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      「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第103103103103号号号号      平成９年10月24日発行 本文56ﾍﾟｰｼﾞ 

 第14回国連アジア太平洋地域地図会議出席報告 ………………………………………………………海洋情報課長 長井 俊夫 

 国際天文学連合第23回総会出席報告 ………………………………………………………………航法測地課補佐官 仙石  新 
                  ………………………………………………………………………航法測地課 片山 真人 

 国際水路会議出席のコツ ………………………………………………………………………………………水路部長 大島 章一 

 スーパーコンピュータによる黒潮流路予測 …………………………………………………海洋科学技術センター 菱田 昌孝 

 マントルダイナミクス ………………………………………………………………………………日本水路協会参与 佐藤 任弘 

 南極観測船「宗谷」 …………………………………………………………………………………………………………海の相談室 

 新大型測量船「昭洋」 ……………………………………………………………………………測量船管理室補佐官 岡崎  勇 

 図書紹介「新版 海図の読み方」 …………………………………………………………………………海図編集官 上田 秀敏 

 第126回水路記念日の行事 ……………………………………………………………………………………………………水 路 部 

 水路測量技術検定試験問題 73 平成９年度沿岸２級 …………………………………………………………………日本水路協会 

 平成９年度２級水路測量技術検定課程研修受講者 ……………………………………………………………………日本水路協会 

 平成９年度２級水路測量技術検定試験合格者 …………………………………………………………………………日本水路協会 

 平成９年度沿岸海象調査課程研修受講者 ………………………………………………………………………………日本水路協会 

 訃報 中泉勇，足立重信 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第104104104104号号号号      平成10年１月８日発行 本文43ﾍﾟｰｼﾞ 

 年頭挨拶 …………………………………………………………………………………………………海上保安庁長官 相原  力 

 年頭ご挨拶 ……………………………………………………………………………………………日本水路協会会長 寺井 久美 

 近畿地方の主要活断層－大地震との関連を中心として－ ……………………………………………京都大学教授 岡田 篤正 

 船舶自動識別システムと船舶通航業務 …………………………………………………………灯台部電波標識課長 高山 守弘 

 水路業務のディジタル化とＧＩＳ ………………………………………………………………………沿岸調査課長 西田 英男 

 西太平洋海域の昇温傾向続く …………………………………………………………………………主任海洋調査官 中村 啓美 

 容易になる地殻変動観測 ……………………………………………………………………………………セナー(株) 小野 房吉 

 「Ｊ-Ｄ０ＳＳ利用のおすすめ」 ……………………………………………………………………………………………海の相談室 

 水路測量技術検定試験問題 74 平成９年度港湾２級 …………………………………………………………………日本水路協会 

 秋の叙勲 稲月一男，久保又蔵，筋野義三，内田明治，左田弘，大澤正男，津川繁 …………………………………………… 

 平成９年度１級水路測量技術検定課程研修受講者 ……………………………………………………………………日本水路協会 

 訃報 山本典利……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第105105105105号号号号      平成10年４月24日発行 本文55ﾍﾟｰｼﾞ 

 沿岸海域環境保全情報整備事業について …………………………………………………………主任海洋情報官 安城たつひこ 

 水路部所蔵の伊能図謄写図について …………………………………………………………………主任海図編集官 今井 健三 

 計測の歴史と現状 …………………………………………………………………………………元慶応義塾大学教授 渡辺  彰 

 「元和航海記」雑話 （１） …………………………………………………………………………（株）テトラ顧問 浦川 和男 

 マリーナ稼業雑記－プレジャーボートと安全情報－ ………………………………………新西宮ヨットハーバー 東   昇 

 日本の分水界と水分れ ………………………………………………………………………………第九管区本部次長 久保 良雄 

 黒潮は冷たかった？（ペリー艦隊日本遠征記から） …………………………………………………日本水路協会 倉品 昭二 

 日本水路協会の平成10年度調査研究事業 ………………………………………………………………日本水路協会 川鍋 元二 

 「国際海洋年」 ………………………………………………………………………………………………………………海の相談室 

 水路測量技術検定試験問題 75 平成９年度沿岸１級 …………………………………………………………………日本水路協会 

 平成９年度１級水路測量技術検定試験合格者 …………………………………………………………………………日本水路協会 

 平成10年度沿岸海象調査課程研修開講案内 ……………………………………………………………………………日本水路協会 

 人事異動 10.3～4 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 日本水路協会表彰 田中清隆，岸野邦美，高田忠宏，林和司，(株)トキメック …………………………………日本水路協会 

