
 

      題       名                         所 属     著 者   

                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第32323232号号号号      昭和54年12月25日発行 本文52ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 新年を迎えて …………………………………………………………………………………海上保安庁長官 真島  健   

 帆走商船の開発 ………………………………………………………………………日本舶用機器開発協会 浜田  昇   

 海潮流等の実態把握のための推進策について－200海里海域の総合調査の推進－ ……水路部海象課長 二谷 頴男   

 大型測量船の増強 ……………………………………………………………………………………………… 測量船管理室  

 海洋法会議第８会期の概要 ………………………………………………………………日本水路協会理事 寺井 久美   

 トライスポンダ測位システム ……………………………………………………………………セナー(株) 酒井 章雄   

 水路測量の新しい方法－I.H.Reviewから－ ………………………………………日本水路協会常務理事 長谷 實 訳  

 ジャバ島一周の思い出 ……………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 明治初期(水路業務草創期)の水路誌について－そのルーツをたどる－ ……………………水路通報課 橋場 幸三   

 測量原図用大型カラー精密複写装置の研究開発 ……………………………………………日本水路協会 鈴木 裕一 

 人事異動 54.9～12 …………………………………………………………………………………………………………………  

  
 
                                                      

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第33333333号号号号      昭和55年４月15日発行 本文74ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 海底調査の推進策について－200海里海域の総合調査計画の推進－ ……………………水路部測量課長 茂木 昭夫   

 海洋測地の推進策について－200海里海域の総合調査計画の推進－ ……………………水路部編暦課長 山崎  昭   

 水路業務法制定の経緯とその解説 １ …………………………………………………元三管区水路部長 苛原  暲   

 「若狭湾の流れ」についての考察 …………………………………………………………八管区水路課長 山内 静雄   

 海を主体とした観測による地震予知へのアプローチ ………………………………沖海洋ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株) 平野 正勝  

 海洋開発審議会の答申について ………………………………………………………………水路部監理課 岩根 信也   

 米国海洋資料センターを訪問して ………………………………………………………海洋資料センター 吉田 昭三   

水路部と私 …………………………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 水路図誌利用促進懇談会(海運関係) …………………………………………………水路部水路通報課長 中川  久   

 多素子垂直ソナーシステム（第17回UJNR海底調査部会論文) ……………………日本水路協会常務理事 長谷 實 訳  

 水路測量技術検定試験問題 ９ 昭和54年度沿岸１級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 55.4 ……………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 木村 進 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 
                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第34343434号号号号      昭和55年７月10日発行 本文68ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 海洋ﾃ゙ ｰﾀの利用を拡大するための推進策について－200海里海域の総合調査計画の推進－……海洋資料ｾﾝﾀｰ所長 徳弘  敦   

 海洋汚染調査の推進－200海里海域の総合調査計画の推進－ …………………………海洋汚染調査室長 杉本喜一郎   

 海洋法会議第９会期（ニューヨーク会期）の概況 ……………………………………日本水路協会理事 寺井 久美   

 第９回国連地域地図会議雑録 ………………………………………………………………………………… 今吉 文吉   

 ケニア日食観測余録 ……………………………………………………………………………編暦課補佐官 森   巧   

 1/5万沿岸の海の基本図の地質構造図について ……………………………………国際航業（株）海洋部 杉山  明   

 水路業務の発展を祈念して（水路測量会総会での挨拶） ………………………日本水路協会専務理事 沓名 景義   

 梅雨前線 ……………………………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 海流通報（再開）20周年 ……………………………………………………………………水路部海象課長 二谷 頴男   

 自動画像処理システム(レスポンスシステム)の利用状況調査 …………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 第10回国際地図学会議の開催 ………………………………………………………………水路部海図課長 佐藤 任弘   

