
 

      題       名                         所 属     著 者   

 

         「水路」第１号「水路」第１号「水路」第１号「水路」第１号      昭和47年３月25日発行 本文41ﾍ゚ ｰｼﾞ                     

 水路百年記念日に ………………………………………………………………………日本船舶振興会会長 笹川 良一   

 創刊を祝して …………………………………………………………………………………海上保安庁長官 手塚 良成   

 強力な推進を ……………………………………………………………………………海上保安庁水路部長 川上喜代四   

 創刊にあたり ………………………………………………………………………………日本水路協会会長 柳沢 米吉   

 私の期待 …………………………………………………………………………………日本水路協会副会長 亀山 信郎   

 海洋開発と海洋調査 ………………………………………………………………運輸省官房海洋管理官付 高橋 克彦   

 座談会「これからの水路業務にのぞむ」 ……………………………………………水路関係業務懇談会 航 海 部 会   

 急いで海の技術者養成を ……………………………………………………三洋水路測量(株)常務取締役 瀬尾 正夫   

 水路測量について ………………………………………………………………………………………測量課 佐藤 一彦   

 最近の海図から …………………………………………………………………………………………海図課 伊藤 房雄   

 地上最後の楽園 …………………………………………………………………………東海大学丸Ⅱ世船長 佐藤 孫七   

 水路200年のために ……………………………………………………………………日本水路協会専務理事 井馬  栄   

                                                       

         「水路」第２号「水路」第２号「水路」第２号「水路」第２号      昭和47年６月25日発行 本文48ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 第10回Ｉ･Ｈ･Ｃに参加して ……………………………………………………………海上保安庁水路部長 川上喜代四   

 Ｉ･Ｈ･Ｃオブザーバー雑記 ………………………………………………………………日本水路協会理事 松崎 卓一   

 国際水路局(Ｉ･Ｈ･Ｂ)50年の歩み 1 ……………………………………ＩＨＢ理事 Victor A.Moitoret(中西良夫訳）  

 座談会「水路業務と海洋開発」 ………………………………………………………水路関係業務懇談会 海洋開発部会  

 海の地図“1/5万海底地形図” …………………………………………………………………………海図課 今井 健三   

 水路測量の自動化 ………………………………………………………………………水路部海洋研究室長 川村文三郎   

 海図上の直線とは ……………………………………………………………………………水路部編暦課長 進士  晃   

 「海図番号」改正の話 ………………………………………………………………………十管区水路部長 小力 武典   

 長官表彰 高梨政雄，永野真男，川鍋元二 ……………………………………………………………………………………  

 春の叙勲 池田要，広田広太郎，片田武，殿田吉之助，横山藤太郎，正富裕 ……………………………………………  

 日高賞受賞 須田　次………………………………………………………………………………………………………………  

                                                       

         「水路」第３号「水路」第３号「水路」第３号「水路」第３号      昭和47年９月30日発行 本文48ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 座談会「海洋資料の利用とＪＯＤＣの在り方」………………………………………水路関係業務懇談会 海洋開発部会  

 海洋資料利用(要望)調査の結果 ………………………………………………………………………… 海洋資料センター  

 国際水路局(Ｉ･Ｈ･Ｂ)50年の歩み 2 ……………………………………ＩＨＢ理事 Victor A.Moitoret(中西良夫訳）  

 地形と海況との相関 ………………………………………………………………………久保田海象研究所 久保田照身   

                                                       

         「水路」第４号「水路」第４号「水路」第４号「水路」第４号      昭和47年12月25日発行 本文48ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 新しい年を迎えて ………………………………………………………………………海上保安庁水路部長 川上喜代四   

