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海洋工学連絡会の概要

海洋の自然を解き明かし，その本質をそこなわないように利用，開発してゆく開発

工学が対象とする範ちゅうは極めて広範なものであります．

従来，既存の工学諸分野がそれぞれの伝統分野内の海洋工学について学問や技術の

進歩を進め，多大の成果を上げてまいりました．

しかし，今後，海洋の利用，開発をさらに実質化し拡大していくには，より深く末

'P、知なる環境に踏み込み，より高く，新しい目標に挑戦していくことが必要であり，こ
のためには広範な既存工学分野の有機的な協力，既存工学分野間にある境界領域の発

展，関係の深いハイテクを取り込むことによる海洋工学の高度化が是非とも必要とな

ります．

そこで，海洋工学と関係の深い７つの学協会が協力して，上記の目的に沿った活動
●

をするために，「海洋工学連絡会」を昭和６３年１月２６日に設立致しました，

本会当面の活動は，共同調査，情報交換を行い，年２回の集会を開催することであ

り，現在までに「今後の海洋開発に対する期待と各工学分野の役割」，「海洋開発に

おける境界領域（その１）山「海洋開発における境界領域（その２」）等のテーマ

で１１回の海洋工学パネルを開催してまいりました．

`Ｆ■

今後，さらに海洋工学に関係の深い学協会に参ｶﾛをﾛ平びかけ，充実した構成にした

いと考えています。皆様方の積極的なご支援をお願いします．

(社）石油技術協会，（社）土木学会，（社）日本建築学会，（社）資源・素材学会！

(社）日本水産工学会，（社）日本造船学会



第１２回海洋工学パネルプログラム

ビデオで見る海洋エ学の現状と海洋工学の将来パネルテーマ

１．津波シミュレーション

ビデオ紹介：日本建築学会

海底のプレート境界でおきる巨大海底地震。この地震により生じる津波について、地震
の断層モデルと長波理論を用いて津波の伝播の様子および淳波の水`位、到達時間などをス

ーパーコンピューターを用いて解析し、その挙動をＣＧアニメーションに作成した。本Ｖ
ＴＲで実際の津波被害の様子とその時の津波シミュレーションを紹介する。

（解説：㈱大林組技術研究所主任研究員藤沢康雄氏）
Ｐ■

２．静かな海の創造

ビデオ紹介：土木学会

釜石港湾口防波堤工事の概要を紹介する。同防波堤は世界最大のものであるばかりか、

施工過程においても、多くの新しい工法が取り入れられた。平面水槽実験等による綿密な

事前調査、機械施工によるマウンド均し工法、現地の作業基地の整備等について触れる。
（解説：運輸省第二港湾建設局横浜調査設計事務所技術開発課長吉江宗生氏）

３．“かいこう，，開発の記録

ビデオ紹介：日本造船学会

ドルフィン３Ｋに続く、海洋科学技術センターの深海探査用無人潜水艇である“かいこ

う”と支援母船“よこすか”とからなるシステムの開発経過および本年３月２４日、“か

いこう，，が世界最深地点であるマリアナ海溝の10911ｍの海底への到着に成功した時の記

録を紹介する。

伊田（解説：海洋科学技術センター深海開発部研究主幹高川真一氏）

４．阿賀沖北油田プラットフォーム撤去エ事
ビデオ紹介：石油技術協会

阿賀沖北油田は昭和５１年１０月に生産を開始して以来、1,151klの油と16,900万㎡のガ
スを生産した後、平成５年３月に生産を終了した。そのため、平成５年５月から７月にか
けて、阿賀沖北プラットフォーム（新潟東沖合い約16kｍ、水深９０ｍの位置にあった掘削

設備と生産設備とを同時に搭載した全重量10,000トン弱のテンプレート型鋼構造物）の撤
去工事が行われた。これは、国内では初めての大型海洋プラットフォームの撤去工事であ

る。本ビデオは、ｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟの爆発切断工事など、撤去の実作業の様子を紹介したもの

である。

（解説：出光石油開発株式会社技術部技術課渡辺優氏）



５．海のいま、海の明日一沿岸漁場整備開発事業一

ビデオ紹介：日本水産エ学会

日本の沿岸漁業の安定的な発展と水産物供給の増大を図るため、「魚礁の設置」、「増

養殖場の造成」、「漁場の保全」を３つの柱として国が行っている「沿岸漁場整備開発事

業」の全体を各地の事例を通して紹介し、さらに、２１世紀への展開も併せて紹介する。
（解説：（社）全国沿岸漁業振興開発協会業務係長福田亮氏）

６．深海に鉱物資源を求めて－第２白嶺丸による海底資源の調査及

び環境影響予測の研究一
ビデオ紹介：資源。素材学会

金属鉱業事業団所属の海底資源探査専用船「第２白嶺丸」は、太平洋においてマンガン

団塊、海底熱水鉱床、コバルト．リッチ・クラスト鉱床の探査のために、年間５航海（２へ

５０日）を実施している。マンガン団塊については、ハワイとメキシコの間の通称マンガ

ン銀座の日本鉱区（国連海洋法条約で認められた万,000kｍ2）の精査を行っている。海底
熱水鉱床については、ガラパゴス諸島沖の太平洋中央海嶺で概査を行い、いくつかの鉱床

を発見した。本年からは、金の含有量の高い沖縄北西部の海域の概査を始めたところであ
る。コバルト。リッチ・クラスト鉱床については、南鳥島南東方のいくつかの海山の山頂

や斜面で探査を行い、多くの箇所でクラスト型鉱床や団塊型鉱床を発見している。本ＶＴ

Ｒでは、これらの深海底鉱物資源の調査手法及びマンガン団塊の開発に伴う環境影響を予

測するための調査、実験を紹介する。

（解説：資源環境技術総合研究所地殻エ学部主任研究官鶴崎克也氏）
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の辞１．開 会

