洋 策と海洋産業の現状を考える 

 （中原裕幸氏，海洋産業研究会） 

 海洋産業の振興に向けた神戸市の取り組みについて 

 （馳川潤哉氏，神戸市企画調整局） 

 AUV開発及び産業化への取り組みについて 

 （阪上裕志氏，川崎重工） 

(2) 関西支部シンポジウム 

・第1回シンポジウム(KSSG共催)  

「不確実性」をキーワードとして，各分野で重要な不確実性

を示し，構造設計への影響，明確化の方法に焦点を当て，6

件の講演と公開討論を行った． 

期日：平成30年12月7日 

場所：大阪大学中之島センター，出席者：65名 

題目：不確実性からみた船体構造設計の未来展開 

―不確実性を明確化せよ― 

・第2回シンポジウム(学生研究発表会) 

海事関係学生に研究成果の発表と討論の場を提供し，今後の

研究の発展と研究意欲の向上をはかるため，学生研究発表会

を実施した．この発表会では，さらなる学生の研究意欲向上

につなげるため，優秀な発表を表彰した． 

期日：平成30年12月8日 

場所：大阪産業創造館，出席者：76名 

ポスター：14件，支部長賞（奨励）授与3件 

(3) KFR（関西船舶海洋流体力学研究会） 

船舶および海洋に関連する流体力学の幅広い学術的知識を

深めるとともに，それらの科学技術がどのように産業に活用

されているかについての見識を深めることを目的として，例

会を開催した． 

第341回例会 

期日：平成30年7月20日  

場所：I-siteなんば 出席者：33名 

題目：ITTC Recommended Procedureの現状 

第342回例会 

期日：平成30年8月27日 

場所：I-siteなんば 出席者：54名 

題目：水中音響に関する基礎技術講座 

第343回例会 

期日：平成30年11月30日 

場所：大阪大学 吹田キャンパス 出席者：61名 

題目：Odd Faltinsen教授招待講演会  

出席者：61名 

第344回例会 

期日：平成31年3月15日 

場所：I-siteなんば 出席者：60名 

題目：自動運航船という近未来を考える  

KFR特別勉強会 

期日：平成31年3月14日 

場所：大阪大学 吹田キャンパス 出席者：32名 

題目：水中ビークルの流体力学 

(4) KSSG（関西船体構造研究会） 

関西支部に所属する研究者・技術者間で，船舶および海洋構

造物の構造に関わる，荷重，強度，設計，建造，解析技術な

どについての情報交換，話題提供，調査・研究成果の発表／

討論のための研究会（3回）を実施した．特に若手技術者育

成に重きを置いた内容とした．  

第119回 

期日：平成30年7月3日 

場所：新大阪丸ビル別館 出席者：19名 

第120回 

期日：平成30年10月31日 

場所：関西設計会議室 出席者：23名 

第121回 
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期日：平成31年3月12日 

場所：新大阪丸ビル 出席者：21名 

 

３．西部支部 

(1) 西部支部構造研究会 

回    期日     場所        出席者 

第40回 30.5.15 アルカス佐世保       31名 

第41回 30.9.26 レオプラザホテル佐世保   35名 

第42回 31.1.16 武雄温泉ハイツ      28名 

(2) 西部支部性能研究会  

Workshop on Environmental Technologies in Naval  

Architecture and Ocean Engineering, 2018 

期日：平成30年11月8日，9日 

場所：広島大学中央図書館ライブラリーホール 

参加人数：41名，講演：19件 

船舶海洋分野の学生や企業の若手研究者・技術者に気軽 

に参加できる国際会議の場を提供するとともに当該分野の

環境関連技術に関する情報交換を行った． 

(3) 西部支部シンポジウム 

「AIの現状と海事産業利用への展望」 

期日：平成31年1月8日 

場所：リファレンス駅東ビル 

参加人数：52名，講演：4件 

AI（人工知能）という言葉は一般社会にも広く認知される 

うになり，ディープラーニングに代表されるAI技術の進展によ

り，情報通信分野のみならず，海事産業を含む様々な産業分野

においてAI活用の成果が報告されている．そこで，AI技術に

ついての概要と，海事産業を含む産業利用事例を紹介する目的

で，造船関係技術者を対象としたシンポジウムを開催した． 

(4) 西部支部特別講演会 

｢コンピュータグラフィックスにおける流体解析とその応用｣ 

期日：平成31年1月9日 

場所：リファレンス駅東ビル 

参加人数：33名，講演：1件 

北海道大学の土橋宜典准教授より，最新のコンピュータグラ 

フィックス技術について，数値シミュレーション技術との融合，

工学分野への適用などとともに紹介された．

 

 

Ⅱ 啓発・広報事業 
 

  

【１】能力開発センター 

１．能力開発センター運営委員会  

委員数：藤久保昌彦委員長ほか5名 

能力開発センターを構成する技術者資格支援委員会，CPD委員会，

大学等教育支援委員会の活動を推進した． 

 

２．技術者資格支援委員会  

委員数：上野道雄委員長ほか1名 

技術士補（技術士第1次試験）の資格取得のための講習会を開催

した．技術士一次試験の専門科目（機械とシステム，浮体の力学，

計測・制御，材料・構造）について4名の講師による講習を行った． 

期日：平成30年6月21，22日 

場所：学会会議室 

後援：日本マリンエンジニアリング学会，日本造船工業会 

参加人数：7名 

 

３．CPD委員会  

委員数：新宅英司委員長ほか4名 

  継続的能力開発（CPD）ポイント蓄積システムの運用を行っ

た．  

 

４．大学等教育支援委員会  

委員数：馬場信弘委員長ほか5名 

  日本技術者教育認定機構（JABEE）の活動に協力し，船舶海

洋系大学の教育プログラムの，JABEE 認定に向けた支援を行

った． 

 

【２】船舶海洋工学シリーズの英訳出版 

海外の造船技術者育成に資する目的で「船舶海洋工学シリーズ」

の英語版の翻訳・出版作業を進め，平成29年度に引き続き，第5,6

巻目として「Ship Maneuverability」,「Ship Production System」

の翻訳と出版に向けた作業を行った．なお英訳出版事業は，第6巻

までで一時中止することとした． 

 

【３】造船技術者社会人教育 

若手造船技術者の実務に役立つ実践的な教育のため，日本造

船工業会，日本中小型造船工業会と共催し，造船技術者社会人

教育（第18回）を実施した． 

 