 人生80年・今日の感 ………………………………………………………………………………元水路部長 須田     次 

 ディスカバー・ジャパン・シー ………………………………………………………平和の海協会理事長 高橋 順二   

 水路測量・調査業の課題 ………………………………………………………………………国際航業(株) 武田 裕幸   

 中国の港湾(雑感) ………………………………………………………………………ジャパンライン(株) 河村 正昭   

 鹿島港建設の歩み ……………………………………………………………鹿島臨海工業地帯建設事務所 片原 俊一   

 マラッカ・シンガポール海峡 水路調査の経過を振り返って ……………………水路技術国際協力室長 石尾  登   

 音測読取りパーセントスケール ………………………………………………………………測量課補佐官 加藤 俊雄   

 国際水路局(Ｉ･Ｈ･Ｂ)50年の歩み 3 ……………………………………ＩＨＢ理事 Victor A.Moitoret(中西良夫訳）  

 伊藤昌整と水路測量 ……………………………………………………………………………………測量課 松本新三郎   

 水路業務の将来をになうもの …………………………………………………海上保安学校水路教官室長 坂戸 直輝   

 秋の叙勲 遠藤亀久，飯塚義幸，高澤菊次郎，清水鴻 ………………………………………………………………………  

 訃報 工藤慶策，宮原宣，木下達 ………………………………………………………………………………………………  

 
 



 
      題       名                         所 属     著 者   

 
         「水路」第５号「水路」第５号「水路」第５号「水路」第５号      昭和48年３月30日発行 本文48ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 水路測量業の昨日・今日・明日 …………………………………………………(株)臨海測量代表取締役 菊地 敏夫   

 港湾における水路測量 １ ……………………………………………………………………測量課補佐官 佐藤 一彦   

 アブダビ水路調査に参加して …………………………………………………………………………測量課 柴田 勝義   

 日本沿岸の海洋汚染と海洋汚染防止法 …………………………………………………警救部海上公害課 倉品 昭二   

 「昭洋」は航く ……………………………………………………………………………測量船昭洋航海長 中川  久   

 マーシャル島人の渡海図 ………………………………………………………………………………海図課 今井 健三   

  
  
                                                     

         「水路」第６号「水路」第６号「水路」第６号「水路」第６号      昭和48年７月20日発行 本文48ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 「つくる漁業」の展望－海洋法及び海洋汚染に関連して－ ………………………………大日本水産会 渡瀬 節雄   

 海洋開発技術視察団に参加して 上 …………………………………………………(株)臨海測量取締役 永岡孝三郎   

 リスボンのお巡りさん ……………………………………………………………(株)鶴見精機専務取締役 岩宮  浩   

 港湾における水路測量 ２ …………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 日本水路史 ………………………………………………………………………………東京地学協会副会長 保柳 睦美   

 水路研究論文集 ……………………………………………………………………………日本海洋学会会長 宇田 道隆   

 トレー・キャニオン号海難による海洋汚染と生物環境 …………………………海洋開発産業技術協会 大平 辰秋   

 管区情報－第七管区－ ………………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 人事異動 48.7 ……………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 石井規矩次，速水頌一郎，新野 弘 ……………………………………………………………………………………  

 
                                                       

 
         「水路」第７号「水路」第７号「水路」第７号「水路」第７号      昭和48年10月５日発行 本文50ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 資源枯渇と海洋への期待 …………………………………………………………芙蓉海洋開発(株)副社長 浦   茂   

 座談会「瀬戸内海における海洋汚染の現状」 ……………………………………………………………… 日本水路協会   

 アフリカの日食観測 ……………………………………………………………………………編暦課専門官 森   巧   

 海洋開発技術視察団に参加して 下 …………………………………………………(株)臨海測量取締役 永岡孝三郎   

 港湾における水路測量 ３ …………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 人事異動 48.7～8 …………………………………………………………………………………………………………………  

                                                       

 
 
         「水路」第８号「水路」第８号「水路」第８号「水路」第８号      昭和49年１月５日発行 本文55ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 海洋調査の充実 ………………………………………………………………………………海上保安庁長官 佐原  亨   

 新港湾整備５か年計画 ……………………………………………………………………前運輸省港湾局長 岡部  保   

 日本列島沿岸海洋開発と情報体制の重要性 ……………………………………(株)大林組海洋開発室長 松石 秀之   

 第７回国連アジア極東地域地図会議に出席して ………………………………………日本水路協会理事 松崎 卓一   

 ある研究者との対話から ……………………………………………………………………航海訓練所所長 佐野  桂   

 海上交通安全法の施行 ………………………………………………………………………………………… 航行安全課   

 海底調査に関する日米協力 …………………………………………………………………水路部測量課長 杉浦 邦朗   

 港湾における水路測量 ４ …………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 ＴＶ技術の水路測量への応用 …………………………………………………………白浜水路観測所所長 小野 房吉   