 水路業務法制定の経緯とその解説 ２ …………………………………………………元三管区水路部長 苛原  暲   

 水路図誌利用促進懇談会(水産関係) …………………………………………………水路部水路通報課長 中川  久   

 訃報 沖宗源之助，小野三保 ……………………………………………………………………………………………………  

 水路測量技術検定試験問題 10 昭和54年度港湾１級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 55.5～7 …………………………………………………………………………………………………………………  



 
      題       名                         所 属     著 者   
   

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第35353535号号号号      昭和55年10月10日発行 本文68ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 水路情報処理提供ｼｽﾃﾑの開発整備について－200海里海域の総合調査計画の推進－ …水路部水路通報課長 中川  久   

 マラッカ･シンガポール海峡統一基準点海図の共同作成第２次作業の開始 ……………水路部海図課長 佐藤 任弘   

 地震活動と水中音響 …………………………………………………………………………主任水路測量官 大島 章一   

 海底観測の現状と展望 ……………………………………………………………東京大学海洋研究所教授 友田 好文   

 水路部をご視察の皇太子殿下 …………………………………………………………………水路部監理課 大津与四郎   

 「5万分の1沿岸海の基本図」表現の改正について ………………………………………主任海図編集官 児玉 徹雄   

 水路業務法制定の経緯とその解説 ３ …………………………………………………元三管区水路部長 苛原  暲   

 潮流の強い海峡における船舶航行の安全と効率及び漂流予測・物質交換…………………………海象課 小田巻 実   

 第47回FIG常任委員会 …………………………………………………………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 水上機母艦“神威”便乗記 ………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 第３回国際水路測量技術者研修委員会 付:資格基準の一部訂正 ………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 水路測量技術検定試験問題 11 昭和55年度沿岸２級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 55.7～9 …………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第36363636号号号号      昭和55年12月25日発行 本文57ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 新年を迎えて …………………………………………………………………………………海上保安庁長官 妹尾 弘人   

 海図整備の推進方策(自動化の推進)－200海里海域の総合調査計画の推進－ …………水路部海図課長 佐藤 任弘   

 座談会「これからの海洋調査のあり方」その１ …………………………………………………………… 日本水路協会  

 英国水路部の水路技術者研修制度 …………………………………………………………七管区水路部長 内野 孝雄   

 水路業務法制定の経緯とその解説 ４ …………………………………………………元三管区水路部長 苛原  暲   

 海洋法条約草案（非公式草案）の概要について １ ………………………………………水路部監理課 稲野 季隆   

 南海地震津波調査の回想 …………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 水路測量技術検定試験問題 12 昭和55年度港湾２級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 訃報 田中和人，須田鉄郎，菅野義雄 …………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

            「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第37373737号号号号      昭和56年４月10日発行 本文67ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 座談会「これからの海洋調査のあり方」その２ …………………………………………………………… 日本水路協会  

 第10回国際航路標識会議の大要と統一浮標式について …………………………………………………… 日本水路協会  

 UJNR海底調査専門部会及び MRECC会議に出席して ………………………………………水路部測量課長 茂木 昭夫   

 マラッカ･シンガポール海峡の航路整備の歩み ……………………………マラッカ海峡協議会事務局長 金子 昭治   

 中国版水路図誌について …………………………………………………………………日本水路図誌(株) 村松 吉雄   

 海洋法条約草案（非公式草案）の概要について ２ ………………………………………水路部監理課 稲野 季隆   

 思い出三題 …………………………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 水底の浮泥層に対する考察 ……………………………………………………………………元水路部技師 桑原  新   

 水路業務法制定の経緯とその解説 ５ …………………………………………………元三管区水路部長 苛原  暲   

 日本沿岸(太平洋側）における漂流について ………………………………………大阪商船三井船舶(株) 水谷  亨   

 水路測量技術検定試験問題 13 昭和55年度沿岸１級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 56.4 ……………………………………………………………………………………………………………………  

 訃報 松田   ……………………………………………………………………………………………………………………  

                                                       



 
題       名                         所 属     著 者   

                                                       