【４】海洋教育推進活動 

１．海洋教育推進委員会 

 委員数：小林正典委員長ほか 50名 

(1) 委員会の開催 

運営委員会，WG戦略会議を下記のとおり開催し，以下につ

いて審議した． 

・ 海洋教育推進委員会の運営方針 

・ 海洋教育フォーラム，海洋教育セミナーの計画・実施 

期日 委員会名 出席者数 

30.7.20 第36回運営委員会 7 

30.7.20 第25回WG戦略会議 12 

30.9.21 第37回運営委員会 9 

30.9.21 第26回WG戦略会議 13 

30.12.14 第38回運営委員会 8 

30.12.14 第27回WG戦略会議 10 

31.2.5 第39回運営委員会 6 

31.2.5 第28回WG戦略会議 11 

(2) 海洋教育フォーラムと海洋教育セミナーの開催 

海事関係の人材のすそ野を広げるために，「海洋と我々の係わ

り」を中高生及び若年層に理解してもらうことを目的として，

全国で展開している．フォーラムの開催は，中高生及び若年層

を対象とするのはもちろんであるが，教員及び一般市民を介し

て中高生及び若年層に伝えてもらうために，広く一般の人も参

加している．総計10回の海洋教育フォーラムを全国各地で開催

した．また，平成29年度の海洋教育推進委員会の活動報告会と

して，海洋教育セミナーを 1回開催した． 

・ 第14回東部支部海洋教育セミナー 

期日：平成30年7月20日 

場所：東京海洋大学 越中島キャンパス 

プログラム：講演18件  参加者数：22名 

・ 第45回海洋教育フォーラム 
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「もっと船を知りたい」 

期日：平成30年10月14日 

場所：記念艦三笠講堂 

プログラム：講演3件  参加者数：93名 

・第46回海洋教育フォーラム 

 「海の研究最前線-研究者と語ろう-」 

期日：平成30年11月11日 

場所：大阪府立大学 I-siteなんば 

プログラム：講演3件  参加者数：34名 

・ 第47回海洋教育フォーラム 

「海のことをもっと知ろう！～北三陸の海における未利用 

 資源の探求～」 

期日：平成30年11月22日 

場所：久慈市文化会館アンバーホール 

プログラム：講演3件  参加者数：210名 

・ 第48回海洋教育フォーラム 

「豊かな海と暮らすために～海に親しみ,海を知る・海と共

に～」 

期日：平成30年12月1日 

場所：男鹿市民文化会館 小ホール 

プログラム：講演3件  参加者数：249名 

・ 第49回海洋教育フォーラム 

「海のなかをのぞいてみよう～海の地図作りからハイテク

漁業情報まで～」 

期日：平成30年12月1日 

場所：JMSアステールプラザ 7F 研究室 

プログラム：講演4件  参加者数：60名 

・ 第50回海洋教育フォーラム 

「海のことをもっと知ろう！-海洋エネルギー利用と大規模

養殖-」 

期日：平成30年12月15日 

場所：静岡商工会議所静岡事務所会館 5階ホール 

プログラム：講演3件  参加者数：68名 

・ 第51回海洋教育フォーラム 

「海を調べる技術：海を知って，未来を考えよう」 

期日：平成30年12月16日 

場所：長崎大学 文教キャンパス 

プログラム：講演3件  参加者数：66名 

・ 第52回海洋教育フォーラム 

「陸路と海への人類拡散-岩宿遺跡から世界へ-」 

期日：平成31年2月16日 

場所：晶賢学園まえばしホール 第5会議室 

プログラム：講演3件  参加者数：50名 

・ 第53回海洋教育フォーラム 

「海をつかってできること～私たちの生活を豊かにする」 

期日：平成31年3月2日 

場所：日本大学理工学部 船橋キャンパス 13号館低層棟 

プログラム：講演3件  参加者数：30名 

・ 第54回海洋教育フォーラム 

「海の環境とエネルギー」 

期日：平成31年3月10日 

場所：福岡市西区 西市民センター 

プログラム：講演4件  参加者数：25名 

(3) 海洋教育に関する広報活動 

・ 海洋教育に関するイベントの紹介記事を学会誌に掲載した． 

・ 海洋教育イベント情報をホームページに掲載した． 

 (4) 海洋教育に関する企画 

・ 国内の海事関連団体・企業に赴き，海洋教育に関連する各機

関の取り組みについて情報収集を実施した（WG4）． 

平成30年7月 宮城県多賀城高校災害科学科訪問 

平成30年7月 うみ博PCC乗船見学会（横浜市） 

平成30年7月 「海フェスタ新潟」新潟LNG基地見学会 

平成30年11月 博多港アイランドシティ見学 

平成31年2月 愛媛県立今治工業高校造船科訪問 

・ 国立科学博物館の2018夏休みサイエンススクエアにおいて，

海と船の工作ひろば「すいすい推力船を作ってみよう！」，

バンドー神戸青少年科学館で，ミニ水中グライダーの工作教

室，船の科学館で，「みずパワーで船を動かしてみよう！」，

東京大学柏キャンパスにて「水の力で進む船を作ろう！」を

実施した（WG5）．  

・ 三井 E&S 造船千葉工場にて造船所見学会を開催した

（WG6）． 

・ 海洋型自然体験学習として，東京海洋大学周辺水域にて，10

人乗りカヌーによる小学生操船体験を実施した（WG8）．  

 

２．青少年啓蒙活動 

(1) 長崎総科大学2018夏休みおもしろ船教室 

～海洋教育普及・海洋人材育成の地域連帯～ 

期日：平成30年8月10日 

場所：長崎総科大学ならびに橘湾  参加者数：45名 

プログラム：プレジャーボート操船体験と操船・溶接・塗装

シミュレーター（体験学習） 

海洋体験クルージング・操船体験，ミニRC潜水艦操縦体験 

(2) その他啓発活動 

・‘18水中ロボットコンベンションin JAMSTEC(30.8.24-26) 

 

３．夏の学校 

 2泊3日または1泊2日で，性能・運動分野および構造強度・ 

材料溶接分野の専門家に講義を依頼し，若手技術者の専門教育

の充実，および交流を促進する「夏の学校」を以下のように開

催した． 

(1) 性能・運動分野 

期日：平成30年8月28～ 30日 

場所：横浜国立大学 臨海環境センター 

参加者数：24名 

プログラム：基礎講義 2件，乗船実習 

(2) 構造強度・材料溶接分野 

期日：平成30年9月5～6日 

場所：東広島文芸文化ホール「くらら」 

参加者数：30名 

プログラム：講義6件 

 