 関西地区研修の受講レポート …………………………………………………………五管区あかし機関長 土井  勝   

 カラーブイの行方 ………………………………………………………………………………………海象課 浦  晴彦   

                                                       

 
 



 
      題       名                         所 属     著 者   

 
            「水路」第９号「水路」第９号「水路」第９号「水路」第９号      昭和49年３月30日発行 本文62ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 港湾行政と私の信念 ………………………………………………………………………前運輸省港湾局長 岡部  保   

 海洋調査私見 ………………………………………………………………………………東洋航空事業(株) 瀧山  和   

 西之島新島の誕生 ………………………………………………………………………………………測量課 大島 章一   

 海底火山活動に伴う２～３の現象 …………………………………………………東京工業大学地学教室 小坂 丈予   

 海底火山西之島事情 ……………………………………………………………………東海大学丸Ⅱ世船長 佐藤 孫七   

港湾における水路測量 ５ …………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 沖の鳥島 ……………………………………………………………………………………日本水路協会理事 松崎 卓一   

 はまぐり(蛤)碁石ものがたり ……………………………………………………………水路通報課専門官 児玉 徹雄   

 中国旅行メモ …………………………………………………………………日新運輸倉庫(株)常務取締役 井上 文治   

 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第10101010号号号号      昭和49年７月30日発行 本文57ﾍ゚ ｰｼﾞ                             

 海洋法会議のゆくえ …………………………………………………………………………………………… 日本水路協会   

 海洋法と海運 …………………………………………………………………………日本船主協会常務理事 真田  良   

 海洋法問題とわが国水産業 ……………………………………………………………………大日本水産会 渡瀬 節雄   

 曲り角にきた水路測量業 ……………………………………………………………阪神臨海測量(株)社長 木下 秀雄   

 港湾における水路測量 ６ …………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 デジタルトランシット利用の航行修正装置 ………………………………………………下里水路観測所 中西  昭   

 その後の西之島新島 …………………………………………………………………………………………… 水 路 部     

 人事異動 49.4～6 …………………………………………………………………………………………………………………  

 春の叙勲 山口 伝，吉田日出男，幸得為明，仲村元三郎，垣谷正次，川口錦三郎，森鍈次郎 ………………………  

 訃報 副島大助，横尾錬一，三浦義四郎，脇屋俊三 …………………………………………………………………………  

 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第11111111号号号号      昭和49年10月20日発行 本文57ﾍ゚ ｰｼﾞ 

 その後の西之島新島 ……………………………………………………………………東海大学丸Ⅱ世船長 佐藤 孫七   

 港湾工事と水路測量 …………………………………………………………………東亜建設工業(株)参事 苛原  暲   

 米国における沿岸海域の測量技術 １ ………………………………………………………測量課補佐官 内野 孝雄   

 海図作成をコンピューターに任せるには ……………………………………………………………海図課 玉木 正夫   

 小樽散見 １ …………………………………………………………………………………一管区水路部長 佐藤 典彦   

 海洋博を１年後に控えて …………………………………………………………十一管区海上保安本部長 小林和太郎   

 海図に見る沖縄の回顧 －関係海図の現状と水路測量史－ …………………………………日本水路協会 中西 良夫   

 港湾における水路測量 ７ …………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 海洋開発関係各省庁の50年度概算要求を見る ……………………………………………………………… 日本水路協会  

 水路測量技術検定課程研修試験問題 ………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第12121212号号号号      昭和50年１月４日発行 本文55ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 水路協会に期待するもの ……………………………………………………………………海上保安庁長官 寺井 久美   