  「水「水「水「水路」第路」第路」第路」第38383838号号号号      昭和56年７月10日発行 本文58ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 調査技術及び機器等の研究開発と標準化－200海里海域の総合調査計画の推進－ ………海洋研究室長 佐藤 典彦   

 空中レーザー測深システムについて …………………………………………………………水路部参事官 杉浦 邦朗   

 水底境界層による音波の反射 …………………………………………………オーシャン測量(株)相談役 桑原  新   

 大洋水深図（GEBCO） ………………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 海洋法条約草案（非公式草案）の概要について ３ ………………………………………水路部監理課 稲野 季隆   

 水路業務法制定の経緯とその解説 ６ …………………………………………………元三管区水路部長 苛原  暲   

 水路測量技術検定試験問題 14 昭和55年度港湾１級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 人事異動 56.6 ……………………………………………………………………………………………………………………  

 春の叙勲 井馬栄，塚田友治 ……………………………………………………………………………………………………     

   

                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第39393939号号号号      昭和56年10月15日発行 本文72ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 1980年代における海洋調査の推進方策について（運輸技術審議会答申の概要） ………水路部監理課 木村 忠正   

 海と食料 －食料危機時代到来に備えて－ ……………………………………200海里漁業問題研究所長 渡瀬 節雄   

 国際測量技術者連盟(FIG）の概要と第16回大会 １ ……………………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 水路測量技術者の国際資格基準の改定 ……………………………………………………七管区水路部長 内野 孝雄   

 水路業務法制定の経緯とその解説 ７ …………………………………………………元三管区水路部長 苛原  暲   

 秋田沖は観測の盲点 ……………………………………………………………………秋田県水産試験場長 加藤 治男   

 国際測地学協会(IAG）学術総会の日本開催について ………………………………………………編暦課 我如古康弘   

 水路業務創始以来の大事業（水路測量会での挨拶） …………………………前日本水路協会専務理事 井馬  栄   

 テキサス大学留学記－衛星レーザー測距と共に10か月－ ……………………………………天文調査官 佐々木 稔   

 洞爺丸台風時の調査 ………………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 沖縄 その１ ……………………………………………………………………………元水路通報課補佐官 青木四海雄   

 人事異動 56.7～10 …………………………………………………………………………………………………………………  

 水路測量技術検定試験問題 15 昭和56年度沿岸２級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 水路業務資料館完成 …………………………………………………………………………………………… 日本水路協会  

  
                                                      

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第40404040号号号号      昭和56年12月25日発行 本文72ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 新年を迎えて …………………………………………………………………………………海上保安庁長官 妹尾 弘人   

 年頭に際して ……………………………………………………………………………海上保安庁水路部長 杉浦 邦朗   

 「宗谷」南極へ出航す ………………………………………………………………………セナー(株)社長 島居辰次郎   

 南極観測の思い出 …………………………………………………………………………………前水路部長 庄司大太郎   

南極観測の思い出 …………………………………………………………………第八管区海上保安本部長 堀  定清   

 極地で冷汗の出た思い出 …………………………………………………………………水路部印刷管理官 渡辺 隆三   

 南極地域観測における水路部の活動と実績 1 ……………………………………………主任海象調査官 菱田 昌孝   

 南氷洋の思い出－南氷洋捕鯨裏話 ………………………………………………200海里漁業問題研究所長 渡瀬 節雄 

 国際測量技術者連盟(FIG）の概要と第16回大会 ２ ……………………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

 FIGに参加して ……………………………………………………………………………………国際航業(株) 岩田 健治   

 FIG国際会議に参加して ………………………………………………………………………沖電気工業(株) 岡野 譲治   

 ヨーロッパかけある記 …………………………………………………………………………日本水路協会 秋元  穂   

 英国及び仏国におけるIALA浮標式の調査旅行報告 ……………………………………東京商船大学教授 巻島  勉   

 新南群島について …………………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 人工衛星による海面高測定の現状と将来 …………………………………………………主任天文調査官 我如古康弘   