４．一般向け講演会の開催 

 表 2-1のとおり造船系 8大学にて小学生から高校生を含む一

般向けの講演会等を開催した．本事業は日本造船工業会より補

助金を受けた．  
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【５】会誌発行 

 会員および広く一般に海事関連の最新情報を提供し，また学

会活動を広報・周知するため，学会誌「KANRIN」を隔月に発

行した． 

(1) 学会誌編集委員会 

 委員数：西村信一委員長ほか 58名 

・学会誌発行の全体計画および調整のため，下記の編集幹事会

を開催した． 

  回    期日    場所       出席者数 

 第53回 30.4.10  大阪（新大阪丸ビル）  8 

 第54回 30.8.29   広島（広島オフィスセンター）10 

 第55回 30.11.14   学会会議室       7 

第56回 31.1.17   大阪（新大阪丸ビル）    6 

・特集等の企画・編集のため，各支部単 の編集委員会を随時

開催した． 

・各支部編集委員会の分担により，学会誌第 78号～83号を編

集した． 

・研究企画委員会との連携で，連載解説記事「港内船舶の係留

問題最前線」の連載を第83号まで継続した．  

・平成28年度より開始した「会員の声」の掲載を継続した． 

(2) 刊行 

 日本船舶海洋工学会誌「KANRIN」第78号から83号までの

6冊を表2-2のとおり刊行し会員に配布した． 

 

表2-2 日本船舶海洋工学会誌「KANRIN」発行 

会誌・号・発行月 頁数 発行部数 

KANRIN 第78号 (平成30年5月) 87 5,100 

KANRIN 第79号 (平成30年7月) 124 5,100 

KANRIN 第80号 (平成30年9月) 58 5,100 

KANRIN 第81号 (平成30年11月) 78 5,100 

KANRIN 第82号 (平成31年1月) 77 5,100 

KANRIN 第83号 (平成31年3月) 62 5,100 

計 486 30,600 

 

【６】電子情報サービス 

 会員をはじめとする国民一般への広報・情報発信として，学会

ホームページの管理運用を行った．また会員の利便性向上の一環

として，講演会費用等のカード決済のシステムを稼働させ，英文

ホームページのリニューアルを行うとともに，ホームページ活性

化のために，フォトギャラリーにて，第4回フォトコンテストを実

施した． 

(1) 情報管理委員会 

委員数：吉田泰三委員長ほか3名 

下記のとおり5回の情報管理委員会を開催し，主として学会ホー

ムページの運用に関する審議を行った． 

回 期日 場所 出席者数 

第1回 30.4.11 学会会議室 8 

第2回 30.7.11 学会会議室 8 

第3回 30.10.10 サノヤス造船 6 

第4回 31.2.5 九州大学 6 

第5回 31.3.26 学会会議室 7 

(2) 主な実施事項 

・日本船舶海洋工学会ホームページの企画・管理・運用 

・メールニュースNo.296～324の発行 

・会員サイトのコンテンツの追加・充実 

・第4回フォトコンテストの実施 

 

【７】褒賞 

日本船舶海洋工学会細則第 33条から 36条にもと き，学会

賞，船舶海洋技術賞等を授与した． 

1) 平成30年度定時総会において，表2-3 のとおり日本船舶海洋工

学会賞（論文賞）を授与した．また副賞として日本造船工業会

賞・日本海事協会賞を授与した． 

2) 平成30年度定時総会において，表2-4 のとおり第42回船舶海洋

技術賞が福地信義君に授与された． 

3) 平成30年度定時総会において，表2-5のとおり日本船舶海洋工学

会奨励賞(乾賞) を授与した． 

4) 平成30年度定時総会において，表2-6のとおり日本船舶海洋工学

会賞（著書等）を授与した． 

5) 船舶海洋系大学および大学院（修士課程）の卒業者の中から

成績優秀な者に表2-7のとおり，奨学褒賞を授与した． 

6) 商船高等専門学校等の卒業者の中から成績優秀な者に表2-8の

とおり，奨学褒賞を授与した． 

7) 工業高等学校の卒業者の中から成績優秀な者に表2-9のとお

り，奨学褒賞を授与した． 

 

 表2-1 一般向け講演会  

大学 開催日／場所 参加者 

東京大学 平成30年11月 10日 

東京夢の島マリーナ 

60 

東京海洋大学 平成30年9月23日 

住吉クローバー橋 

平成30年11月 17日 

がすてなーに（ガスの科学館） 

70 

 

40 

横浜国立大学 平成30年7月16日 

横浜国立大学キャンパス 

平成30年8月25日 

横浜国立大学キャンパス 

75 

 

70 

大阪大学 平成31年1月27日 

ニチイ学館ポートアイランド

センター他（第 11 回サイエン

スフェア in兵庫にて実施） 

フェアの

参加者

1200 

 

大阪府立大学 平成30年5月10日 

大阪府立箕面高等学校 

平成30年6月26日 

開智高等学校 

平成30年7月14日 

開智高等学校 

平成30年8月3日 

大阪狭山市立公民館 

平成30年8月25日 

守口市東部ｴﾘｱｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀ  ー

平成30年8月30日 

大阪府立池田高等学校 

平成31年2月2日 

千里山ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀ  ー

45 

 

20 

 

25 

 

23 

 

18 

 

78 

 

35 

      

広島大学 平成30年8月7日 

山口高校・徳山高校・岩国高校 

120 

     

九州大学 平成30年8月25日 

伊都キャンパス 

平成30年10月 7日 

伊都キャンパス（大学祭にて実

施） 

52 

 

配付 

パンフ数 

1600 

長崎総合 

科学大学 

平成30年10月 20,21日 

長崎市科学館 

平成30年11月 23,24日 

長崎総合科学大学 

平成30年12月 7日 

長崎総合科学大学 

平成30年12月 10日 

三菱重工長崎造船所 香焼工場 

150 

 

150 

 

93 

 

18 
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表2-3 論文賞 

日本船舶海洋工学会賞 

日本造船工業会賞 

論文名：海底漏出物質の漏出 置と漏出流量の数値的推定法 

の開発 

受賞者：森千晶（東京大）佐藤徹（同）大山裕之（同） 

加野友紀（産総研） 

日本船舶海洋工学会賞 

日本海事協会賞 

論文名：実運航シミュレーションによる実船データ解析， 

  実運航性能評価における船速－回転数－主機出力関係の 

モデル化 

受賞者：櫻田顕子（海技研）黒田麻利子（同）辻本勝（同） 

杉本義彦（商船三井）長谷川健（同）枌原直人（海技研） 

日本船舶海洋工学会賞 

日本造船工業会賞，日本海事協会賞 

論文名：船底局部荷重を考慮したコンテナ船の縦曲げ最終強度 

解析に関する研究 

受賞者：辰巳晃（大阪大）藤久保昌彦（同）松井貞興（海技研） 

 

