日本航海学会 第136回
講演会 プログラム
5月21日（日）

プログラム(2)
第1会場：楽水会館

会場

第1セッション
講演番号：K136-01

第2会場：2号館

座長： 山田

多津人

第5セッション
講演番号：K136-14

人工処理した河川環境画像を用いた障害物分類に関する研究
09:30- -河川交通に向けて09:50
正会員○近藤 正樹（東京海洋大学）
正会員 稲石 正明（東京海洋大学）
正会員 古谷 雅理（東京海洋大学）
非会員 中川 正樹（東京農工大学）

G

浩一（東海大学）

正会員

今井

G

昭夫（神戸大学）

講演番号：K136-15

09:50- 夜間航行する小型船舶の視覚支援に関して
10:10
学生会員○羽子田哲弥（東京海洋大学大学院）
学生会員
大石浩世（東京海洋大学大学院）

正会員
正会員

古谷雅理（東京海洋大学）
大島浩太（東京海洋大学）

F

先行制約を考慮した海上コンテナドレージ最適化の効果
正会員 ○西村 悦子（神戸大学） 正会員 新谷 浩一（東海大学）
非会員 Stratos Papadimitriou（University of Piraeus）

G

コンテナターミナルにおける電動RTG の電力ピーク抑制時の荷役性評価に関する研究
正会員 篠田 岳思（九州大学大学院）
学生会員 ○犬塚 秀世（九州大学大学院工学府）
正会員 Putu Hangga（九州大学大学院）

講演番号：K136-03
10:10- 小型船舶の遠隔操船に向けた基礎実験
10:30
正会員
古谷雅理（東京海洋大学）
正会員 ○清水悦郎（東京海洋大学）

久幸

二港間定期航路における連結コンテナの経済性に関する基礎的研究
正会員○新谷

講演番号：K136-02

100番A教室

座長： 黒川

G

講演番号：K136-16

学生会員
正会員

羽子田哲弥（東京海洋大学大学院）
大島浩太（東京海洋大学）

講演番号：K136-04

講演番号：K136-17

10:30- 複数の通信回線を束ねる船陸間通信システムの設計と小形デバイスによる試作
正会員○櫻田 武嗣（東京農工大学）
正会員 古谷 雅理（東京海洋大学）
10:50
正会員 大島 浩太（東京海洋大学）
正会員 庄司 るり（東京海洋大学）

G

10:5011:05

休憩
第2セッション
講演番号：K136-05

G

座長： 行平

瀬戸内海離島における災害時に備えた備蓄の現状把握及び問題抽出に関する研究
鈴木理沙（広島商船高等専門学校）

真也

第6セッション

F

座長： 大貫 伸

講演番号：K136-18

11:05- HMDを利用した航海情報の表示に関して
11:25
正会員○古谷雅理（東京海洋大学） 学生会員 羽子田哲弥（東京海洋大学大学院）
学生会員 大石浩世（東京海洋大学大学院） 非会員 軸丸祐策（東京海洋大学）

G

講演番号：K136-06

「新たな衝突のおそれ」適用事例における「無難に航過する」の問題について
正会員 ○藤原（森田）紗衣子（神戸大学） 正会員 藤本 昌志（神戸大学）
正会員
小西 宗（海技教育機構）
正会員 渕 真輝 （神戸大学）

G

講演番号：K136-19

11:25- 衝突回避操船のための情報収集に関する研究
11:45 -アイカメラによる海技者の視線分析に基づく研究学生会員○榊原 愛（東京海洋大学大学院） 正会員
正会員
小林 弘明（東京海洋大学）

内野

明子（東京海洋大学）

F

講演番号：K136-07

海上衝突予防法第17条第2項についての一考察
正会員 藤原(森田) 紗衣子(神戸大学) 正会員 ○藤本 昌志(神戸大学)
正会員 小西 宗(海技教育機構)
正会員 渕 真輝(神戸大学)

G

講演番号：K136-20

11:45- チーム活動におけるコミュニケーションに関する研究
12:05 ‐衝突回避操船における情報交換‐
学生会員○若林 嶺（東京海洋大学大学院） 正会員
正会員
小林 弘明（東京海洋大学）

内野

明子（東京海洋大学）

12:0513:30

F

自律運航実現に向けた損害賠償責任に関する検討
学生会員○梅田 綾子（東京海洋大学） 正会員 清水 悦郎（東京海洋大学）
正会員 南 健悟（日本大学） 正会員 三好 登志行（佐藤健宗法律事務所）

