
平成２９年１１月1５日(水)

国土交通省 関東地方整備局
港 湾 空 港 部

発 表 記 者 ク ラ ブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、横浜海事記者クラブ

お 問 い 合わ せ 先

関東地方整備局 港湾空港部

海洋環境・技術課 課長 佐野 幸保

海洋環境・技術課 係長 菅 崇

電話 045-211-7420 FAX 045-211-0204

- 記 者 発 表 資 料 -

「港湾空港技術講演会 ｉｎ 横浜２０１７（第１０回）」
を開催します

国土交通省関東地方整備局、国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立
研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所の共催により「港湾空港技術講演会
in 横浜２０１７（第１０回）」を下記のとおり開催します。

本講演会は、港湾・空港分野に関する最新の研究・技術開発の取り組み状況を
わかりやすくご紹介することを目的として開催しているものです。

関東地方整備局では、海洋利用の推進や港湾工事の生産性向上を図るため
i-Constructionの取り組みを推進しています。今回は「海洋インフラ技術の実用化
に向けて」をテーマに、ＩＣＴ技術や各種遠隔無人化技術の開発等について、ご紹
介するほか、来年度に施行される新しい港湾技術基準についても講演します。

また、北海道大学の川村秀憲教授が、「人工知能の最新研究と応用」と題し特
別講演を行います。

記

■日時：平成２９年１２月１１日（月） １３：４５～１６：３５ （受付開始１３：１５）

■会場：横浜情報文化センター 情文ホール

■内容・申込方法：別紙リーフレットのとおり

＜ 関東地方整備局ＨＰ ： http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/ ＞

さの ゆきほ

すが たかし



※ 内容は一部変更する場合があります。

◇お申し込み
参加を希望される方は件名を 「港湾空港技術講演会ｉｎ

横浜参加希望」と明記し、①氏名、②所属、③連絡先（℡）、
④研究交流会参加の有無 をご記入の上ﾒｰﾙにてお申
し込み下さい。

・申し込み締切： １２月１日（金）
・申込先 ： pa.ktr-kouenoubo@ml.mlit.go.jp 

◇お問い合わせ先
関東地方整備局 海洋環境・技術課 練尾、菅
TEL ０４５－２１１－７４２０

※ お申し込み時にいただいた個人情報は、本講演会以外の目的で
利用することはありません。

※ 「研究交流会」は、港湾空港に関する研究についての情報交換を
する場です。（参加費：3,000円）

土木学会 ＣＰＤプログラム
認定番号 JSCE17-1219（2.7単位）

○日時： 平成29年12月11日(月) 13:45～16:35
○会場： 横浜情報文化センター 情文ホール
○定員： １８０名（先着順、定員に達し次第締切らせて頂きます。）

参加
無料

※研究交流会は有料

○講演内容 『 海洋インフラ技術の実用化に向けて』講演会テーマ

　13:15～ 受付開始　　　　　　　　

　13:45～13:55 『開会の挨拶』 関東地方整備局　副局長 髙田　昌行
（国）海上・港湾・航空技術研究所

　港湾空港技術研究所　所長 栗山　善昭

　13:55～14:15 『水中音響ビデオカメラの開発　最新情報と今後の展開』 （国）海上・港湾・航空技術研究所

　港湾空港技術研究所　新技術研究開発領域

　計測・システム研究グループ　グループ長
松本  さゆり

　14:15～14:35 『桟橋上部工点検用ROVの研究開発』 （国）海上・港湾・航空技術研究所

　港湾空港技術研究所　新技術研究開発領域

　ロボティクス研究グループ　主任研究官
田中　敏成

　14:35～14:55 『海中での近接調査に用いる自律無人機の開発状況につ
いて～ホバリング型ＡＵＶ「ほばりん」～』

（国）海上・港湾・航空技術研究所

　海上技術安全研究所　海洋利用水中技術系長 井上　俊司

　14:55～15:15 『「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の改訂骨子』 国土技術政策総合研究所　港湾研究部

　港湾施設研究室長 宮田　正史

　15:15～15:25 休憩

　15:25～15:45 『水中施工機械の技術展望と海洋開発』 （国）海上・港湾・航空技術研究所

　港湾空港技術研究所　新技術研究開発領域

　ロボティクス研究グループ　主任研究官
平林　丈嗣

　15:45～16:30 ～特別講演～
『人工知能の最新研究と応用』

北海道大学大学院情報科学研究科　教授 川村　秀憲

　16:30～16:35 『閉会の挨拶』 国土技術政策総合研究所　副所長 三宅　光一

　17:00～18:30 研究交流会（会場：横浜情報文化ホール１階レストラン「ランチャン　アヴェニュー」）　　　　　　 

国土交通省 国土技術政策総合研究所
国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所
国土交通省 関東地方整備局

主催：
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						　14:00～		受付開始　　　　　　　　

						　14:30～14:35		『開会の挨拶』

						　14:35～15:05		『離島港湾の現状と課題』		（独）港湾空港技術研究所　特別研究官
海洋インフラ技術推進センター副センター長		下迫健一郎

						　15:05～15:35		『港湾施設の地震災害とその対策・対応』		（独）港湾空港技術研究所　
耐震構造研究チームリーダー		小濱英司										（独）港湾空港技術研究所　理事　福田　　功 