 海の基本図の作成 ………………………………………………………………………海上保安庁水路部長 川上喜代四   

 国土計画と地図 …………………………………………………………………日本地図センター専務理事 原田 美道   

 米国における沿岸海域の測量技術 ２ ………………………………………………………測量課補佐官 内野 孝雄   

 契約測量について ……………………………………………………………………………水路部測量課長 杉浦 邦朗   

 新型音響掃海機の採用 ………………………………………………………………………………………… 水路部測量課  

 流れの観測機器 …………………………………………………………………………………海象課補佐官 岩佐 欽司   

 港湾測量・工事等に伴う手続き －海上交通安全法の立場から－ ………………………航行安全指導課 馬屋原 博   

 港湾測量・工事等に伴う手続き －港則法の立場から－ …………………………………東京海上保安部 友永 吉俊   

 管制室から見た京浜運河の一日 ……………………………………………………………横浜海上保安部 大西 一実   

 カラーブイ旅の結果 ……………………………………………………………………………日本水路協会 星  五郎   

 小樽散見 ２ …………………………………………………………………………………一管区水路部長 佐藤 典彦   

 海図の変遷と最近の動向 ………………………………………………………………………………海図課 藤沢 政夫   



 
      題       名                         所 属     著 者   
 
            「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第13131313号号号号      昭和50年３月31日発行 本文62ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 測量の外注について …………………………………………………………………………国土地理院院長 井上 英二   

 新しい小型船の免許制度 ……………………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 昭和50年度政府予算案にみる水路業務の新しい動き ……………………………………………………… 水路部監理課  

 最近の電子航法の展望 ……………………………………………………………………東京商船大学教授 庄司 和民   

全世界的無線航行警報システムへの動向 －IHO･IMCO連繋の足どり－ ………………警救部通信管理課 渡辺  一   
 区域表示における誤差の範囲 ……………………………………………………………………水路通報課 沖野 幸雄   

 航行警報に地域別表示記号採用 ……………………………………………………………………………… 七管区水路部 

 潮位の観測機器 …………………………………………………………………………………海象課補佐官 岩佐 欽司   

 簡単に月齢を知る方法 …………………………………………………………………………………編暦課 井上 圭典   

 月齢から満潮時・月出没時を知る法 ………………………………………………………………………… 水路部     

 第14回国際測量技術者会議(FIG)資料 ………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 小樽散見 ３ …………………………………………………………………………………一管区水路部長 佐藤 典彦   

 ドバイの思い出 ………………………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 長官表彰 菊地和夫・中村晃一郎，川鍋元二，佐藤與八 ……………………………………………………………………  

 
 
        

        「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第14141414号号号号      昭和50年７月５日発行 本文63ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 経済水域と日本の漁業 …………………………………………………………………………大日本水産会 渡瀬 節雄   

 海のリモートセンシング ……………………………………………………………………アジア航測(株) 田中 邦一   

 遠隔測定技術を利用した水路業務の展開 ………………………………………………………海洋研究室 菱田 昌孝 

 音測資料等処理システムの開発 ……………………………………………………パシフィック航業(株) 山田 孝三   

 自動海象観測ブイ ………………………………………………………………………………海象課補佐官 岩佐 欽司   

 マラッカ・シンガポール海峡の４か国共同水路調査を終えて …………………水路技術国際協力室長 石尾  登   

 南西諸島雑感 ……………………………………………………………………………巡視船おきなわ船長 中村  修   

 小樽散見 ４ …………………………………………………………………………………一管区水路部長 佐藤 典彦   

 資料紹介「コンサイス地名辞典」 …………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 50.4～6 …………………………………………………………………………………………………………………  

 春の叙勲 草深親之助，上野寿五郎，奈良部金平 ……………………………………………………………………………  

 訃報 山口清，部屋寛二，高橋忠直 ……………………………………………………………………………………………  

 
 
                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第15151515号号号号      昭和50年10月５日発行 本文59ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 気象庁の海洋業務 …………………………………………………………………………………気象庁長官 毛利圭太郎   

 グリニジ天文台の300年 ………………………………………………………………………水路部編暦課長 進士  晃   

 座談会「航海と海図」 ………………………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 海図と補正図 …………………………………………………………………………………………………… 水路部     

 水路業務関連予算概算要求 …………………………………………………………………………………… 水路部     

 水路測量業の６年間 …………………………………………………………………(株)シャトー水路測量 西村 明光   

 小樽散見 ５ …………………………………………………………………………………一管区水路部長 佐藤 典彦   

 北海道周辺の海底地形名称 ……………………………………………………………………………海図課 伊藤 房雄   

 沈船調査とその結果 …………………………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 神武天皇御東行御順路漕舟大航軍 ………………………………………………………………水路通報課 児玉 徹雄   