海洋工学連絡会運営委員会委員長岡野靖彦

今期より委員長をつとめております岡野でございます．

本日は猛暑の中，多数の方々にお集まり頂き，まことに有り難うございます．

七つの学協会の緩い結合体として発足しましたこの海洋工学連絡会も，今年で８年目

を迎えております．その問，年２回の割合で報告会あるいはパネルを開催することを，

主な事業としてまいりました．過去の３回の報告会と１１回のパネルでとりあげまし

たテーマは一巡したのではという声もきかれます．従いまして，このあたりで一息い

れると同時に初心に帰って，当連絡会の今後の在り方を議論する場があってもよいの

Ｆではないかということから，今回の趣向を変えたパネルが運営委員会にて計画された
次第でございます，本日のプログラムは，まず参加学協会から海洋工学関連の新鮮な

話題をビデオによって紹介していただいたのち,懇親会を兼ねた気楽な雰囲気の中で，

皆様方からご意見をいただくことになっておりますので，よろしくお願い申し上げま

す．

『”
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２．質疑応 答

●坂（坂コンサルティング）大変興味深いビデオを拝見させていただきましてあり

がとうございました。今、最後のほうで「これから本番を迎える」というナレーショ

ンが入っていましたが、実際の全体の建設スケジュールというのは、いつ頃完成する

のか、教えてください。

●Ａ今、北堤の半分ぐらいにケイソンを据えております。南堤のほうは、まだこれ

からですが、ただ設計は全部終わっております。あとは予算のつくスピード等もあり

ますけれども、このペースで、いつまでというのはちょっと把握していなかったので

すが、今世紀中ぐらいに、だいたいできるのではないかと思うのですが。 圧、

●坂例えばこのパンフレットで、裏表紙の開けたところですが、北堤というと右側

ですか。

●Ａ右側のほうです。

●坂これが北堤。それで北堤と南堤と、ほぼ同じ長さですか。

●Ａ長さは、このページのほうを見ていただくと右側のほうに、南堤６７０メートル、

北堤９９０メートルと出ています。

●坂すると南堤の設計は終わっているとおっしゃいましたので、実際に工事期間が～

どのぐらいかかるのか知りたいと思ったのですが、北堤はこれだけつくるのに製作を

始めて、設置し終わるまで、だいたいどのぐらいかかったのですか。

●Ａ北堤のほうも、深部のほうは今年、据えつけが終わるのです。浅いほうは、ま

だやっていないのです。ですから、そのペースを把握していないものですから、工事

事務所のほうに聞いてみたいと思います。申し訳ありません。

●キヒンというのは、10,911メートルというのは何を基準に、そういう測定ができ

るのでしょうか。
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●Ａ基本的には水圧です。ただ水圧だけですと具合が悪くて、水自身が水圧でどん

どん圧縮されて、下ほど重くなってくるのです。それから温度でも、また膨張したり

縮んだりしますし、塩分の濃度、これも大きく効いてきます｡ですから潜行する際に

は、水面からずっと海底まで圧力と水温と塩分濃度をずっと測っていきます。その都

度、積分計算をして密度の変化をどんどん出していきます。そして最終的に着底した

ところの水圧に、今までの積分結果を補正した値として、その数字を出すわけです。

ですから振動計として市販されているのですが、あれは水温の補正だけしているのが

普通なのです。ですから、その水温補正分だけで表示された数値が1万９０３メートル

と出ています。それで塩分と上下の温度補正を加えた結果が、１万９１１４メートルと

出たわけです。
ｐ■■

●この位置を示すために、はじめに３本の計器を入れていますが、あれを所定の位

置に入れるにはどうしたらいいかということ。それから、海溝にいる位置はどうやっ

て出すのか。そのあたりを教えてください。

●Ａ最初に海底に設置した３本というのは、私たちはトランスポンダーと呼んでい

るものなのですが、３本入れて、そのあとでキャリブレーションという操作をします。

だいたい、このあたりに入れるという場所を大まかに決めておくのですが、その値を

初期値として、もしその初期値が完全に正しければ、ちょうど三角測量をやっている

わけですが、母船の位置がどこにいても、ぴったりその数値が合うわけです。例えば

ここで測ったら、この距離はいくつだとか、何メートル動いたら今度はこちらとか、

どこで測っても一致するはずなのです。ところが初期値自身が違っていますから、当

然エラーが出てきます。それで設置した三角形の周囲を母船が一周して、その間ずっ

と、その記録を録っておくわけです。その誤差のシグマが最小になるような位置とい

うことで演算して、その三点の位置を出すわけです。これは、トランスポンダー．キ

ャリブレーションと呼んでおります。

これをやりますと、あとは非常に正確に位置が出てきます。それを使いまして母船

の位置も出ますけれども、今申しましたのは海底の位置ですから、母船のほうはＧＰ

Ｓなどを使って自分の位置を、北緯東経を出したうえで、その相対,位置関係というこ

とでトランスポンダーの位置を決めます。

今度は潜っている分、海購の分ですが、海溝自身にも、やはり音を発信することに

よってそのトランスポンダーを鳴かせまして、そのトランスポンダーとの間で三角測

量をやりながら潜っていくわけです。そのトランスポンダーの位置がしっかりわかつ

『盃
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ていれば、水面だろうと海底だろうと、しっかり三角測量で位置が出せるというわけ

です。

●トランスポンダーの一辺の距離はどのぐらいなのですか。

●Ａそれは場所によって、あるいは深さによっていろいろと変わりますけれども、

今回のマリアナ海溝のときは、たしか溝そのものが細長いものですから、東西に長く

て南北に狭いものですから、きょうその資料を持ってくればよかったのですが、たし

か東西方向に３キロ前後、南北方向には１キロぐらいだったと思います。ちょっと今

はっきりと数字を覚えていませんけれども。

`,博司！

●それだけの深さのところにある程度ねらって入れるというのは、潮流などで大変

だと思うのですが、それはどうやって入れるのですか。

●Ａ母:船のほうには、これだけの流れがあったらカタナリーがこうなるはずだとい

う演算機構がありまして、それを見越して、少し上流側で入れるような仕掛けをもっ

ています。今回マリアナ海溝では、そういうことを考えたのですが、実行上、真上か

ら下ろすだけで本当に真下に下りていきました。その意味では潮流は強くないといえ

るのですが、最後のほうのビデオでおわかりになったかどうかはわかりませんが、プ

レートを置きましたら向きがくるっと回りまして、流れにちょうど向く方向です。で

すから、そこそこ流れがありそうです。まだ、具体的な毎秒何センチという数字まで

は計算しておりませんが、結構あるということがわかりました。

“、

●司会（斎藤）他にございますでしょうか。まだ、５分ほど時間がございます。な

んでも結構です。

●あのプラットホームのを倒すときなのですが、まず倒すための２本のワイヤーが

水中のほうから出ていたようにビデオの画面では見えたのですが、あれは真横に付け

ているのですか。

●Ｂスリングは、ジャケットトップにつけています。

●そのジャケットトップのスリングを、海上クレーンのクレーンのウィンチを便っ
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て巻くという形になると患いますが、ジャケットトップを真横に引っ張るという、そ