G

昼休み(研究会運営委員会)
第3セッション
講演番号：K136-08

13:30- OZTの存在回数密度と航跡密度の比較
13:50 〜OZTを用いた海上交通分析の基礎研究〜
正会員 ○福田 厳（東海大学） 正会員

座長： 新谷 浩一

庄司

るり（東京海洋大学）

第7セッション
講演番号：K136-21

昌志

G

北極海航路の安全航行のための運航実務に関する基礎検討（労働安全編）
正会員○大貫 伸（日本海難防止協会）正会員 巣籠 大司（海技教育機構）
正会員 遠藤 小百合（海技教育機構）

F

船員の疲労調査と疲労回復に関する研究
-自覚症と心拍数計測による検討学生会員〇谷水 聖奈（鳥羽商船高等専門学校）
非会員 前田 文 （東京女子医科大学）
正会員 竹本 孝弘（東京海洋大学）
正会員 小島 智恵（鳥羽商船高等専門学校）

講演番号：K136-09
13:50- 愛媛県と大分県を結ぶフェリー航路利用者の交通行動分析
正会員 ○行平 真也（大島商船高等専門学校）
14:10
学生会員 髙間 雄斗（大島商船高等専門学校）
非会員
村田 龍 （大島商船高等専門学校） 非会員

座長： 藤本

G

講演番号：K136-22

米田 誠司（愛媛大学）

講演番号：K136-10

F

講演番号：K136-23

14:10- 衛星画像を用いた海上交通量の推定と衝突海難のリスク評価に関する研究
正会員 篠田 岳思（九州大学大学院）
14:30
正会員○瓜生浩二（九州大学大学院工学府/NYK）
正会員 渡川真規（株式会社パスコ）

G

14:3014:45

休憩

日韓連携による船舶管理について人材の育成の考察
学生会員○ 朴 貞佑 (神戸大学) 正会員 廣野

康平(神戸大学)

G

G:一般講演、F:フレッシュマン講演

日本航海学会 第136回
講演会 プログラム
第1会場：

会場

第4セッション

第2会場：

座長： 福田

厳

第8セッション
講演番号：K136-24

講演番号：K136-11
14:4515:05 九州南西黒潮流域における自動制御の有無による船位保持の比較
正会員 ○嶋田 陽一（水産大学校）

G

講演番号：K136-12
15:05- 調査船搭載艇の実海域における船体動揺
15:25
学生会員○依田 貴志（横浜国立大学）
非会員 百留 忠洋（海洋研究開発機構）

光弘

水平浅瀬域の固有振動と入射波のビート現象について
正会員○河合 雅司（富山高等専門学校）
非会員 永松 宏一(日本港湾コンサルタント)
非会員 後藤 佑介(新潟港湾空港技術調査事務所)

G

講演番号：K136-25

正会員
非会員

平川
松本

嘉昭（横浜国立大学）
宙（海洋研究開発機構）

F

類型化要因による波浪中事故の分析
正会員○柳 裕一朗（海上技術安全研究所）
非会員 田口 晴邦（海上技術安全研究所）

G

大型係留船の動揺特性に与える初期張力と防舷材仕様の影響に関する模型実験
正会員○榊原 繁樹（東海大学） 非会員 砂原 俊之（東海大学）
正会員 伊藤 格（株式会社日本海洋科学）
正会員 久保 雅義（神戸大学名誉教授）

講演番号：K136-13
15:25- 自動車運搬船における船倉内の換気制御に関する研究
15:45
正会員 ○篠田 岳思（九州大学大学院）
羅 濤（九州大学大学院工学府）
正会員
田中 太氏（九州大学大学院）
15:4516:00
16:0017:30

座長： 増田

F

講演番号：K136-26
G

休憩
研究委員会
G:一般講演、F:フレッシュマン講演

講演者へのお知らせ：講演会の運営について
１．講演時間は、発表15分、質疑応答5分です。
２．発表開始の後、12分で１鈴を、15分では2鈴を鳴らして発表時間の終了をお知らせします。
15分を経過してもまだ講演が続いている場合には、16分で3鈴を鳴らし、その時点で発表を打ち切っていただきます。
また20分の講演終了時間は長鈴にてお知らせいたします。
参加者へのお願い：質疑応答について
１．質疑応答におけるご質問の際には、ご所属とお名前をお知らせ下さい。
２．時間の許す限り、活発なご討論をお願いいたします。