 

 

【８】広報活動 

各種イベントにおけるパンフレットの配布等，学会活動を広

く周知し入会者の増加を図る目的で広報宣伝活動を継続した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-4 船舶海洋技術賞 

受賞者：福地 信義（九州大学名誉教授） 

表2-5 奨励賞（乾賞） 

論文名：旅客船の要求区画指数R見直しFSAにおける費用対効果 

評価 

受賞者：柚井 智洋（海技研） 

論文名：BHP最小化を目的とした船尾船型最適化手法 

（第1報，第2報） 

受賞者：岡本 直也（JMU） 

表2-6 著書・開発・発明賞 

日本船舶海洋工学会賞 

著書： 「翔べ！470 -470級ヨットの帆走性能を科学する-」 

受賞者：増山 豊（金沢工業大学） 

 

    
 

表2-9 奨学褒賞（高等学校） 

学校名 受賞者 

山口県立下関中央工業高等学校 本綱 優 

高知県立須崎工業高等学校 尾崎 朱竜 

長崎県立長崎工業高等学校 山田 悠斗 

  

表2-7 奨学褒賞（大学，大学校） 

学校名，学科名 受賞者 

東京大学 

工学部システム創成学科 

 

中村 徳孝 

大学院工学系研究科システム創成学専攻 西薗 祐希 

大学院新領域創成科学研究科 金澤 元泰 

横浜国立大学 

理工学部建築都市・環境系学科 

 

石原 祐希 

大学院工学府システム統合工学専攻 石田 有子 

東京海洋大学 

海洋工学部海事システム工学科 

 

上田 航平 

海洋工学部海洋電子機械工学科 藤城 志遥 

海洋工学部流通情報工学科 嘉野 尚弘 

海洋科学技術研究科海運ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ専攻 金 會勧 

神戸大学 

海事科学部グローバル輸送科学科 

 

瀧 佑馬 

海事科学部海洋安全システム科学科 湯浦 哲大 

海事科学部マリンエンジニアリング学科 石川 妃奈子 

海事科学研究科 小谷 和也 

大阪大学工学部 

地球総合工学科船舶海洋工学科目 

 

丸山 湧生 

大学院工学研究科地球総合工学専攻  檜垣 岳史 

大阪府立大学工学域機械系学類 

海洋システム工学課程 

 

小森 智己 

大学院工学研究科航空宇宙海洋系専攻 杉原 悠介 

東海大学海洋学部 

航海工学科海洋機械工学専攻 

 

角谷 拓紀 

広島大学工学部 

第四類輸送機器環境工学プログラム 

 

野村 潤平 

大学院工学研究科輸送･環境システム専攻 石川 貴浩 

九州大学工学部地球環境工学科 

船舶海洋システム工学コース 

 

山口 絢也 

大学院工学府海洋システム工学専攻 山﨑 真尚 

総合理工学府大気海洋環境ｼｽﾃﾑ学専攻 福田 和記 

長崎総合科学大学 

工学部工学科船舶工学コース 

大学院工学研究科生産技術学専攻 

 

平山 哲朗 

徐 海峰 

海上保安大学校 

本科第一群 

本科第二群 

 

武良 達弘 

新川 友梨 

海技大学校 

海上技術コース（航海専修） 

海上技術コース（機関専修） 

 

星川 宗一朗 

三石 泰 

  

表2-8 奨学褒賞（商船高等専門学校） 

学校名 受賞者 

弓削商船高等専門学校 

商船学科 航海コース 

商船学科 機関コース 

 

森  海斗 

AHMAD RAHIMI RAIS BIN REJEMAT 

大島商船高等専門学校 

商船学科 航海コース 

商船学科 機関コース 

 

峯  竜一 

川上 拓也 

富山高等専門学校 

商船学科 航海コース 

商船学科 機関コース 

 

小西 秀佳 

松井 真悟 

鳥羽商船高等専門学校 

商船学科 航海コース 

商船学科 機関コース 

 

麻野  航 

奥田 泰暉 

広島商船高等専門学校 

商船学科 航海コース 

商船学科 機関コース 

 

新中 優斗 

村岡 拓実 
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【９】シップ・オブ・ザ・イヤー授賞 

毎年日本で建造された船舶・海洋構造物の中から，技術的・

芸術的・社会的に優れた作品を選考して表彰するシップ・オブ・

ザ・イヤーの第 28回目となるシップ・オブ・ザ・イヤー2017

を選定した． 

平成30年5月14日，応募作品の発表会と選考会が実施され，

選考委員会において表2-10に示す作品が各賞に選定された．平

成30年7月13日に開催された海事三学会合同表彰式（海運ク

ラブ）において，受賞作品の表彰を行った． 

 

表2-10 シップ・オブ・ザ・イヤー受賞作品 

シップ･オブ･ザ･イヤー2017 MOL TRUTH 

大型客船部門賞 あざれあ 

小型客船部門賞 鷹巣 

大型貨物船部門賞 TRANS HARMONY 1 

小型貨物船部門賞 はいぱーえこ 

漁船・作業船部門賞 天鷹丸 

海洋構造物・機器部門賞 かいりゅう 

 

【１０】ふね遺産の認定事業 

第2回ふね遺産公募に応募・推薦のあった11件から，ふね遺

産認定実行委員会で選定した候補案を審査委員会で審査の結果，

表2-11に示す第2回認定案件8件を決定した．平成30年7月

20日に明治記念館に於いて認定式を開催し，認定案件所有者に

認定書および認定プレートを授与した．また第 3回ふね遺産の

公募を行い，応募案件15件から候補案を選考した． 

 

表2-11 第2回ふね遺産認定 

認定案件 所在地･所有者 

氷川丸 日本郵船（株） 

海王丸 伏木富山港･海王丸財団 

徳島藩御召鯨船「千山丸」 徳島城博物館 

コンクリート貨物船「第一武智丸」 

および「第二武智丸」 

広島県呉市 

 

川崎造船第１ドック 川崎重工業（株） 

大日本海志編纂資料 東京大学駒場図書館 

粟崎八幡神社の船絵馬 粟崎八幡神社 

練習船「霧島丸」の遭難碑 鹿児島大学水産学部 

 

 