 第12回水路技術奨励賞 千野力・粕谷正光・清水顕太郎・萩原快次，高橋宏直・吉村藤謙・守屋典昭， 

            佐藤敏，増田貴仁・新崎泰弘 ………………………………………………………………日本水路協会 

 訃報 中村信夫，古川俊男，磯舜也，平澤勇，長谷川濱次，秋元穂 ……………………………………………………………… 



 

       題       名                            所 属     著 者 

 

      「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第106106106106号号号号      平成10年７月24日発行 本文57ﾍﾟｰｼﾞ 

 弔辞（佐藤任弘氏告別式） ……………………………………………………………………………………水路部長 大島 章一 

 弔辞（佐藤任弘氏通夜） ………………………………………………………………………………元石油公団理事 石和田靖章 

 大陸棚の成因（遺稿） ………………………………………………………………………………日本水路協会参与 佐藤 任弘 

 大縮尺電子海図の刊行と最新維持情報の提供 …………………………………………………………海図編集室長 菊池 眞一 

 船舶交通安全情報のインターネット提供 ……………………………………………………………上席水路通報官 新野 哲朗 

 流星バースト通信を用いた表層観測用漂流ブイ …………………………………………………………上席研究官 井本 泰司 

 海洋地球研究船「みらい」 ……………………………………………………………………………「みらい」船長 赤嶺 正治 

 「元和航海記」雑話 （２） …………………………………………………………………………（株）テトラ顧問 浦川 和男 

 ＭＩＲＣの一年の活動について ………………………………………………………………日本水路協会MIRC所長 永田  豊 

 よもうみ話「北半球の夏は長く暑い？」 …………………………………………………………航法測地課補佐官 仙石  新 

 「魚の歳」 ……………………………………………………………………………………………………………………海の相談室 

 測量船「昭洋」披露式・祝賀会 ……………………………………………………………………………………………水 路 部 

 水路測量技術検定試験問題 76 平成９年度港湾１級 …………………………………………………………………日本水路協会 

 春の叙勲 平岡邦良，三田孝 …………………………………………………………………………………………………………… 

 人事異動 10.7 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 訃報 下島雄幸 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第107107107107号号号号      平成10年10月23日発行 本文55ﾍﾟｰｼﾞ 

 ＩＭＯ第44回航行安全小委員会に出席して ……………………………………………………………沿岸調査課長 八島 邦夫 

 新たな地震予知計画について ………………………………………………………………………企画課地震調査官 岩渕  洋 

 タイタニック号 （１）…………………………………………………………………………………… 元首席監察官 野間 寅美 
 R.M.S. TITANIC AND HER SISTER SHIPS （１） ………………………………………………………日本郵船(株) LNG船チーム   

 チャレンジャー海淵に生息する超深海生物ヨコエビ ………………………………………海洋科学技術センター 橋本  惇 

 「元和航海記」雑話 （３） …………………………………………………………………………（株）テトラ顧問 浦川 和男 

 神戸と明石方面の近況 ………………………………………………………………………………第五管区水路部長 金澤 輝雄 

 「海の水はなぜ塩辛い」 ……………………………………………………………………………………………………海の相談室 

 図書紹介「海洋環境破壊が深刻化」 …………………………………………………………海洋科学技術センター 菱田 昌孝 

 水路測量技術検定試験問題 77 平成10年度沿岸２級 …………………………………………………………………日本水路協会 

 平成10年度２級水路測量技術検定試験合格者 …………………………………………………………………………日本水路協会 

 平成10年度２級水路測量技術検定課程研修受講者 ……………………………………………………………………日本水路協会 

 第127回水路記念日の行事 ……………………………………………………………………………………………………水 路 部 

 訃報 轉法輪奏，櫻井裕，木村敬宇，藤原信夫，岸川勉 …………………………………………………………………………… 

 

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第108108108108号号号号      平成11年１月７日発行 本文50ﾍﾟｰｼﾞ 

 年頭挨拶 …………………………………………………………………………………………………海上保安庁長官 楠木 行雄 

 世界測地系への移行について ……………………………………………………………………………企画課補佐官 春日  茂 
               ………………………………………………………………………航法測地課補佐官 仙石  新 