の真横にきたワイヤーは、－度どこか台船の上か、海底かにレシーブがあって、クレ

ーンのブームの上にいくという形になっているのでしょうか。

●Ｂそのまま倒して、ダイバーで回収していきます。

●すると、クレーンのブームの先端からワイヤーが出て、ジャケットのトップにい

っているというイメージで考えたのですが、ジャケットのほうから見ると、かなり上

のほうからワイヤーがくるのではないかと思うのですが。

'宛●Ｂクレーンのブームではなく。

●下部で直接ワイヤーを真横にかけるのですか。

●Ｂそうです。

●そのときに、どのぐらいの力で引っ張って倒れたかというのは、もしおわかりに

なればお願いします。

●Ｂそこは把握しておりません。申し訳ありません。

●あともう－点、海上クレーンで引っ張るということなのですが、海上クレーンそ

のものの固定の仕方は、通常のロクテンなりハッテンなりのアンカーということでし

ょうか。それとも何か特別なものですか。

Ｐ

●Ｂあれはハッテンなどです。

●通常のハッテンなどを使って、固定したうえで引っ張ると。わかりました。どう

も、ありがとうございました。

●坂最後に横倒ししたあと、フローターをつけて浮かせて引っ張るというところが

ありましたが、フローターを付けるプロセスは出ていなかったと思うのです。具体的

には、あの白いものを持ってきて付けるというのは、どうやって付けるのですか。

－５－



●Ｂまず、フローターの中に水を入れて、それを沈めて、着いたところでダイバー

がクランプを止めていくというようにしています。

●坂浮上させるときには、水を出すということですか。

●Ｂそうです。

●坂すると通常のものと、沈めたりするのは同じ手順ですね。

●高市あるとき、漁業者から聞いたことがあるのですが、魚礁を沈める場合に、コ

ンクリートの魚礁ですと、やはり人工的な成分が溶け出してよくない。むしろ鉄のほ

うが魚礁としては適していて、コンクリートのほうはネガティブな評価のように聞い

たことがあるのですが、今、拝見しますと、コンクリートの構造物がほとんどですね。

そのあたりは魚のつきやすい材料については、常識的にはどのようになっているので

しょうか。

￣■、

●Ｃ今、お話がありましたように、たしかに映像の中ではコンクリート製の魚礁を

かなり使っているのですが、素材として鉄でつくった魚礁というのも事業にのってお

りますし、多々あります。今ご質問があったように、コンクリートよりも鉄のほうが

魚のつきがいいのではないかということは、昔からよく私どもも耳にするのですが、

今事業にのっている実行状況では、少なくとも海に入れて、ある程度日数が経ちます

と、表面に付着物が付くという状況が出てまいりまして、魚礁そのものの素材、コン

クリートであるとか、鉄であるとか、そういったものの集魚効果の差異というものは、

今のところは具体的には、まだデータとしてはつかめておりません。事業の実施上に

つきましては、特にコンクリートだからあまりよくないとか、鉄だからいいとか、そ

ういう区分化は特にはされておりません。

毎晩7､

●盛谷（住友建設）いちばん最後の環境調査ですが、あれは日米ソ共同でおやりに

なったのですか。それともソ連の船というのは、船をチャーターしただけですか。

●Ａ形としては日米共同で、ソ連の船は安いので借りたということなのです。先ほ

どのディスターバー（海底撹乱機）ですが、あれの設計は日本とアメリカで共同でや
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りました。しかし、製作はアメリカがやっております。というのは日本は昨年の夏に

実験をやったわけですが、アメリカは一昨年の夏、同じものを使ってアメリカの海域

でやっております．設計のときに日本が関与して設計したわけで、アメリカがお金を

出してつくったわけです。それと同じものを、去年は日本が借りて使ったということ

です。

●盛谷どうもありがとうございました。

●司会（斎藤）それでは時間になりましたので、これで本日のビデオの上映は終了

させていただきます。引き続き、懇談会に移らせていただきます。

「電

懇 談 会３

●司会（岡野委員長）それでは懇談会に入らせていただきたいと思います。本来、

懇談会は司会などはなしでやればいいのですが、これだけの方々が集まりますとそう

はいきませんので、誰か司会をやれということで、私がやるべきだと運営委員会のほ

うで決まりましたので、一応進行役として務めさせていただきます。７年前の発足当

初、この会場で各学協会の活動報告会をやりました。これは冒頭にもお話ししたとお

りですが、名学協会から代表が壇上に立ちまして、わが学会ではこういうことをやっ

ている、ああいうことをやっているということを話されたわけです。いろいろなこと

を話されました｡海洋工学関係でいろいろとやっておられるのだなと感じたわけです。

それでは、そういう学協会から運営委員が集まった連絡会で何ができるのかという

ことで、これも先ほど申しあげましたが、境界領域の問題とか技術移転の問題を扱お

うということで、何かいい仕事ができるのではないかということだったわけです。そ

れで実際的には、海洋工学パネルというものを年に２回開催してきたわけです。それ

から他には、国際会議への協力というような、大げさにいえばそういう事業をしてき

たわけです。

８年目に入りまして、そろそろフィードバックが必要ではないかと。ただ、突っ走

るだけではだめなので、皆様方からのご意見等をフィードバックして、また新たな展

開を期待したいと思いまして、実は場所も７年前のときと同じこの生産技術研究所を

お`借りしています。最初の７年前のときとは、この会議室も変わっているように見受

￣
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けます。設備等も充実してきれいになっていますが、そういうところでまたわれわれ

はビジュアルなインフォメーションを体験するという形で、最初のときのパネラーが

活動状況を話されたときとはかなり違った形でビデオで見ることができました。これ

は各学協会のフレッシュな話題を選んでいただいて､見せていただいたわけですから、

全部を網羅することはできていないわけで、各学協会の技術的なある側面を見たにす

ぎないということがいえるかと思います。反面、目で見るということは「百間は一見

に如かず」で、迫力があったと私は感じております。

そういう意味で前回とはまた違った形で、この連絡会の六つの学協会を私は以前、

窓に例えたのですが、六つの窓の景色を見ることができたような感じがします。以前

は七つだったのですが、では、そういう六つの窓の景色が見えるという、この運営委

員会で何ができるのか。今までどおり、パネルを続けることでよろしいのかどうか、

どういう事業が考えられるのか、どういう仕事が考えられるのかということを、まず

皆様方から意見をいただきたいと思います。懇談会に司会というような大げさなもの

は必要ないと思いますが、今申しあげたように会をスムーズに動かす意味で、二つの

質問を具体的に用意させていただきます。

一つは、今申しあげましたように、今後パネルを続けるようなことをメインの仕事

としていくことだけでいいのかどうかということです。他に何か、そういう連絡の場

があるとすれば、海洋エ学連絡会のようなところで、何かこういうことをやったら非

常にいいのではないかという事業を提案していただければ、それはありがたいことだ

と思います。－つ目はその質問です。従来どおり、パネルを続けることだけでいいの

かどうか、他に何かいいアイディアがおありかどうかということです。

もう一つは、もしパネルを続けるとしたら、お手元に資料がありますように、従来

の１１回のパネルと３回の報告会のテーマがリストアップされておりますが､それをご

覧いただいて、こういうことを今までやってきたのであれば、ここには出ていない、

こういうことをやったらどうかとか、あるいはここに書いてあるものを今度は別の観

点から、こういうテーマでやったらどうかというような具体的なテーマをいただけれ

ばと思います。

とりあえず最初の海洋工学連絡会のあり方、そういうものについてパネル以外に何

かいいアイディアが、あるいは国際会議への協力、それ以外に何か有意義な事業計画

等の案がございましたら、いただきたいと思います。

ただ一つ、初期条件を申しあげておきますと、この連絡会は当初は七つの学協会か

らの代表が集まってできたわけですが、経済的な条鐵件を申しあげますと、造船、土木、

建築、資源・素材、この四つの学協会からそれぞれ２０万円の支援金をいただきました。

～罰）

繧話
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それから、当時は水産工学会ではなかったと思いますが、水産工学会、それから石油