【１１】支部活動 

１．東部支部 

(1) 若手研修・意見交換会 

海事産業に関わる若手世代の親睦を深め，海事産業にまつわ

る情報共有や問題意識の啓発を図るため，若手研修・意見交換

会を開催した．駿河湾フェリーから清水港内を視察し，清水エ

ル・エヌ・ジー，JAMSTEC CDEXの協力により，袖師LNG

基地を見学した後，地球深部探査船「ちきゅう」に乗船した．

「ちきゅう」では，DPS，ラボ等の説明を受け，ドリラーズハ

ウスからのドリルパイプ作業見学を行った．LNG基地では，貯

蔵設備，バンカリング，トラック積み込みなど，船舶と陸上設

備の関係について説明を受け情報交換した． 

期日：平成30年9月27日 

場所：（株）清水エル・エヌ・ジー社袖師基地 

参加人数：36名 

(2) 海事産業へのお誘い 

海事産業へ興味を持つ全ての大学生・大学院生を対象とした

海事産業へのお誘いを開催した．参加団体による個別説明会，

概要説明パネルの展示を行い，海事産業の魅力を周知すること

に努めた． 

期日：平成31年3月4日 

場所：東京海洋大学 越中島キャンパス 八十五周年記念会館 

参加人数：35名，参加団体数：17団体 

(3) 学生のための社会見学 

海事・造船関係機関の実務への関心の拡大を図る目的で，昨

年に続き 2回目となる学生を対象とした海事・造船関係機関の

社会見学を実施した．今年度は，海洋研究開発機構(JAMSTEC)

横須賀本部を訪問し，機構全体の概要説明を受けた後，実験施

設 2 か所(高圧水槽，超音波水槽)，海洋科学技術館，有人・無

人探査機整備場，東北海洋生態系調査船「新青丸」を見学した．

また「ちきゅう」のミッションについて説明を受けた． 

期日：平成30年9月13日 

場所：海洋研究開発機構(JAMSTEC) 横須賀本部 

参加人数：13名 

(4) 東部支部情報管理委員会 

会員等に対する情報提供として，支部ホームページの管理，

メールニュース（No.48から52）の発行を行った． 

 

２．関西支部 

(1) 若手技術者研修会 

委員数：藤久保会長ほか8名 

造船所の若手工作技術者を対象に，工作技術への理解と応用

力を深める自己研鑽及び啓発の場として，造船所・メーカー・

大学施設を見学した．さらに所属組織の垣根を越えた交流を

狙い，技術研修会を開催した． 

第1回研修会 

期日：平成 30年6月8日 出席者：6名 

場所：大阪大学 吹田キャンパス 

第2回研修会 

期日：平成 30年9月21日 出席者：6名 

場所：今治造船丸亀事業本部・川崎重工業坂出工場 

第3回研修会 

期日：平成 30年10月19日 出席者：6名 

場所：サノヤス造船水島製造所・三井 E＆S造船玉野事業所 

第4回研修会 

期日：平成 30年11月16日 

場所：JMU津事業所 出席者：6名 

第5回研修会 

期日：平成 30年12月13日 

場所：キャタピラージャパン明石事業所 出席者：6名 

第6回研修会 

期日：平成 30年12月14日 

場所：新日鐵住金広畑工場 出席者：6名 

(2) 造船資料保存委員会 

委員数 32名 

委員会開催数：4回 

造船技術の発展途上で創り出され活用された資料ならびに用

具類の収集・保存，および発展過程の調査を行った．また学

会の歴史と文化活動の発信媒体「デジタル造船資料館」の維

持運営のため編集会議を 2回行った． 

(3) 関西シニア海事研究会 

シニアによるグループ活動をホームページに掲載して各活動

への参加者拡大を図った． 

総会（平成30年7月7日） 

場所：神戸クリスタルホール 出席者：23名 

(4)  支部長賞 
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船舶及び海洋工学，その他海事一般への継続的な貢献が期待

される個人または団体を奨励するため，支部長賞を授与した． 

関西支部会員より自薦または他薦された技術者，教員，学生

および団体を対象とした． 

・支部長賞(2件) 

一般財団法人神戸観光局：国際コンベンション等を通した海

洋 科学技術，海洋産業の発展に対する貢献 

神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船深江丸：海事分野

の人材育成および教育関係共同利用拠点として海洋教育に対

する貢献 

・支部長賞(奨励)(3件) 

土屋慶太（阪大），大木有（阪大），野谷勇介（神戸大） 

(5) 海事産業説明会 

大学生・大学院生を対象に，海事産業について紹介と啓発を

するための説明会を開催した．運営は，関西地区の学生研究

グループであるKFRjrとKSSGjrの学生幹事が主体となり，

特別講演,参加団体による企業別説明会と座談会を実施した． 

期日：平成30年12月8日 

場所：大阪産業創造館  

テーマ： ①造船業界の現状と今後の展望 

     ②洋上風力発電の実証研究について  

学生参加者：68名 参加団体：23団体 

(6) 見学・講演会 

・一般向け見学会 

世界文化遺産の姫路城の内堀で運航されている復元和船の乗

船見学会を行った．姫路藩和船建造委員会の金田隆氏から和

船の特徴歴史，建造過程などについて解説を受けた． 

期日：平成30年11月10日 

場所 : 姫路城，参加者：29名 

テーマ：和船で姫路城を愛でる  

・学生向け見学会 

ジャパンマリンユナイテッド津事業所及び技術研究所の見学

を行った．実際の船の建造現場と最先端の研究開発を行う研

究所の見学を通じ，学生の造船に関する理解増進を図り，研

究に対する刺激を与えた． 

期日 : 平成31年1月31日 

場所 : JMU津事業所及び技術研究所，参加者：16名 

(7) 学生・若手会員募集 

学生会員勧誘のための学会紹介パンフレットを製作し，学生

会員の拡大を図った． 

 

３．西部支部  

(1) 西部支部セミナー 

｢海事産業・製造業におけるデジタル技術活用｣ 
期日：平成30年10月15日 

場所：リファレンス駅東ビル 

参加人数：56名，講演：4件 

近年，急速に発展し続けているデジタル技術の導入により， 

海事産業のみならず多くの産業において「もの くり」に変革

がもたらされている．技術者として新しい「もの くり」に対

応していくため，最新技術を把握しておくことは有意義である． 

そこで，造船業，及び自動車産業におけるデジタル技術導入に

関する最新事例，さらに自動運航船に関する技術動向を紹介し，

造船技術者の技術力向上，造船界の活性化に資するセミナーを

開催した． 

(2) 西部支部若手技術者交流会（ワークショップ） 

期日： 第1回 平成30年10月 5，6日 

第2回 平成30年11月 2，3日 

場所：リファレンス駅東ビル 

参加人数：22名（若手16名，講師2名，アドバイザー2名， 

世話人2名） 

所属組織の垣根を越えた課題解決を通じて若手技術者間の交 

流や情報交換を行い，仕事や研究へのモチベーションの醸成を

図り，わが国の船舶・海洋工学分野の将来課題について認識を

深め，課題解決のマインド作りをするワークショップを開催し

た．業界理解を深めるための専門家による講義，フレームワー

クを用いた問題分析の手法等に取り組んだ． 

(3) 広報編集委員会 

回    期日        場所         出席数 

第32回 30.5.16  リファレンス駅東ビル 14名 

第33回 30.11.9  リファレンス駅東ビル  15名 

広報および学会誌の企画・編集に関わる審議を行った． 

(4) 電子情報委員会 

電子メールにより関連課題の審議を行った． 

(5) 広報活動など 

メールマガジン第77号～第82号を配信した． 

 
 