 海図等の定価改訂 ……………………………………………………………………………………………… 水路部     

 人事異動 50.8 ……………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 小松一雄，渡辺伊作 ………………………………………………………………………………………………………  

 



                                                       

      題       名                         所 属     著 者   

                                                        

            「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第16161616号号号号      昭和51年１月２日発行 本文62ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 年頭に期待するもの …………………………………………………………………………海上保安庁長官 薗村 泰彦   

 水路業務の意義 …………………………………………………………………………海上保安庁水路部長 庄司大太郎   

 太平洋に古代陸地をもとめて ………………………………………………………東海大学海洋学部教授 星野 通平   

 航行管制の充実強化への指向 ……………………………………………………………航行安全指導課長 甚目  進   

 海洋気象ブイロボット ……………………………………………………………気象庁ブイロボット班長 藤木 明光   

 水温・塩分の観測 ………………………………………………………………………………海象課補佐官 岩佐 欽司   

 水路測量技術者の資格基準 －FIG第４分科会作業部会報告の紹介－ …………………水路部測量課長 杉浦 邦朗   

 沖縄海洋博を観る ………………………………………………………………………海上保安庁広報室長 今村 一憲   

海洋博に学ぶもの …………………………………………………………………玉野測量設計(株)取締役 山下 行成   

 外国人研修生の目に映ったもの ………………………………………………水路技術国際協力室専門官 小山田安宏   

 沖縄館－その裏にあるもの ……………………………………………………………巡視船おきなわ船長 中村  修   

 秘境シルクロード・メモ ……………………………………………………………日新運輸倉庫(株)常務 井上 文治   

 北赤道海流域に投入されたカラーブイの行方 ………………………………………………日本水路協会 星  五郎   

 秋の叙勲 丸山正巳，宮沢実，和田義麿 ………………………………………………………………………………………  

 人事異動 50.11.25 ………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 和田勇，池田貞枝，岩田実 ……………………………………………………………………………………………… 

 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第17171717号号号号      昭和51年３月31日発行 本文72ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 元水路部長・理学博士 故須田 次氏を偲ぶ ……………………………………………………………… 日本水路協会  

 創立５周年に際し …………………………………………………………………………日本水路協会会長 柳沢 米吉   

 座談会 経済水域を考える …………………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 海洋法と石油資源 ……………………………………………………………………石油開発センター所長 石和田靖章   

 水路業務への期待 ……………………………………………………………………(株)大林組海洋開発室 原田  暁   

 水路業務への期待 ……………………………………………………………………(株)大林組海洋開発室 細野 成一   

 日本の水路測量事業の現状と将来展望 ……………………………………………………水路部測量課長 杉浦 邦朗   

 水路部における海象事業の展望 ……………………………………………………………水路部海象課長 堀  定清   

 沖合の波浪観測・海象観測データの伝送 …………………………………………………二管区水路部長 岩佐 欽司   

 ＧＥＢＣＯ 5.06の編集 ……………………………………………………………………………水路測量官 束原 和雄   

 50有余年を振り返る ………………………………………………………………オーシャン測量(株)社長 浅井 銀治   

 ダビッドソン教授草稿集 ……………………………………………………………………水路部編暦課長 進士  晃   

 日本顕彰会表彰 岩崎博，佐藤照雄，内野孝雄，マラッカ海峡水路調査班 ………………………………………………  

 人事異動 51.4.1 …………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 伊藤次郎 ……………………………………………………………………………………………………………………  

                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第18181818号号号号      昭和51年６月30日発行 本文63ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 浅海の海底地形 …………………………………………………………………………水路部水路通報課長 茂木 昭夫   

 砕波と沿岸流 ……………………………………………………………………国立防災科学技術センター 藤縄 幸雄   

 漂砂の話 ……………………………………………………………………………………東海大学海洋学部 小菅  晋   

 水深の基準面について ………………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 氷河制約による海面変化 ………………………………………………………………………東海大学教授 星野 通平   