技術協会、鉄鋼協会、こちらは現在退会しておられますが、この三つの学協会からｌＣ

万円ずついただいて、トータル110万円の資金でスタートしたわけです。そのお金を

基にいろいろと事業をやろうということになったわけですが、実際はパネル等を開い

た場合、１回ごとに収支決算をやりますと、だいたいとんとんで、赤字を出すことも

ありますが、現在は日本大学のご厚意によって講堂を使わせていただいておりますの

で会場費がいりません。本日は生産技術研究所のご厚意で会場費を、ただにしていた

だいているわけです。そういう皆様方のご厚意におんぶした形で開・催しますととん

とんで赤字にならないのです。

それから各運営委員会等、それぞれいろいろな諸々の雑事は手弁当でやることにな

Ｆっておりまして、とんとんでいっています。ですから当初の資金１００万円そこそこが

大きくマイナスになることなく、それでもって運転しているという状況です。反面、

それしか経済的な基盤はないということが条件であります。そういう海洋工学連絡会

ですが、今後、何かパネル以外にいい事業計画のアイディアがありましたら、いただ

きたいと思いますし、もしパネルを続けろということであれば、新しいパネルテーマ

をご提案いただければと存じます。

それでは、マイクを皆様方のお席に回しますので、今の二つの点についてご意見等

をおもちの方はご発言をいただきたいと,思います。自由に討議していただくというこ

となのですが、録音テープに記録させていただきまして、あとで私ども運営委員の勉

強の種にさせていただきます。それを伺って、今後の指針とさせていただきたいと存

じます。何をおっしゃってもかまわないのですが、一応テープには録らせていただき

ますということを申しあげておきます。基本的には自由なディスカッションです。

合とりあえず宿題を片付けたいので、堅苦しいのですが、今の質問に対して皆様方か
らご意見をいただき、それが－通りすみましたら、あとはまったくフリーに何かお話

がありましたら、挙手をしていただくなり、マイクを取り上げていただいて、お話し

いただければと存じます。アルコールが入ってロのあたりでそれが効いてきて、よく

口がまわる状況のうちに、宿題を片づけたいと思います。頭のほうにまわってからだ

と大変なことになるので、とりあえず窓側のテーブルからずっとマイクを回しますの

で、ご自分のところに回ってきて、もしご意見等あったらご発言いただきたいと存じ

.ます゜それではよろしくお願いいたします。

ご発言がなければ、パスしていただいて結構ですし、今までの活動は、パネルは結

構であるというお褒めの言葉を下さっても結構です。よろしくお願いいたします。
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●坂（坂コンサルティング）私は一応最初のときから、何回か出張などで出られな

かったことがあるのですが、それを除くとだいたい出席させていただいております。

今まで１１回、パネルを開いてきておられるわけです。個人のまったく勝手な思いつき

でもいいということでしたので、合っているかどうかはわかりませんが言わせていた

だきます。だいたい１１回ぐらい、いろいろな分野のことをおやりになってきておられ

ますので、この海洋工学連絡会という専門家集団も、例えば関西新空港のような、あ

れはすでにあるわけですが、あれに似たような将来の大きなテーマを、この海洋工学

連絡会に参加している各企業とか学協会の技術力を生かした壮大なテーマを何かぶち

上げて、国に働きかけて予算をつけてもらってやる。ここが、そういう受け皿になれ

るかどうかは別の問題がありますが、何かわれわれの英知と技術を結集させるような

壮大なプランなりをぶち上げてやったらどうかということを感じています。

ただ、これが実現できるような組織であるのかどうかはちょっとわかりませんが、

何かそういう具体的なものに向けて、そろそろ力を結集していってもいい時期ではな

いかと思っています。

もう一つ、これは質問なのですが、私はいちばん最初に参加しているのですが、あ

のときは日本には海洋工学学会なるものがまだないということで、この連絡会もそれ

の設立に向けた第一歩であるというような話を伺ったような記`億があります。かなり

前のことになりますが、日本では学会を設立するにはいろいろな規約がありまして、

おそらくそのための実績づくりをやってこられたのではないかと、個人的には勝手に

思っているのです。例えばそういう学会発足の見通しといいますか、いつ頃になりそ

うなのかとか、そのあたりを教えていただければありがたいと思っています。

揮碧、

●司会（岡野）ありがとうございました。学会については現在の運営委員会で、学

会にするためにはどうしたらいいのかということを調べたりということはしておりま

すが、それより以前に、学会にすることが適当かどうか、学会を志向することが適当

であるかどうかという議論を熱心にやっているというところでして、そのあたりも皆

さんからご意見をいただきたいと思います。学会がないから、ぜひ学会の方向にいく

べきだというご意見があれば、それはそれで承りたいと思います。運営委員会として

は意識はしておりますが、必ずしも学会を志向することがいいことかどうかについて

は、結論はまだ出していないという状況です。意識は-'一分しております。ですから、

いいご提案をいただいたと思います。もう一つ、質問事項に加えていただければと存

じます。学会志向はどうかということも含めて、ご意見をいただければと存じます。

一■覇
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●総合司会（斎藤）今の学会云々という件に関してですが、学会にも二つありまし

て、社団法人として法人化されている団体と、任意団体といいますが、自分たちで学

会といってしまえば学会になるという、その二つがあるのですが、法人化に向けた学

会というのは非常に大変な作業が入ってきます。その前に、もし学会を志向するので

あれば、どういうようなコンセプトでその学会をつくりあげるかということと、学会

に向けたアクションプログラムというものを練り上げていく必要があると思います。

そういうものをしなければ、法人化された学会というのは簡単にはできないというこ

とがあります。

ざっと調べたところですと、いろいろな説があるのですが、だいたい会員規模で

１０００名、資金をもっているというように、いろいろな条件があります。そういうこと

を一つずつどのようにクリアしていったらいいのかというアクションプログラムを練

っていく。そういうところから入るのではないかと思います。

「｡

●鈴木（東大船舶海洋エ学科）この会は何回も出席させていただいて、他の分野の

状況、情報を知るうえで非常によかったと思っています。ですが、だいたい一回りし

た感じがしております。一般的な状況というのはだいたいわかってきましたので、最

近ちょっと思っているのは、もう少し突っ込んだ話を聞きたいなということで、あそ

このここはどうなっているのかとか、そういうところをもう少し知りたいというとこ

ろがありまして、そういう内容を少し盛り込んでもらいたいと思っております。

●森川（ＮＫＫ）私も今まで１１回開かれたうち、かなりの回数を参加させていただ

いたのですが、私は造船学会に所属していまして、各学会、他の学会の方々のいろい

Ｐ■ろとされている研究や活動関係のことをお話ししていただいて、自分たちの役にも立

ったりしていますので、今までのパネルに関しては、個人としてはかなりいい評価を

もっています。

ただ、鈴木先生がおっしゃったように一回りしましたので、何か－つ、なんでもい

いですから、海洋工学連絡会があるということを世の中に見せたいというところがあ

ります。

実際に、具体的に何をやったらいいのかは浮かんでいないのですが、何か皆さんのご

‐意見でいいものがあればと、今は思っています。

●国富（造船学会）この会は、最初の時点から参加させていただきまして、皆さん

がおっしゃるように各学会間の`情報収集、,情報交換には非常に役に立つ会議だと恩っ
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ています。私も皆さんのおっしゃることとほとんど同じかと思いますが、例えば２１