Ⅲ 事 務 報 告 
 

 

【１】会合 

１．定時総会 

平成30年度（第123期）日本船舶海洋工学会定時総会を代議員67

名(内書面による議決権行使45名，定足数42名)の出席者のもと下記

のとおり開催し，平成29年度（第122期）事業報告（報告事項），

収支決算報告（決議事項）等を審議して可決した． 

期日：平成30年5月21日 15:00～15:40 

場所：ホテルコスモスクエア国際交流センター（大阪市） 

議事： 

(1) 平成29年度（第122期）事業報告，決算報告 

(2) 平成30年度（第123期）事業計画，収支予算 

 

２．理事会 

平成30年度（第123期）第 1回定例理事会 

日時：平成 30年4月27日（金）14:30～17:00 

場所：日本船舶海洋工学会 会議室 

出席：理事 13名，監事3名，事務局1名 

主要議事： 

・平成 29年度事業報告・決算報告に関する審議 

・定時総会開催に関する審議 

・内規の改定に関する審議 

平成30年度（第123期）第 2回定例理事会 

日時：平成 30年6月29日（金）13:30～17:30 

場所：日本船舶海洋工学会 会議室 

出席：理事 13名，監事1名，事務局1名 

主要議事： 

・新規研究委員会設置に関する審議 

・学術講演会に関する審議 

・代議員選挙の実施に関する審議 

平成30年度（第123期）第 3回定例理事会 
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日時：平成 30年9月14日（金）13:45～17:30 

場所：中央電気倶楽部 210会議室 

出席：理事 13名，監事3名，事務局1名 

主要議事： 

・新規研究委員会設置に関する審議 

・海外共同研究促進事業に関する審議 

・代議員選挙の実施に関する審議 

平成30年度（第123期）第 4回定例理事会 

日時：平成 30年11月16日（金）14:30～17:45 

場所：リファレンス駅東ビル 2F会議室（博多） 

出席：理事 12名，監事2名，事務局1名 

主要議事： 

・内規の改定に関する審議 

・海外共同研究促進事業に関する審議 

・次年度予算・事業計画に関する審議 

平成30年度（第123期）第 5回定例理事会 

日時：平成 31年2月1日（金）13:30～18:00 

場所：日本船舶海洋工学会 会議室 

出席：理事 14名，監事2名，事務局1名 

主要議事： 

・平成31年度事業計画・収支予算案に関する審議 

・大型研究計画マスタープランに関する審議 

平成30年度（第123期）第 6回定例理事会 

日時：平成 31年3月15日（金）13:30～17:20 

場所：中央電気倶楽部 会議室 

出席：理事 13名，監事 1名，事務局1名 

主要議事： 

・平成31年度（第124期）事業計画・予算に関する審議 

・名誉会員・功労会員の推薦 

・学会賞の授賞に関する審議 

 

【２】会員の異動 

１．会員数推移 

平成31年3月31日現在，会員総数は個人会員4,308名，賛助会員

140団体，計4,448となった．（表3-1）  

 

２．名誉会員，功労会員の推薦 

 平成30年5月21日定時総会にて下記のとおり1名が名誉会

員に，2名が功労会員に推薦された． 

名誉会員： 原 壽 

功労会員： 戸田 保幸 濱田 邦裕 

 

３．終身会員の推薦 

理事会において下記50名の終身会員への推薦が承認された． 

秋山  章 磯﨑 芳男 伊藤  光 井上 隆一 

井上  昭 岩本 才次 植木 修次 植田 和男 

大石  仁 大高 慎自 太田黒一秋 織田 博行 

蔭山  康 金倉 正明 叶  耕治 上入佐 光 

河邉  寛 工藤 仁志 高坂  明 河野 俊一 

小林 英一 佐々木紀幸 佐野  正 重松 正博 

渋江 唯司 清水 明夫 下垣 慶紀 下司 修一 

末吉  明 杉山 鏡太 田中 貞幸 玉島 正裕 

寺尾  裕 遠山 泰美 長尾 秀樹 中川 道雄 

中園  博 仁保  治 野田  登 橋本 親男 

林田  滋 松浦 正己 丸山 修史 村川 英一 

溝下 和裕 森尾 隆義 森谷 周行 矢島 拓自 

山本 研一 脇田 典英 

 

 

 

【３】委員の委嘱 

下記のとおり新たに委員を委嘱した． 

(1) 英文論文集編集委員会 

Riccardo Broglia，Bram Starke，片山 徹，坂上 憲光， 

段 智久，Francis Valentine，Raju Dalta， 

Hidenori Sekiguchi 

(2) 学会誌編集委員会 

新井祐司，宇貞 哲，倉信力也，川畑友弥，小沢 匠，田中隆太，

石川 薫 

(3) 研究企画委員会，分野研究企画部会 

関口晋，平川真一，網井裕真，宮保祐樹，平林紳一郎，安澤幸隆， 

浅田典彦，藤原浩二，松尾 稔，佐々木吉通 

(4) 研究委員会 

P-56 曳航及び係船設備の2018年規則改正に関する設計指針の

作成研究委員会：田中進，岸本研一，高柳哲二，白石開，舟橋宏

樹，目見田史郎，中桐裕明 

S-16 次世代海洋食料生産システム研究委員会： 

北澤大輔，吉田毅郎，多部田茂，大内一之，西佳樹，段烽軍， 

吉本治樹，石黒泰大，清水真之 

S-17 システムオブシステム技術の船舶海洋工学分野への活用

検討委員会：篠田岳思，稗方和夫，青山和浩，田中太氏，濱田邦

裕，間島隆博，満行泰河，土井裕文，松尾 晃 

S-18 AIS等の船舶動静ビックデータを活用した物流・海運市

況・造船需要分析手法に関する検討委員会： 

柴崎隆一，泉山卓，和田祐次郎，青山和浩，荒谷太郎，石井昌宏，

伊藤秀和，大泉和也，小坂浩之，渡部大輔，坪田建明，手塚広一

郎，鳥海重喜，濱田邦裕，松田琢磨，村上進亮 

S-19 船舶海洋分野への人工知能(AI)の導入可能性の調査と評価

研究委員会：影本 浩，松岡和彦，天谷一朗，石川 暁，一色 浩，

一ノ瀬康雄，金井 健，北澤大輔，土井憲治，中村真也，稗方和

夫，山田智章，藤田 智，古野弘志，Xin Wang 

(5) JSSC委員会 

岡 正義，後藤浩二，今野義浩，朱 庭耀，孝岡祐吉，平川真一，

村井基彦 

(6) JTTC委員会 

石川 暁 

 