 ヨーロッパ各国の水路測量事情調査 ………………………………………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 水路測量の国際精度基準について …………………………………………………………水路部測量課長 杉浦 邦朗   

 モスクワ滞在記 －ソ連の海洋図作りなど－ ……………………………………………………海図編集官 跡部  治   

 海の基本図と私 ………………………………………………………………………日本海洋測量(株)顧問 川上喜代四   

 茶湯茶碗と私 …………………………………………………………………………元水路部長(松月庵主) 松崎 卓一   

 長官表彰・賞詞 内野孝雄，川鍋元二・桜井操，永野真男 ………………………………………………………………… 

 春の叙勲 大川相房，古川曽治 …………………………………………………………………………………………………  

 訃報 松本信保，冨沢秀雄 ………………………………………………………………………………………………………  



                                                       

      題       名                         所 属     著 者   

 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第19191919号号号号      昭和51年９月30日発行 本文68ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 海洋波浪 …………………………………………………………………………………気象庁海上気象課長 半沢 正男   

 目視による波の観測とその統計資料 ………………………………………………………主任海象調査官 倉品 昭二   

 コンテナ船と波浪 ………………………………………………………………日本郵船(株)海務部副部長 徳田 迪夫   

 波と小型船 …………………………………………………………………………………東海大学海洋学部 佐藤 孫七   

 船速に及ぼす外力の影響 …………………………………………………………………………… オーシャンルーツ(株)  

 北海における海底地形・地質 ……………………………………………………………ロンドン大学講師 ｱﾚｯｸ･ｽﾐｽ    

 日本漁業の天王山 日米漁業交渉 -２百海里専管水域法と第３次海洋法会議- …………大洋漁業(株) 渡瀬 節雄   

測地系変換図 －海図第6019号－ ………………………………………………………白浜水路観測所長 我如古康弘   

 アーンデラー潮位計(TG2A) ……………………………………………………………………………海象課 植竹 貞夫   

           ………………………………………………………………三洋水路測量(株)取締役 西岡 博司   

 ヨーロッパ旅行雑感｛……………………………………………………………………………国際航業(株) 田口  広   

           …………………………………………………………………………沖電気工業(株) 上田慶之助   

 インドネシア紀行 －30年振りの戦地を訪ねて－ …………………………………日新運輸倉庫(株)常務 井上 文治   

 FIGの幅広い性格と目的 …………………………………………………………………日本測量者連盟会長 宮地 政司  

歌・笛・舞 ……………………………………………………………………………………一管区水路部長 佐藤 典彦   

 人事異動 51.4～8 …………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 片山武夫 ……………………………………………………………………………………………………………………        

    

    

「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第20202020号号号号      昭和52年１月１日発行 本文63ﾍﾟｰｼﾞ                            

 黒潮の観測・回顧 ………………………………………………………………………海上保安庁水路部長 庄司大太郎   

 黒潮と日本人 ……………………………………………………………………………………東海大学教授 星野 通平   

 黒潮の変動 －特に本州南岸沖の蛇行について- …………………………………海洋資料センター所長 二谷 頴男   

 黒潮と気象 ………………………………………………………………………………気象庁海上気象課長 半沢 正男   

 黒潮と漁業 ………………………………………………………………………………………東海大学教授 宇田 道隆   

 海流通報と黒潮 ………………………………………………………………………………水路部海象課長 堀  定清   

 海流とヨット ………………………………………………………………………………日本外洋帆走協会 山口 久次   

 CARTAS －地図情報の収集・操作相互システム－ …………………………………日本水路協会常務理事 長谷 實 訳  

 流氷による海難 ………………………………………………………………………………八管区水路課長 山内 静雄   

 南方諸島を航く ………………………………………………………………………………測量船天洋船長 高橋 清吉   

 人事異動 51.9～10 …………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 鶴見武夫，高久景一，小川由己 …………………………………………………………………………………………  

 

 

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第21212121号号号号      昭和52年３月31日発行 本文85ﾍ゚ ｰｼﾞ 