 沖縄 その２ ……………………………………………………………………………元水路通報課補佐官 青木四海雄   

 水路測量技術検定試験問題 16 昭和56年度港湾２級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 秋の叙勲 佐藤富士達 ……………………………………………………………………………………………………………  

 人事異動 56.11 …………………………………………………………………………………………………………………… 



 

      題       名                         所 属     著 者   

 

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第41414141号号号号      昭和57年４月10日発行 本文61ﾍ゚ ｰｼﾞ 

 南極地域観測における水路部の活動と実績 1 ……………………………………………主任海象調査官 菱田 昌孝   

 水深の立体図 …………………………………………………………………………………海洋資料調査官 束原 和雄   

 関東大震災と横須賀軍港 …………………………………………………………………………元産研社長 平野 正勝 
 潮汐・潮流予報の一表示法について ………………………………………………保安学校水路教官室長 筋野 義三 

…………………………………………………………………海象課 桑木野文章   

 特設気象観測班を想う ……………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 水路測量技術検定試験問題 17 昭和56年度沿岸１級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 訃報 小林泰造，北島国武，浅井銀治，山本豊松 ……………………………………………………………………………  

 人事異動 57.4 ……………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第42424242号号号号      昭和57年７月10日発行 本文75ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 国連「平和賞」の受賞 ………………………………………………………………………………………… 日本水路協会  

 第12回国際水路会議出席報告 …………………………………………………………海上保安庁水路部長 杉浦 邦朗   

 海図室から ………………………………………………………………………………………………海図課 中嶋  逞 

 第12回国際水路会議視察団報告 ………………………………………………………………国際航業(株) 早川 音也 

 国際水路会議欧州視察団に参加して －マルセイユの旅－ ………………………………日本水路協会 鈴木弥太郎   

 IHO/FIG水路測量技術者研修諮問委員会出席報告 …………………………………水路技術国際協力室長 内野 孝雄   

 訪中派遣団に参加して １ ……………………………………………………………………東海大学教授 佐藤 孫七   

 友好訪華団に参加して ………………………………………………………………日本水路協会専務理事 沓名 景義   

 沿岸海域における海洋調査の重要性－緊急性課題 ……………………………………芙蓉海洋開発(株) 島野 次夫   

 ベーリング海へ ……………………………………………………………………………日本郵船(株)船長 中村 常男   

 雷雲測定機の実験 …………………………………………………………………………………元水路部長 松崎 卓一   

 水路測量技術検定試験問題 18 昭和56年度港湾１級 ……………………………………………………… 日本水路協会  

 春の叙勲 梅田次昌，関川精一，平川忠夫 …………………………………………………………………………………… 

 人事異動 57.4～6 …………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
                                                       

         「水路」第「水路」第「水路」第「水路」第43434343号号号号      昭和57年10月10日発行 本文84ﾍ゚ ｰｼﾞ                            

 故川上喜代四氏を偲ぶ …………………………………………………………………海上保安庁水路部長 杉浦 邦朗   

 笹川会長に米国の上下院から感謝状贈呈 …………………………………………………………………… 日本水路協会  

 海洋調査と港湾 ………………………………………………………………………日本水路協会技術顧問 吉村 真事   

 ｢高信頼度知能化船｣と｢造船ロボット｣の研究開発 －運輸技術審議会答申－ …………………… 運輸省船舶局技術課  

 第49回FIG常任委員会 …………………………………………………………………日本水路協会常務理事 長谷  實   

中国海洋調査機関を訪問して …………………………………………………………主任海洋資料調査官 吉田 昭三   

 水路測量に使用する精密測位システムの標準テスト実施要領 ………………………………水路測量官 福島 資介   

 「塩分検定－標準海水」昔話 ……………………………………………………………芙蓉海洋開発(株) 島野 次夫   
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