【４】代議員選挙 

 代議員選挙管理委員会（委員長：原壽）を設置し，任期満了

表3-1 会員数推移 

種 別 

前期末 

(30年3月

31日) 

当期末 

(31年3月

31日) 

増員 減員 増減 

正会員 4,160 4,083 35 112 -77 

(内名誉会員) (38) (39) 1 0 1 

(内功労会員) (59) (60) 2 1 1 

(内終身会員) (911) (926) 50 35 15 

(内ｼﾆｱ会員) (77) (64) 12 25 -13 

(内在外会員) (88) (81) 0 7 -7 

学生会員 266 223 81 124 -43 

賛助会員 特級 17 17 0 0 0 

 １級 9 9 0 0 0 

 ２級 10 10 0 0 0 

 ３級 103 104 1 0 1 

 個人 3 2 0 1 -1 

 合 計 4,568 4,448 117 237 -120 
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に伴う日本船舶海洋工学会代議員選挙の結果，平成 31～32 年

度の代議員は下記のとおり選出され，平成 30年 12月 20日公

示された．効率化のため今次選挙より電子投票を導入した． 

青木 伊知郎 青山 和浩 有馬 俊朗 有馬 正和 

粟島 裕治 安藤 英幸 石川 暁 石倉 歩 

石黒 剛 伊藤 博子 伊東 章雄 岩下 英嗣 

上田 直樹 内田 誠 宇都宮 智昭 梅田 直哉 

箙 一之 大沢 直樹 大塚 耕司 大坪 新一郎 

大庭 亮 岡崎 全伯 岡田 哲男 岡  正義 

柏木 正 片山 徹 川越 美一 川村 恭己 

北村 充 北村 徹 木村  校優 河野 一郎 

後藤 浩二 佐藤 徹 佐藤 隆一 篠田 岳思 

柴崎 公太 庄司 るり 新海 信隆 菅  勇人 

鈴木 英之 鈴木 克幸 高木 健 髙木 祐介 

髙橋 直樹 高橋 裕樹 髙平 智明 田中 進 

辻本 勝 坪川 毅彦 土井 康明 戸田 保幸 

直井 秀明 中谷 直樹 中村 昌彦 長屋 茂樹 

西尾 茂 濵田 邦裕 稗方 和夫 肥後 靖 

日野 孝則 平田 純一 平田 信行 胡 長洪 

藤久保 昌彦 古川 芳孝 堀 勉 前田 泰自 

正信 聡太郎 松本  俊之 松本 光一郎 宮崎  恵子 

村井 基彦 餅田 義典 本井 達哉 安川 宏紀 

栁原 大輔 山内 豊 山口 一 山口 悟 

早稲田 卓爾  

 

【５】補助金等 

 当会の諸事業に対する助成として以下の補助金や寄付金を受領

した． 

(1) 科学研究費補助金 

  研究成果公開促進費（国際情報発信強化） 

   日本学術振興会より  380万円 

(2) 国からの補助金 

  先進安全船舶・造船技術研究開発費補助金 

   国土交通省より   327万円 

(3) 業界補助金 

1) 一般向け講演会活動費 

   日本造船工業会より  150万円 

2) フォーラム・シンポジウム等開催支援金 

   日本海事協会より  434万円 

   ABS,BV,DNV-GL,LRより  各10万円 

(4) 寄付金 

  当会の諸事業に対する寄付金 

   日本造船工業会より   175万円 

 

【６】関連団体との協力 

1) 日本学術会議 

日本学術会議が主催する講演会・シンポジウムを3件共催した． 

2) 日本工学会 

 CPD協議会の運用等に関連して日本工学会の事業に協力し

た．また，事務研究委員会の活動に参画した． 

3) 日本造船工業会 

造船技術者社会人教育の事業，技術士資格に関わる講習会等で日

本造船工業会と連携を図った． 

4) 海事三学会 

日本マリンエンジニアリング学会および日本航海学会との連携

を目的として会長懇談会等を3回行った．また，合同表彰式，合

同シンポジウム，技術者支援事業等で連携を図った． 

5) 機械系関連学協会 

機械系学協会会長懇談会等を通じ，関連行事の連携を図った． 

 

【７】規則 

定例理事会において下記内規の改定を決議した． 

・講演会に関する内規 

・英文論文集及び英文論文集編集委員会に関する内規 

・研究委員会に関する内規 

・代議員選挙実施内規 

・名誉会員・功労会員の推薦に関する内規 

・会員管理に関する内規 

・シップ・オブ・ザ・イヤーの選考に関する内規 

 

【８】行政庁への提出 

1) 平成30年6月27日付で内 府に事業報告，収支決算書を含む下

記を提出した． 

・ 平成29年度（第122期）事業報告等に係わる提出書類 

2) 平成31年3月29日付で内 府に下記を提出した． 

・ 平成31年度（第124期）事業計画 

・ 平成31年度（第124期）収支予算書 

・ 平成31年度資金調達及び設備投資の見込に関する書類 

 