 最近の海難について ………………………………………………………………警救部航行安全企画課長 馬場 一精   

 単冠湾の流氷海難 ……………………………………………………………………………一管区救難課長 寺尾  進   

 公宝丸の海難 ………………………………………………………………………………………海事補佐人 滝川 文雄   

 座礁・座氷 －ああ南緯70度の記－ ………………………………………………………………水産技術士 渡瀬 節雄   

 海難の特徴と今後の対策の重点 …………………………………………………………日本海難防止協会 塩原礼次郎   

 硫黄島南方の海底火山活動 ………………………………………………………………水路部水路測量官 福島 資介   

 アメリカにおける海底調査の課題と動向 …………………………………………………水路部測量課長 杉浦 邦朗 
新型直線誘導装置 ………………………………………………………………………………日本水路協会 川鍋 元二 
         ………………………………………………………………………………日本水路協会 相田  勇   

 白浜水路観測所の60cm反射望遠鏡 ……………………………………………………………編暦課補佐官 森   巧   

 平戸島 …………………………………………………………………………………………七管区水路部長 佐藤 一彦   

 水路測量技術検定試験問題 １ 昭和51年度１級 …………………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 52.4 ……………………………………………………………………………………………………………………  



 

題       名                         所 属     著 者   

                               

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第22222222号号号号      昭和52年６月30日発行 本文69ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 第11回国際水路会議に出席して ………………………………………………………海上保安庁水路部長 庄司大太郎   

 国際水路機関条約について ……………………………………………………………水路技術国際協力室 小山田安宏   

 海上衝突予防法の改正について …………………………………………………警救部航行安全企画課長 馬場 一精   

 北洋パトロール －米･コーストガード艦同乗記－ ………………………………………毎日新聞社会部 原   剛   

 海底ケーブル敷設の歴史と技術 １ …………………………………………国際ケーブル・シップ(株) 小林 見吉 
 欧州翔けある記 …………………………………………………………………………三洋水路(株)取締役 陽   清 
         ………………………………………………………………………………沖電気工業(株) 大熊  正   

 インド西部紀行メモ －ラージャスタンの都城をめぐり－ ……………………………日新運輸倉庫(株) 井上 文治   

水路測量技術検定試験問題 ２ 昭和51年度２級 …………………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 52.4～7 …………………………………………………………………………………………………………………  

 春の叙勲 浦井鎮吾，新井信雄，石沢三七雄，田中弘一 …………………………………………………………………… 
 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第23232323号号号号      昭和52年９月30日発行 本文54ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 海洋法会議第６会期の概要 ……………………………………………………………日本水路協会理事長 寺井 久美   

 座談会「200海里時代を迎えて」第１部 ……………………………………………………………………… 日本水路協会  

 海洋法研究の必要性 …………………………………………………………………佐伯建設工業(株)顧問 井馬  栄   

 海洋汚染防止のための国際条約 …………………………………………………………警救部海上公害課 山下 恭弘  

 海底ケーブル敷設の歴史と技術 ２ …………………………………………国際ケーブル・シップ(株) 小林 見吉   

 海洋汚染調査雑感 …………………………………………………………………………海洋汚染調査室長 杉本喜一郎     

 洋上漂流者救助顛末記 ………………………………………………………………………測量船昭洋船長 平野 整爾 
水路測量技術検定試験問題 ３ 昭和52年度１級 …………………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 52.7～10 …………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 日向野良治，小林仁，鈴木次郎，魚住頼一，吉川唯喜 ……………………………………………………………… 
                        

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第24242424号号号号      昭和52年12月28日発行 本文68ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 年頭に際して …………………………………………………………………………………海上保安庁長官 薗村 泰彦   

 座談会「200海里時代を迎えて」第２部 ……………………………………………………………………… 日本水路協会  

 第15回 FIG会議の概要 ………………………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 天然資源の開発利用に関する日米会議(UJNR)と海底調査専門部会 ………………………………測量課 桂  忠彦   

 海底ケーブル敷設の歴史と技術 ３ …………………………………………国際ケーブル・シップ(株) 小林 見吉   

 漁船の遭難と海図 …………………………………………………………………………第十管区水路部長 村松 吉雄   

 明治時代の海図散見 ……………………………………………………………………………日本水路協会 中西 良夫   

 第４回水路図誌販売会議の概要 ……………………………………………………………………………… 水路通報課   

 南アフリカ紀行メモ ………………………………………………………………………日新運輸倉庫(株) 井上 文治   

 硫黄島記 ……………………………………………………………………………………第三管区水路部長 佐藤 一彦   

 水路測量技術検定試験問題 ４ 昭和52年度２級 …………………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 52.11～12 ………………………………………………………………………………………………………………  