世紀は、もうすぐ来るわけですが、きょうもお話が出ましたように、われわれが前か

らねらっている、大水深の問題とか、その問題を各分野で､例えは水産の分野では２００

～３００メートルで実験をやっているというような情報が入りますと、それに対して海

洋構造物はいったいどういうものかとか、今、鈴木さんや森川さんがおっしゃいまし

たように、今まで問題になっているところをもう少し具体的に進めたらどうかという

ことが私の一つの意見でございます。大水深なら大水深という、もちろんいろいろな

構造物、水産の問題、石油の問題もあるかと思いますが、そういう問題は日本の国と

してどうなのかということを、もう少し突っ込んだらどうかと思います。

もう一つは、今年の初めに起こりました阪神大震災の防災関係の問題で、海洋では

例えばどういうような時点で防災の問題を討議すればいいのかというのは、まさにこ

の問題は造船、建築、各分野にわたっておりますので、海から見たそういった問題を、

極端にいえば政府に、こういった学会でこういった話が出ているということを提案で

きるようなシステム、このぐらいのことをやっていったらどうかという、これは一つ

の思いつきですが、そんなことでこの会をぜひ続けていただきたいというのが私のお

願いです。

一、

●熊谷（東京理科大学）本来は、機械工学の分野で流体をやっているのですが、資

源・素材学会のほうから参加させていただいております。先ほどの学会の件ですが、

学会そのものは、これだけのメンバーがいれば発足してやっていって、何年か後に法

人化することは＋分可能だと思います。私の印象でいいますと、もともと海洋工学と

いうのはどの分野でも独立してはできない部分があるわけです。要するに海洋工学と

いうのは、もっとも基本的な総合工学といってまとめられるべき分野だと思います。二゜、

きょうのお話を･伺っていても、例えば構造物を壊すとか、そういうものを魚礁に使

うとか、すると必ず水というのは特に海水というのは機能`性をもっていますので、影

響が非常に出てきます。そういう意味合いでいうと、環境というよりも、いろいろな

分野の評価ということは常に関わって出てきているのではないか。その意味で、総合

工学として新たに捉え直して、そういう意味合いで学会化するということは、もちろ

ん非常に結構だと思います。

もう一点は、これだけパネルを続けられて、そのパネルの会合ごとのまとめた冊子

になっていますが、それを、もう少しきちんとまとめられてもいいのではないかと,思

います。せっかく非常に優れた講演者によって講演されて、内容のレベルも非常に高

いですし、トピックス的にも面白いわけです。非常に中身のある内容のパネルを続け
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てきてこられているのですが、そのときに参加された方に配られているだけでは、ち

ょっともったいないということがあります。

それからもう一点は、もし学会化するのであればメンバーを増やしていくわけです

から、各分野から出られている、いわゆる連合後援会のような形はもちろんありえま

す。例えば応用力学連合とか、いろいろな学術会議の例えば水力学とか、そういうい

ろいろな連合委員会のような形で後援会をやっていくという形があります｡ですから、

そのような経過をたどって普通の形でいくのか、あるいは、もっと基本的に私は海洋

工学というのは非常に大事だと`患っておりまして、折あるごとに宣伝させていただい

ておりますが､やはり総合工学として少ししっかりと見直す必要があるのではないか。

そういう意味合いでいうと構造物ひとつとっても、魚礁に使うとか、そういうことに

しても、全部同時にできるわけです。ただ、単にある分野で考えられて、ちょっと環

境的に考慮したということではなくて、もっと積極的に、構造をつくるときに元から

そう考えていく。そのような意味合いでいうと、これがもっと機能してくると、非常

に世の中の役に立つと考えております。

'９ｺ

●西中川（竹中エ務店）海洋開発ということが何か一時期パッと出てきましたが、

その後あまり開発されていないままになっているという状況にあるのではないかと思

います。そういうなかで、日本の二○○カイリ水域圏とか、そういう大きな資源があ

るわけですので、そういうものをどうやって総合的に開発するかとか、そういうこと

をまずビジョンをつくってやっていけばいいのではないかと思います。あるいはもっ

と東アジア経済圏とかそういうものを志向した準備段階、そういうことを考えていか

にうまく海を利用するかとか、そういうことを考えていくと、いろいろなことがまた

出てくるのではないかという気がします。そのために学会とか、そういうものをつく

っていくということも価値があるのではないかと。ビールを飲みながら考えたことで

すので、なかなか夢のような話ばかりですが、そのように思います。

Ｆ■

●高田（関西設計）私ども関西設計と申しますのは、日立造船の昔の海洋設計部が

別会社になりまして、それで私は関西設計に所属しているのですが、実は海洋工学連

絡会というものの経緯を当初は何も知りませんで、パネルの案内状が来るので参加し

･ているということから出発したわけです。先ほどから学会をつくるという話が出てい

ますが、私自身としては皆さんの出身といいますか、工学的アプローチの仕方がみん

な学会によって違うのではないかという気がしまして、－つに無理やり統一しなくて

もいいのではないかと思います。今までどおり、各学会の．情報連絡の場であればいい
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という感じがしております。

それからパネルですが、これは非常に参加しやすいパネルです。私自身、名前は私

で申し込んでいますが、実は当社の若い人の意識を高める意味もありまして、代わり

に出席させているという状況です。ご存じのように、造船業界は一時期大変な不況で

して、社内的には世代間の隔絶といいますか、私どものクラスと次のクラスの間に大

変な年代ギャップがありまして、いかに若い人を育てるかということが私どもの会社

内の事情ですが、そういうことがあります。ですから、こういう参加しやすい海洋工

学パネルがあるのは非常にありがたいと思っております。これからはテーマを選ぶの

が大変だと思いますが、今までどおり続けていただきたいと思っております。

鐸、
｣●司会（岡野）きょうは皆さんご覧のように、６０名ぐらいのご参加をいただいてお

ります。お－人３分いただくとすると、180分で３時間ということになってしまいま

すので、大変恐縮ですが、結婚式の祝辞のように簡潔に、要点をお願いいたします。

はじめのほうの方はいろいろとご意見がおありでしょうし、同じようなご意見をおも

ちの方があとに出てくるということもあるでしょうから、だんだん短くなるとは思い

ますが、一巡して、また二巡目ということもありえますので、よろしくお願いいたし

ます。

●池上（三菱重エ）ちょっと話しにくくなりましたが、長|崎研究所に勤めておりま

すが、今、私どもの会社は夏休みでして、それで出てきました。基本的には高田さん

の意見と同じなのですが、あまり肩肘張らずに、あるいは成果云禽ということではな

く、私はともかくこの会に来れば、日頃お会いできないさまざまな分野の方たちとお

会いできて話ができるわけで、こういった場は他にはありませんので、ただそれだけ￣薊

で来ているのですが､それでも十分にこの会の存在`価値はあると思っておりますので、

このままでいいのではないかと,思っています。

●高川（海洋科学技術センター）私はまったくこの会を知らなくて、今回初めて参

加しまして、これだけいろいろな方が来ておられると思って驚いたのです。この名簿

を見ていて、海洋工学パネルという名前が示すとおり、まさにモノをつくりだす側の

人がほとんどであると気がついたわけです。水産関係の方は当然ユーザーでもあるわ

けですが、それ以外の学会のところはほとんどが生み出す側で、逆にそれを使う側の

人が少ないという感じがしたわけです｡生み出す側だけの議論をするのも結構ですが、

もう少し別の使う側の人の意見も聞けるような場にされたら、もっとよくなるのでは
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ないかと思っています。