【９】支部会合 

１．東部支部 

定時総会 

期日：平成30年5月11日 

場所：一般財団法人日本海事協会 東京支部 会議室 

出席者：32名 

運営委員会 

委員数：鈴木英之支部長ほか 13名 

第1回（平成30年4月20日） 

場所：日本船舶海洋工学会会議室 

主要議事： 

(1) 平成29年度 東部支部事業報告および収支決算報告 

(2) 平成30年度 東部支部事業計画および予算 

第2回（平成30年6月20日） 

場所：日本船舶海洋工学会会議室 

主要議事： 

(1) 平成30年度東部支部定時総会の報告 

(2) 平成31-32年度 代議員選挙の実施について 

第3回（平成30年9月7日） 

場所：日本船舶海洋工学会会議室 

主要議事： 

(1) 平成31-32年度 代議員選挙実施の手順 

(2) 代議員選挙管理委員の推薦について 

(3) 運営委員会および会務委員会の体制の見直し 

第4回（平成30年11月9日） 

場所：東京大学本郷キャンパス工学部 3号館 

主要議事： 

(1) 次期支部長，支部推薦理事候補者および支部監事の選出 

(2) 平成30年度中間決算 

(3) 会費未納者（会員資格喪失対象者）への対応 

第5回（平成31年1月24日） 

場所：日本船舶海洋工学会会議室 

主要議事： 

(1) 次期支部長，支部推薦理事候補者の選挙 

(2) 平成31年度 東部支部事業計画案・予算案(１次案) 

(3) 平成30年度会員資格喪失対象者（会費未納者） 

(4) 平成30年度終身会員の推薦 

第6回（平成31年3月8日） 

場所：日本船舶海洋工学会会議室 
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主要議事： 

(1) 次期支部長・支部推薦理事候補者選挙の結果 

(2) 平成30年度東部支部事業報告および決算報告の作成 

(3) 平成31年度東部支部事業計画案および予算案（2次案） 

(4) 平成31-32年度運営委員の委嘱 

(5) 平成31年度東部支部定時総会の日程および役割分担 

東部支部会務委員会 

委員数：岡田哲男委員長ほか 15名 

支部長を補佐し，支部の運営に関する諸事項を実施した． 

 第1回（平成30年4月13日） 

 第2回（平成30年6月15日） 

 第3回（平成30年8月31日） 

 第4回（平成30年11月2日） 

 第5回（平成31年1月18日） 

第6回（平成31年3月1日） 

 

２．関西支部 

定時総会 

期日：平成30年5月11日 

場所：三菱重工業神戸造船所 

出席者：39名 

商議員会 

委員数：藤久保支部長ほか 50名 

期日：平成31年1月23日 

場所：神戸クリスタルタワー 出席者：28名 

主要議事： 

(1) 平成30年度事業進捗状況 

(2) 平成31年度事業計画案・予算案 

(3) 支部長賞候補推薦のお願い 

運営委員会 

委員数：藤久保支部長ほか15名 

第1回（平成30年4月13日） 

場所：I-siteなんば 出席者：27名 

主要議事： 

(1) 規則・細則の改定について 

(2) 平成30年度支部定時総会 

(3) 支部長賞授賞審査委員会 

第2回（平成30年5月11日） 

場所：三菱重工業神戸造船所 出席者：24名 

主要議事： 

(1) 役員・委員委嘱・会員異動 

(2) 規則・細則の改定（商議員について） 

(3) 平成30年春季講演会 

第3回（平成30年6月15日） 

場所：I-siteなんば 出席者：22名 

主要議事： 

(1) 役員・委員委嘱・会員異動 

(2) 平成30年度支部選挙及び運営委員選出に関する手順書 

(3) 見学会 

(4) 第一回デジタル造船資料館編集会議 

第４回（平成30年8月31日） 

場所：I-siteなんば 出席者：28名 

主要議事： 

(1) 平成31/32年度代議員・役員改選 

(2) 支部長等候補者選考委員選出 

(3) シンポジウム 

(4) 学生研究発表会 

(5) 海事産業説明会 

第5回（平成30年11月2日） 

場所：I-siteなんば 出席者：24 名 

主要議事： 

(1) 学会の学究活動における活性化への提案 

(2) 平成30年度中間報告 

(3) 平成31年度事業計画素案・予算素案 

(4) 平成31/32年度代議員候補者推薦について 

第6回（平成30年12月21日） 

場所：I-siteなんば 出席者：26名 

主要議事： 

(1) 支部長等候補者選考委員会 

(2) 新年特別講演会 

(3) 平成30年中間報告 

(4) 平成31年度事業計画予算素案 

第7回（平成31年1月23日） 

場所：神戸クリスタルタワー 出席者：25名 

主要議事： 

(1) 平成30年度事業進捗状況 

(2) 支部長賞候補推薦のお願い 

(3) 商議員推薦について 

(4) 関西支部定時総会 

第8回（平成31年3月4日） 

場所：大阪産業創造館 出席者：28名 

主要議事： 

(1) 商議員選出について 

(2) 関西支部定時総会 

(3) 平成31年度若手技術者研修会 

(4) 学生会員募集パンフレット 

会務委員会 

委員数：勝井幹事ほか17名 

支部長を補佐し，支部の運営に関する諸事項を実施した． 

第1回（平成30年4月13日）出席者：9名 

第2回（平成30年5月11日）出席者：14名 

第3回（平成30年6月15日）出席者：9名 

第4回（平成30年8月31日）出席者：12名 

第5回（平成30年11月2日）出席者：10名 

第6回（平成30年12月21日）出席者：9名 

第7回（平成31年1月23日）出席者：14名 

第8回（平成31年3月4日）出席者：14名 

授賞審査委員会 

委員数：有馬委員長ほか6名 

第1回（平成30年4月13日） 

場所：I-siteなんば 出席者：6名 

 

３．西部支部 

定時総会 

期日：平成30年5月11日 

場所：JR博多シティ 

議事： 

(1) 支部役員の承認 

(2) 第13期（平成29年度）事業報告および決算報告 

(3) 第14期（平成30年度）事業計画および予算審議 

臨時総会 

期日：平成31年1月9日 

場所：リファレンス駅東ビル 

議事： 

(1) 西部支部規則一部改定の件 

西部支部運営委員会 

委員数：土井康明支部長ほか 28名 

第1回（平成30年5月11日） 
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場所：JR博多シティ 

主要議事： 

(1) 平成30年度事業計画 

第2回（平成30年8月3日） 

場所：TKPガーデンシティ PUREMIUM広島駅前 

主要議事： 

(1) 平成30年度事業計画の詳細について 

(2) 平成31年度企画について 

第3回（平成30年11月1日） 

場所：JR博多シティ 

主要議事： 

(1) 平成30年度事業報告（含状況報告・費用報告） 

(2) 平成31年度事業計画案 

第4回（平成31年1月9日） 

場所：リファレンス駅東ビル 

主要議事： 

(1) 各事業の開催報告 

(2) 平成31年度事業計画案 

第5回（平成31年3月6日） 

場所：リファレンスはかた近代ビル 

主要議事： 

(1) 平成30年度事業報告・決算報告 

(2) 平成31年度事業計画・予算案 

(3) 次期運営委員会委員について 

 

 