 秋の叙勲 佐野重雄 ………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 石井和夫，土屋孝 …………………………………………………………………………………………………………  

                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第25252525号号号号      昭和53年３月30日発行 本文57ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 国連の水路測量および海図作成に関する専門家グループ会議 …………………………水路部海図課長 佐藤 任弘   

 米国NOAA海洋調査局太平洋海洋センタｰの海洋測量業務について …………………海上保安大学校教授 歌代 慎吉   

 英国における水路測量技術者 －英国水路協会特殊書誌No.3から－ ……………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 世界の海洋調査船 －建造状況に関する考察－ ……………………………………………測量船管理室 広部 貞夫   

 地中海の港・みなと ………………………………………………………………日本郵船(株)能登丸船長 中村 常男   

 水路測量技術検定試験問題 ５ 昭和52年度１級 …………………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 53.4.1 …………………………………………………………………………………………………………………  



 
      題       名                         所 属     著 者   

 
  「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第26262626号号号号      昭和53年６月30日発行 本文57ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 水深測量とソナー探査に関するシンポジウム ……………………………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 懇談会「海図と水路書誌 －水路業務に望むもの－」 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 最近の海底火山状況 ………………………………………………………………………………水路測量官 福島 資介   

 米海軍航行衛星の観測による離島の経緯度の決定 …………………………………………編暦課補佐官 森   巧   

 沖縄の海に想う ………………………………………………………………………(株)トーケン開発航業 瀧山  和   

 印刷術と介山先生 ………………………………………………………………………元水路部印刷管理官 佐藤富士達   

 終戦と米軍 …………………………………………………………………………………日本水路協会理事 松崎 卓一   

水路測量技術検定試験問題 ６ 昭和53年度２級 …………………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 53.4～6 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第27272727号号号号      昭和53年９月30日発行 本文65ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 懇談会「これからの水路業務のあり方」 …………………………………………………………………… 日本水路協会  

 音響測深機実用化の思い出 ……………………………………………………………………東海大学講師 桑原  新   

 宮城県沖地震洋上体験記 ……………………………………………………………………測量船昭洋船長 平野 整爾   

 沿岸海象雑見－地方住民の見る現場の海－ ……………………………………………元水路部海軍技手 小金井正一   

 英国水路学会シンポジウム参加の旅 ……………………………………………………三洋水路測量(株) 久保 重明   

 アメリカ滞在アラカルト ………………………………………………………………………………編暦課 久保 良雄   

 UJNR   海底調査専門部会 ……………………………………………………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 ギリシャ船主の神話と現実 ……………………………………………………………住友銀行調査第２部 児玉 龍三   

 宇宙－人類の夢と希望「宇宙科学博覧会」 ………………………………………………………………… 日本水路協会  

海上保安庁長官感謝状 岩崎秀人，佐々木静吾，三洋水路測量株式会社 …………………………………………………  

 人事異動 53.7～9 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第28282828号号号号      昭和53年12月30日発行 本文56ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 開かれた水路部へ ……………………………………………………………………………海上保安庁長官 高橋 寿夫   

 世界無線航行警報制度日中専門家会議 ………………………………………………水路部水路通報課長 大山 雅清   

 中国版海図・書誌類の紹介 …………………………………………………………………………………… 日本船主協会  

 大連に航して ………………………………………………………………………………第14とよた丸船長 黒岩 潤三   

 一乗組員の見た大連 ……………………………………………………………………第14とよた丸通信長 安部 二郎   

 航海情報の集積，現状維持および提供 ………………………………………………………日本水路協会 中西 良夫 訳  

 水路測量技術者の資格基準 …………………………………………………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 霧積行 …………………………………………………………………………………………………………… 佐藤 一彦   

 人事異動 53.9～12 …………………………………………………………………………………………………………………  

 秋の叙勲 苛原 暲，竹田貞蔵 ……………………………………………………………………………………………………  
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