						　15:35～16:05		『空港の地震リスクマネジメント』		国土技術政策総合研究所　空港新技術研究官		中島由貴

						　16:05～16:20		休憩 キュウケイ

						　16:20～16:50		『水中施工のための次世代音響ビデオカメラ』		（独）港湾空港技術研究所　
計測システム研究チームリーダー		松本さゆり

						　16:50～17:40		海洋開発によって日本は資源大国になれるのか
－戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)
　　　「海のジパング計画」のめざすもの－		東京大学名誉教授
国際資源開発研修センター顧問
「次世代海洋資源調査技術」プログラムディレクター		浦辺徹郎

						　17:40～17:45		『開会の挨拶』

						　18:00～20:00		研究交流会（会場：横浜第二合同庁舎　１階食堂）　　　　　　 







																　『より良い港湾運営を目指して』



						　13:15～		受付開始　　　　　　　　

						　13:45～13:55		『開会の挨拶』		関東地方整備局　副局長 カントウ チホウ セイビ キョク フクキョクチョウ		髙田　昌行 タカダ マサユキ

										（国）海上・港湾・航空技術研究所
　港湾空港技術研究所　所長 クニ カイジョウ コウワン コウクウ ギジュツ ケンキュウジョ コウワン クウコウ ギジュツ ケンキュウジョ ショチョウ		栗山　善昭 クリヤマ ヨシ アキラ

						　13:55～14:15		『水中音響ビデオカメラの開発　最新情報と今後の展開』 スイチュウ オンキョウ カイハツ サイシン ジョウホウ コンゴ テンカイ		（国）海上・港湾・航空技術研究所
　港湾空港技術研究所　新技術研究開発領域
　計測・システム研究グループ　グループ長 クニ シン ギジュツ ケンキュウ カイハツ リョウイキ ケイソク ケンキュウ チョウ		松本  さゆり

						　14:15～14:35		『桟橋上部工点検用ROVの研究開発』 サンバシ ジョウブ コウ テンケン ヨウ ケンキュウ カイハツ		（国）海上・港湾・航空技術研究所
　港湾空港技術研究所　新技術研究開発領域
　ロボティクス研究グループ　主任研究官 クニ シン ギジュツ ケンキュウ カイハツ リョウイキ ケンキュウ シュニン ケンキュウカン		田中　敏成 タナカ トシナ										（独）港湾空港技術研究所　理事　福田　　功 

						　14:35～14:55		『海中での近接調査に用いる自律無人機の開発状況について～ホバリング型ＡＵＶ「ほばりん」～』 カイチュウ キンセツ チョウサ モチ ジリツ ムジンキ カイハツ ジョウキョウ ガタ		（国）海上・港湾・航空技術研究所
　海上技術安全研究所　海洋利用水中技術系長 クニ カイジョウ ギジュツ アンゼン カイヨウ リヨウ スイチュウ ギジュツ ケイ チョウ		井上　俊司 イノウエ シュンジ

						　14:55～15:15		『「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の改訂骨子』 コウワン シセツ ギジュツ ウエ キジュン ドウ カイセツ カイテイ コッシ		国土技術政策総合研究所　港湾研究部
　港湾施設研究室長 コクド ギジュツ セイサク ソウゴウ コウワン ケンキュウ ブ コウワン シセツ ケンキュウ シツチョウ		宮田　正史 ミヤダ セイ シ

						　15:15～15:25		休憩 キュウケイ

						　15:25～15:45		『水中施工機械の技術展望と海洋開発』 スイチュウ セコウ キカイ ギジュツ テンボウ カイヨウ カイハツ		（国）海上・港湾・航空技術研究所　
　港湾空港技術研究所　新技術研究開発領域
　ロボティクス研究グループ　主任研究官 クニ カイジョウ コウワン コウクウ コウワン クウコウ ギジュツ ケンキュウジョ シン ギジュツ ケンキュウ カイハツ リョウイキ ケンキュウ シュニン ケンキュウ カン		平林　丈嗣 ヒラバヤシ ジョウ シ

						　15:45～16:30		～特別講演～ トクベツ コウエン

								『人工知能の最新研究と応用』 ジンコウ チノウ サイシン ケンキュウ オウヨウ サダナカ		北海道大学大学院情報科学研究科　教授 ホッカイドウ ダイガク ダイガクイン ジョウホウ カガク ケンキュウカ キョウジュ		川村　秀憲 カワムラ ヒデノリ

						　16:30～16:35		『閉会の挨拶』 ト		国土技術政策総合研究所　副所長 コクド ギジュツ セイサク ソウゴウ フク ショチョウ		三宅　光一 ミヤケ ヒカ イチ

						　17:00～18:30		研究交流会（会場：横浜情報文化ホール１階レストラン「ランチャン　アヴェニュー」）　　　　　　  ヨコハマ ジョウホウ ブンカ カイ
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