●司会すみませんが、使う側というのを具体的に挙げていただけますか。

●高川例えば水産関係ですと、魚礁があるとたしかに漁業をやっている方は、まさ

にユーザーになりますが、他のところですと……。－（テープ･切れ目）－

いろいろなつくる立場と利用する立場とあると思うのです。そういうお互いの意思

の疎通があるともっとよくなるのではないかと思った次第です。

●造船屋が３人かたまっていますので、これぐらいにしておいて、異業種の集まり

と、それから先生方の集まりで、ここは非常にいい集まりだと思います。もっと今後

も続けていただきたいというのが意見です。

f宍

●黒川（資源。素材学会）資源・素材学会というのも大きな学会でして、いろいろ

な専門的な研究をなさっているようですが、海洋工学に関しましては、残念ながら、

海洋鉱物資源を中心にした活動を行っているということで、それほど広い範囲にわた

っての活動分野ではないというように思っております。それから私自身も、今まで海

底の鉱物資源の開発ということに少しウエートを置きすぎて仕事をしてきたというこ

とで、どちらかといいますと、狭い分野での活動しかやってこなかった。そういった

意味で、こうした広い学会での情報交換の場は、私自身にとって非常にありがたいと

思っております。

学会にするかどうかという話、それぞれ学協会で専門的なことをやっておられるわ

けですが、必ずしも一つの学会に統一する必要はないのではないかというのが私自身

の個人的な感想です。むしろ、こういった専門的な学会を横断的に、いろいろと情報

交換ができるような活動やパネルとか、あるいは見学会のようなことで、それぞれの

学会が催される見学会にも参加できるような、そういった道をつくっていただけると

ありがたいと思っております。

Ｆ、

●鶴崎二つのことを申しあげたいと思います。一つは、先ほど高川さんがおっしゃ

いましたけれども、ハード的なところの集まりになりすぎているのではないかという

ことです。正確には記,億していないのですが、東海大学の杉森先生あたりを中心にし

た似たような海洋のいろいろな学会絡みの、海洋学会を中心とした理学的、あるいは

ユーザー側といいますか、そういう連絡会のようなものがあったと思います。そうい
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うものと連絡が取れればいいのではないかという気がしています。

もう一つは、これまで海洋工学パネルで、パネルをいくつかやっていただいたので

すが、これまでのパネルは専門家といいますか、得意としている方が得意の分野を話

す、紹介するという感じであったので、基調講演としてはそういうものがあってもい

いのですが、今度は逆に、あとのそうではない分野の方がそれに対してどう考えてい

るかというようなパネルのつくり方はどうかと思います。私のほうからいきますと、

深海底鉱物資源の開発ということをやるのだといっておりますが、例えば水産工学の

ほうから、そんなことをやってもらっては困るのだというような話などが出てくるよ

うなパネルのつくり方というほうがいいのではないかと思います。これはよく考えて

いないのですが、そんな感じがします。
毎■、

●ほとんど私の考えていることは出尽くしたと思います。まず学会の面では、法人

的にやると袴を着なくてはいけなくなって、運営が大変になると思います。もっとＮ

ＧＯ的な、ゲリラ的な形で気楽に、だからこそいろいろなことがいえるというような

連絡会が非常に大事ではないかと思います。まだまだ一巡したといいますが、海洋に

関してはまだまだそんなことではなくて、今、辻崎さんがおっしゃったようなことを

含めたような形でいろいろな、こんなことができます、いいことができますという袴

を着たようなことだけではなく、こんな問題点がありますということももう少し突っ

込んでいけば、いくらでもパネルの題材はあるのではないかと思います。

それから２１世紀は環境の話が出てくるということと、東南アジアのほうの南北関係

の問題ということも視野に入れた海洋工学連絡会になってほしいと思います。

●盛谷（住友建設）私は資源・素材学会からということですが、実は正式の会員で－ｓ

はなく、海洋資源工学委員会のメンバーということで参加させてもらっています。と

いうことは、この連絡会というのは非常にルーズな、いい会だと思います。結論だけ

いいますと、学会化するということは、今のところは私は必要ないと思います。今の

ような形で、これまでこのパネルは非常に成功されて1ハると思います。そういうこと

で今後も、テーマは何があるかということは今ちょっと出てこないのですが、先ほど

ＪＡＭＳＴＥＣの高川さんがおっしゃったように、あるいは他の学会等へも関連があ

るところには呼びかけるなりして、そういう意味でテーマ等の拡大を図るとかをして

くださればいいのではないかと,思っております。

●麻生（秋田大学）資源・素材･学会のほうに出ております。毎回、この会にはボケ
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ツトマネーを払って、秋田からはるばる出てまいります。それも、この会に非常に意

義を認めているからでして、私としてはいろいろな`情報をいただけるものですから、

非常に嬉しくて、この会にわざわざ出てきているわけです。そういうわけで肩肘の張

らない学会ですから、このまま続けていっていただければいいという感じをもってお

ります。

そこで、アルコールの入ったところで、二つばかり希望を述べさせていただきます。

一つは､国内関係についてはだいたいいろいろなことを聞かせていただきましたので、

今度は国外の状況はどうなっているのかということで、誰か国外に詳しい人にご講演

いただくとか、あるいはたまたま大学等に国外の学者が来ておられるときに、その人

たちに来ていただいてお話をしていただくとか、そういうことがあってもいいのでは

Ｐないかと思います
それからもう一つは、先ほど黒川さんがふれられましたけれども、何回かに１回は、

現地研究会のようなものがあってもいいのではないかということを感じております。

よろしくお願いします。

●ミノウラ（三井造船）私は今回が２回目でして、まだまだ参加者としては浅いと

思いますが、この海洋工学パネルは参加しております他学会とかの横の方向のつなが

りがあって非常にいいと思っております。ところがバツと見回した感じで、先ほど関

西設計さんもいわれたとおり、若い人はあまりいないという感じがしますので、もう

少し横方向だけではなく、上下方向にもバラエティに富んだ人たちが参加してもいい

のではないかと思います。

Ｆ●浅井（大阪府立大学）私は化学工学科に所属しておりまして、マンガン団塊とか
熱水鉱床を鉄酸化細菌等を使って処理するという仕事をしているわけです。きょうは

辻崎先生のビデオがあるということで、私がやっているアップストリームの問題とい

うことで寄せていただきました。きょうの参加者の皆さんの所属を見させていただき

ますと、化学のサイドがほとんどおられないわけです。学会ですと海水学会というの

もありまして、やはりリジウムとかウランなどの問題も扱っておられるわけです。私

は海洋工学のデグニションがはっきりしていないのですが、こういうケミカルとか（

・イオの関係の方々も一堂に会してディスカッションができるということになりますと

私の参加の機会も増えるのではないかと思っています。

●高市（造船学会）最初から参加させていただいておりますが、やはりわれわれの

－１７－



専門別のいろいろな話題、トピックスの紹介が主体でずっとやってきたように思いま

す。といいますと、専門別のハードを中心にして、それぞれお互いの情報を交換する

ということだったと思いますが、一段落といいますか、岡野先生がおっしゃったよう

に、六つの窓がかなりお互いによく見えてきたという段階だとすれば、もう少しソフ

ト化、総合化するということも考えていったらいいのではないかと思います。もちろ

ん各分野で、日進月歩のそれぞれの専門分野の技術なり学術を紹介しあうことは必要

だと思います。この場として何かソフト化、総合化するという観点から共通の意識の

ようなものが生まれるといいのではないかという気がします。

それは何かというと、技術が集まってある程度、文化というものが出てくると思い

ますが、海洋文化、海洋工学ですけれども、工学のバックグラウンドには広い文化と

いうものが創造されていくのではないかと思います。海洋開発のアクティピティーを

いろいろと何十年かされてきて、海洋文化というものを、われわれがどういうものが

創造できるのかということを、われわれの活動の根底になるものとして考えていくこ

とも一つのテーマとして面白いのではないか、創造するという意味では面白いのでは

ないかという気がいたします。

￣、

●原田（造船学会）皆さんご存じかと思いますが、来年から「海の日」というナシ

ョナルホリデーができます。それは、あまり大したいわくではないと思いますが、こ

こに集まっている皆さん方は直接的かどうかはわかりませんが、海からなんらかの恩

恵を受けているような方たちだろうと思います。それを高市先生がいわれたように、

それを掘り下げて、海に関する文化の日というような形、記念になるような形に何か

できないかと思います。学会に、海洋工学学会という話はわかりませんが、とにかく

日本は海に囲まれているわけですから、何も知らない人にもある程度わかるような話

をつくるとか、話をするとか、そういう人たちに呼びかけるような話とか、知ってい

る人にはもっと掘り下げていくとか、そういったあるテーマをもって、何かやってい

ただければいいのではないかという気がいたします。

￣pｈ

●為広（東海大学）この会合は非常に楽しくて、吉田先生からも、とにかく素人が

玄人に対して好き勝手なことをいう会議だということで、私もそのとおりだと思って

おりますので、今までどおり続けていただきたいと思います。ただ、－つお願いがあ

ります。きようの開会の辞にもございましたが、境界領域という問題を取り上げると

同時に、それを横通しをして連桃するというお話がありましたが、泡､は日頃、海洋工

学の基本になっているのは、やはり海洋学であると思っております。できれば、各回
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のパネラーの方の中の－人に、必ず海洋学の専門家の人を入れていただきたいと,患い