 様変わりする光波標識 ………………………………………………………………………………海上保安庁灯台部 工 務 課 

 タイタニック号 （２） ……………………………………………………………………………………元首席監察官 野間 寅美 

 R.M.S. TITANIC AND HER SISTER SHIPS （２） ………………………………………………………日本郵船(株) LNG船チーム   

 「元和航海記」雑話 （４） …………………………………………………………………………（株）テトラ顧問 浦川 和男 

 海を渡る日本分水界 …………………………………………………………………………………第九管区本部次長 久保 良雄 

 「日本周辺の海岸区と灘」 …………………………………………………………………………………………………海の相談室 

 海洋調査技術学会10周年記念行事 ………………………………………………………………………………………水路部企画課 

 平成10年度沿岸海象調査課程研修と受講者 ……………………………………………………………………………日本水路協会 

 平成10年度１級水路測量技術検定課程研修と受講者 …………………………………………………………………日本水路協会 

 秋の叙勲 堀定清，鈴木亮吉，中島邦雄，大橋正敏，小林英雄，谷澤貞造，吉田孝明 ………………………………………… 

 訃報 船谷近夫 …………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

       題       名                            所 属     著 者 

 

      「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第109109109109号号号号      平成11年４月22日発行 本文54ﾍﾟｰｼﾞ 

 シンガポールにおける電子海図関係会議出席報告 …………………………………………………………企画課長 西田 英男 

 中波ビーコンによるＤＧＰＳ補正データ放送の現状 …………………………………………………………灯台部 電波標識課 

 昭和基地の検潮 ……………………………………………………………………………………国立極地研究所教授 神沼 克伊 

 フィジーの海図作りを終えて ……………………………………………………………………………朝日航洋(株) 小山田安宏 

 日本水路協会の平成11年度調査研究事業 ………………………………………………………………日本水路協会 川鍋 元二 

 海図を最初に彫った男 …………………………………………………………………………………元日本水路協会 橋場 幸三 

 信濃丸の号鐘 ……………………………………………………………………………………………元日本水路協会 羽根井芳夫 

 「貝毒について」 ……………………………………………………………………………………………………………海の相談室 

 平成11年度沿岸海象調査課程研修開講案内 ……………………………………………………………………………日本水路協会 

 水路測量技術検定試験問題 78 平成10年度沿岸１級 …………………………………………………………………日本水路協会 

 平成十年度１級水路測量技術検定試験合格者 …………………………………………………………………………日本水路協会 

 人事異動 11.3～4 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 日本水路協会表彰 菊田武保・笹子洋一郎・大谷彰・大澤貞弘 ……………………………………………………日本水路協会 

 第13回水路技術奨励賞 松岡裕美・原口強，久保田隆二，山本富士夫，松田健也・田辺光一・神田広信， 

            久保岡俊宏，北出裕二郎・石戸谷博範・永松宏 …………………………………………日本水路協会 

 訃報 小林忠吉 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第110110110110号号号号      平成11年７月22日発行 本文54ﾍﾟｰｼﾞ 

 水路部の研究評価 …………………………………………………………………………………………海洋研究室長 土出 昌一 

 水路部に「海の天気予報」を期待する ………………………………………………………日本水路協会技術顧問 宇野木早苗 

 明神礁の海底地形が明らかに …………………………………………………………………………主任沿岸調査官 大谷 康夫 

 インド洋熱帯域の海流 …………………………………………………………………………………主任海洋研究官 寄高 博行 

 ナローマルチビームの現状と今後の発展 ………………………………………………………………国際航業(株) 田辺 光一 

 「港湾域における津波の挙動の調査研究」を終えて ………………………………………………………㈱パスコ 矢沼  隆 
                         …………………………………日本水路協会調査研究部長 川鍋 元二 

 測量船「昭洋」シップ･オブ･ザ･イヤー'98を受賞………………………………………………測量船管理室補佐官 大森 哲雄 

 平成10年度の「拓洋」など ………………………………………………………………………測量船「拓洋」船長 湯山 典重 

 「海水の透明度」 ……………………………………………………………………………………………………………海の相談室 

 水路測量技術検定試験問題 79 平成10年度港湾１級 …………………………………………………………………日本水路協会 

 春の叙勲 金子昭二，山﨑義治，神山圭伍，茂木勝蔵，大志万敏雄 ……………………………………………………………… 

 訃報 佐藤一彦 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