ます。そうすれば、もっとわれわれとしては面白いのではないかと思います。

具体的に申しあげますと、私は文化勲章をもらわれました和達清夫先生と一緒にな

って、黒潮の段階的な利用に富する会議をずっとやっていたのです。そのときに和達

先生が私に直接いわれたのは、海流の運動エネルギーを取るために、取ってしまった

瞬間にはエネルギーはなくなるわけですから、必ず温度は下がるはずです。それに対

して、魚がびっくりする可能性がある。そういうことで海の環境に対して重大な関心

を払わなければならないということを話してくださいました。私はそのときに海の環

境というものに対して、われわれ工学者はもう少し熱心に勉強しなければならないと

思いました。

Ｐでは、具体的に何度下がるのかといわれた場合には、私は造船屋なのですが、造船
屋は解読できない。これが解読できるのは、地球の流`体力学的な関係等を考えていら

っしゃる海洋学の先生でないとわからないのではないかと思っております。そういう

意味で、われわれが具体的に将来、海流発電をやるとか、三菱重工さんから発案があ

りましたような二酸化炭素の海中投棄というような問題が起こったときに、すぐにそ

れを批判してくださるのは、やはり海洋学からの批判が多いのではないかと,思ってお

ります。ぜひ、このパネルの中で、海洋学の先生のご批判を受けたいと思います。先

ほどから、他の部からの批判を受けたほうがいいのではないかと言われておりますが、

ぜひ私も、そういうことを考えていただきたいと思います。

●遠藤（船舶技術研究所）私も最初から参加させていただいているのですが、海洋

工学連絡会がパネルのような形をとって、もう１１回開いているということで、１年に

２回、半年に１回ずつ同じようなパネルという形でやってきて、硬直化しているので

はないかと思います。次のパネルに何をやるかというテーマを探さなければならない

ということ目体がそもそもおかしいのであって､発展的にやってきているのであれば、

どんどん活動形態が変わってきてもいいのではないかという感じがします。

例えば開催頻度であるとか、こういうパネルの形ではなくて、別の形であるとか、

いろいろと考えられるので、先ほど若手が少ないという話がありましたが、各６学協

会の中心的な方が次のパネルのテーマを考えられると硬直化しやすいということで、

若手に次に何をするか、パネルの形でなくてもいいと思いますが、どういう形で次に

開催するかということも含めて、もう少し幅広く、アイディアを出してもらうことが

必要なのではないかと思います。あまりパネルの形にこだわらないほうがおもしろく、

皆さん参加しやすいのではないかという感じがしております。

Ｐ
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●司会（岡野）－通り時間内に終わりましたが、私が変なことを申しあげたもので、

出るべきご意見も出なかったところもあるかと思います。まだ少し、１３分ほど時間的

余裕があります。もう一度マイクを回しますので、気が弱くて話せなかった方、遠慮

して話さなかった方、あるいはもう少し大所高所から別のことを話したいという方が

いらっしゃったら、ぜひお話ししていただきたいのです。

●総合司会（斎藤）先ほど三井造船の方から若い人の参加が少ないということがあ

りましたが、私自身も若い部類だと思っています。それで、若い方の参加を増やすと

いうことについては電子メールとか、あるいは３Ｗとか、ネットワークを使うのも－

つの手ではないかと思います。逆に電子メールばかりやっているとジェネレーション

ギャップも増えるかと思いますが、電子メールは非常に簡単にできますし、言いたい

放題というところもありますから、そういうものを使って、いろいろな連絡を取り合

うということも、基盤をつくるという意味で、非常に重要かと,思います。

ちなみに私は庶務幹事をさせてもらっていまして、いろいろな書類等が送られてく

るのですが、そういうものについてもテキストファイルで、電子メールで送っていた

だくとすべてが効率よく行えます。そういうことで、いろいろなパネルの効率化、い

ろいろな活動の効率化、さらにいろいろな日常茶飯事に情報をやりとりするという意

味では、そういうネットワーク、今ですとインターネットを使うとか、そういうネッ

トワークをどんどん使っていくということで、もっといろいろなことも考えられるの

ではないかと思います。

毎勺

●司会（岡野）この会はそもそもは、先ほどは申し上げなかったのですが、クロー

ズドの会ということでスタートしたのです。そういうこともありまして、そんなに多

くの人の参加を募っていない、勧誘しなかったという経緯もあります。それから理学

関係云々の話も、パネルではだいたい午前中に理学の基礎的な方々にお願いするとい

うことを、一時期試みたことがあります。今日は大変貴重なご意見をいろいろといた

だいているわけで、先ほども申しあげましたように録音していますので、これを運営

委員会に持ち帰って、勉強させていただいて、シグナルもノイズもあるかと思います

が、そのあたりを分離して、有益な何かを抽出したいと存じております。

まだ少し時間がありますので、何かおつしやりたい方があればお願いしたいと思い

ます。あるいは前委員長の住久田先生とか、第１期の運営委員長の吉田先生とか、内

輪の方のご意見なり、あるいは皆様にこの場でお話ししたいことがあれば、ぜひ(こと

~、
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思いますが、いかがでしょうか。

●佐久田先ほどから非常に貴重なご意見を頂戴して、私がここでお話をしなくては

いけないというテーマについては、ほとんどすべて皆様方のほうからすでにお話があ

ったように思いますので、繰り返すことは避けさせていただきたいと思います。ただ、

今までのやり方につきましては、肯定的なご意見が非常に多うございました。これに

ついては、吉田元委員長のご尽力によって性格づけというものができて、その点につ

いては非常にありがたいと`思っております。

強いて追加するとしますと、いかがでしょうか。コストの問題で、各学会でいろい

ろな事情であまりふれたくないという、コスト対比効果といいますか、そのあたりも

そろそろ掘り下げるような形で議論してもいいのではないかという感じが実はしてお

ります。これはエンジニアリングと称する以上はコスト対比効果というものは避けて

通れないわけです。また昨今の情勢からするとコスト対比効果というものの議論を

しない限り、プロジェクトとしての実施、実行というものはできないというような時

代になっています。ある面からいいますと、非常に厳しい時代になっています。技術

者というものはコスト対比･効果についての確たる考え方をもたない限り、なかなかこ

の世に生存できないのではないかというような技術者の受難の時代というものもくる

ようです。そのあたりについて掘り下げなくてはいけないのかと思っております。

先ほどの津波の問題などにつきましても、津波についてのいろいろな構造物という

ものも、あのような構造物と、その構造物によって与えられる利益というものとの関

係。これなどについても、いろいろと議論したらいい勉強になるのではないかと患っ

たりしております。

長くなりましたが、私としては先ほども申しあげましたように、皆様方の非常に貴

重なご意見をお伺いできたと思って、感謝しております。どうもありがとうございま

した。

Ｆ■

F￣

●司会（岡野）それでは発足当時の運営委員長を４年間務められた吉田先生から、

一言お願いいたします。

．●吉田きょうは新しい試みとして、いろいろなお話を聞く機会がもてて、大変有益

であったと思っております。発足当時のことを思い出しますと、岡野委員長のお話に

ありましたし、あるいはご意見の中では熊谷先生のご意見にもあったと思いますが、

海洋工学というものは総合的なもので、既存の分野だけで何かを成し遂げようとすれ
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ば、それはそれでその分野の一つの側面、その分野の得意とする側面はできますけれ

ども、全体として本当にそれが合理的であって、あるいは前委員長のおっしゃるよう

な意味で、いろいろな意味でオプテイマムなことになっているのかどうかということ

は、なかなかわかりにくいような、そういうものではないだろうかという気がしてお

ります。それは、きょうのビデオを見せていただいてもまさにそうであって、これも

いろいろとご指摘があったと思いますが、いろいろな分野に－つの資源開発の施設で

あっても、それが別のものになったり、途中でいろいろな技術や援助をもとにできあ

がったり、撤去されたりもするわけです。最終的に、そういう生物や環境とのお話で

あったり、そうなるように結局、海という総合的な環境の中における工学であって、

典型的な総合工学だと、これは熊谷先生のご指摘だったと思います。まさにそのとお

りではないだろうかという気がしております。 ’－１M

ですから、こういうところでの情報交換と、境界領域を扱うということと、それか

ら共通の関心事といいましょうか、そういうことがあるために、皆様方が貴重な時間、

お忙しい時間を使って､手弁当とおっしゃいましたけれどもお集まりいただくような、

小さいとはいえどもある特質をもった会合になって、続けてこられているのではない

だろうかと思います。

これは、これまでの歩みというように思いますけれども、一方で、さて、これから

どういうように考えられるのかということについて､岡野委員長からのご質問もあり、

皆様方からもいろいろなお考えもあって、これは今後、運営委員会で議論していくこ

とかと思います。抽象的な言い方をすると、総合工学というものがいわゆる工学も技

術も、分化で細かくなるのではなくて、逆の方向の工学はどうやったら成し遂げられ

るのかということを考えていくという、一つの場ではないかと私自身は思わせていた

だいております。それで、参加させていただいているわけです。－（テープ切れ目）”■、

海洋学の方々との接点という話は、先ほどから何人かの方からも出ておりますけれ

ども、それを探すことも一つですし、それからこの連絡会に集まっておられるハード

中心の方々ではあるのですが、その中で講演会やパネルディスカッション、スピーチ

とディスカッションというだけではなくて、もう少し－歩突っ込んだ、あまりお金が

ないのでお金のかからない共同作業というものができることになれば、－歩踏み込ん

だということになるのではないかという気がしております。

これはテーマの選び方とか実行ということでは、なかなか難しい面があります。で

きれば議論をしてみたいというように思っております。ちょっと話が長くなって恐縮

です。
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●司会（岡野）時間の制約がありますので、まだいろいろと貴重なご意見をおもち

の方がいらっしゃると存じますが、このあたりで懇談会を終わらせていただきたいと

思います。運営委員会に持ち帰って、勉強させていただきたいと思います。皆様方に

は、くれぐれも今後とも、海洋工学連絡会をお願い申しあげますということで、締め

くくりをさせていただきたいと存じます。それでは、総合司会の斎藤庶務幹事のほう

に、マイクをお返しいたします。

それでは最後に、海洋エ学連絡会運営委員会副委員長の原田先●総合司会（斎藤）それではゴ

生にご挨拶をお願いいたします。

『p･層

厩
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の辞会４．｜謙

海洋工学連絡会運営委員会副委員長原田宏

ご紹介にあずかりました日本大学の原田です。きょうは、私は士木学会から来てお

りますが、土木学会の海洋開発委員会の委員長は東海大学の海洋学部長をなさってい

る佐藤先生です。たまたま東京におりますので、私が代理でこの工学連絡会のほうに

出席させていただいております。

きょうは１時半から長時間にわたって、深夜劇場なみの４時間以上の映画鑑賞会、

ご筈労さまでございます。当初はＰＲ型の映画だとつまらないだろうかという心配も

ありましたが、その心配を吹き飛ばした大変有意義な、愉快な、まさにいろいろな分
ダーウ

野の問題点を拝見することができて、まことに有意義だったと,患っております。

きようの会議で、私は何かお話をしようと思っておりましたが、いつも思いますこ

とは海というのは、私の印象としては大変恐いということです。海の工事に長い間参

加しておりまして、現場に出ますと、今日は晴れているだろうか、風が出るだろうか、

午後になったらどれぐらい風が出るだろうかということが心配であります。そのなか

で工事を進めるには、どこでやめよう、帰ろうと、どこで決断をするかということが、

エンジニアにとって大変重要なチャンスであります。そのことは、とりもなおさず、

海はわが女房と同じだと思っております。おとなしいときには、こんなに可愛いやつ

はいるかと。私もちょっと年を取りまして、３７年間女房と一緒の生活をしております

が、いまだにわからないのが女房であります。波が立ち出すと止まりようがない。ど

うやって鎮めるかというのは、じっと堪えて待つほかはない。これが、まさに海でご

ざいまして、この海に対して各学会の皆さんが、どうやってなだめるか、どうやって

利用するかということで集まっているのが、この海洋工学連絡会ではないかと思って匂
おります。

私も個人的にはいろいろと希望がありますが、もう一度、海洋工学連絡会の運営委

員会で議論したうえで、きょうの結論が出てくるだろうと思っております。本日はど

うも長時間にわたりまして、ありがとうございました。
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意見とりまとめ結果５。第１２回海洋工学パネル

１．海洋エ学パネルの存続に関して

肯定意見。・・・・・・・２８

否定意見・・・・。・・・０

２．海洋工学パネルの在り方について

積極派・・・・．．・・・１７

消極派・…・・・・・・１１

積極派意見内容

へ学会化・・・。・・・・

プロジェクト化・・・・

総合工学化..・・・・

基礎化，サイエンス化・

ユーザー側を取り入れる

出版．．。。．・・・・

合計・・・・..。。・・

１
５
５
２
２
２
７

１

今後のパネル展望

見学会・・・・・

学会化は不要・・

現状のままでよい

合計。・・・・・・

１
１
５
４
１

１

Ｆ■
３．全体的意見

パネル活動については，肯定的である

る一方，基礎，サイエンス指向もある．

一方，パネルに何かを求める声が強い．

また，多くの人が総合化に興味を待ってい

すなわち，従来のパネルの本質的性格を維持しつつ，何か新しい分野を拓くことが

必､要．

－４．学会化について

学会化には少し時期が早いか？

パネルテーマについては，従来とおりが望まれているただしユーザーサイド，基

礎サイドをより盛り込む必要がある．

［とりまとめ：庶務幹事齋藤隆之］
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