
 

 
   

 

一般財団法人 日本海事協会

関係各位                                   2018年5月吉日 

 

「2018 ClassNK 春季技術セミナー」のご案内 

 

 拝啓 新緑の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃より弊会の業務にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「2018 ClassNK 春季技術セミナー」を下記の通り開催致します。本セミナーでは、昨年策定し

た研究開発ロードマップに沿った研究開発の取り組み、IMO による GHG 削減戦略の概要、及び国際

条約等の動向などについてご報告致します。ご多忙の折とは存じますが、ご参加賜りますようお願い

申し上げます。 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

敬具 

記 

 

■ プログラム    ： 別添１をご参照ください。 

■ 参加費      ： 無料 

■ 主催       ： 一般財団法人日本海事協会 

■ 開催日時及び会場 ： 以下及び会場の詳細は別添２をご参照ください。 

 

 

<東京会場> 開催日時 : 2018 年 6 月 1 日（金） 13:30～16:35 （13:00 受付開始） 

会場  : 砂防会館 “利根”会議室 

定員  : 500 名 

 お申込みサイト https://sc-form.jp/53/68/f01/ 

 

<今治会場> 開催日時 : 2018 年 6 月 5 日（火） 13:30～16:35 （13:00 受付開始） 

 会場  : 今治国際ホテル “クリスタルホール” 

 定員  : 400 名 

  お申込みサイト https://sc-form.jp/54/68/f01/ 

  

<神戸会場> 開催日時 : 2018 年 6 月 6 日（水） 13:30～16:35 （13:00 受付開始） 

 会場  : ラッセホール “ローズサルーン” 

 定員  : 300 名 

  お申込みサイト https://sc-form.jp/55/68/f01/ 

  

<尾道会場> 開催日時 : 2018 年 6 月 7 日（木） 13:30～16:35 （13:00 受付開始） 

 会場  : グリーンヒルホテル尾道 “ボン・シェール” 

 定員  : 120 名 

  お申込みサイト https://sc-form.jp/56/68/f11/ 

  



  

<福岡会場> 開催日時 : 2018 年 6 月 8 日（金） 13:30～16:35 （13:00 受付開始） 

 会場  : TKP ガーデンシティ PREMIUM 博多駅前 “ホール A” 

 定員  : 165 名 

  お申込みサイト https://sc-form.jp/57/68/f11/ 

 

お申込みは、5月23日（水）まで上記の申込みサイトにて受け付けます。 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

一般財団法人日本海事協会 技術研究所（担当： 時繁） 

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番３号 

Tel : 03-5226-2737 / E-mail : rxseminar@classnk.or.jp 

 

 



 
別添１ 

  

2018 ClassNK 春季技術セミナー  

13:30  

13:40 

開会挨拶 

一般財団法人日本海事協会 

講演Ⅰ 先進的な構造強度評価法及び規則開発に向けた NK の取り組みについて 

13:40  

14:10 

世界でも類をみないほど強固な日本の海事クラスターの将来についての議論の一つとし

て、船体構造強度分野についても、長年蓄積されてきた技術及びノウハウを集約、整理

し、技術の継承及び次世代の育成に繋げ、今後も日本の海事クラスターの優位性を維持・

強化すべきとの意見があります。 

このような状況の下、本会では、研究開発ロードマップの４つの柱の一つである「規則

開発」分野の研究開発として、2017 年より「先進的な構造強度評価法及び規則開発に向

けた研究開発プロジェクト」を開始しました。 

当該プロジェクトでは、IMO の構造 GBS（Goal-Based Standards）及び IACS の共通構造

規則（CSR）等で導入された最新の船体構造強度評価に関する手法を総合的にレビューす

るとともに、先進的な構造強度評価法の確立に必要な課題を抽出し、産学官公の協力の

もと、それを解決するための各種研究開発プロジェクトを実施中です。 

これらの成果は、ばら積貨物船及び油タンカーが対象の IACS CSR がより合理的で実用的

なものとなるような規則改正提案及びその他の船種が対象の鋼船規則 C 編の全面改正並

びにそれらの技術背景資料開発に活用する予定です。本講演では、このような取り組み

についてご紹介します。 

講演者：一般財団法人日本海事協会 船体開発部 

講演Ⅱ 船舶検査へのドローンの活用について 

14:10  

14:45 

ドローンに関する技術は非常に速いペースで向上しており、様々な分野での実用化が進

められています。船舶においても点検・検査への活用が期待されていることから、本会

は飛行実験等を通じて各種検証を行い、船舶検査へドローンを適用する際のガイドライ

ンを策定しました。 

本講演では、ドローンの概要やガイドラインの内容についてご説明するとともに、今後

の期待と展望についてご紹介します。 

講演者：一般財団法人日本海事協会 技術研究所 

講演Ⅲ IMO による GHG 削減戦略について 

14:45 

15:15 

本年４月に行われた IMO MEPC 72（国際海事機関 第 72 回海洋環境保護委員会）で採択さ

れた GHG 削減戦略は、野心的な GHG 削減のための数値目標を含んでいます。同目標は、

2016 年に発効したパリ協定における陸上発生源を含む全世界からの定量的な GHG 削減目

標の合意を踏まえたものです。本講演では、同数値目標設定の背景及び目標達成のため

の取り組みや課題について概説します。 

講演者：一般財団法人日本海事協会 技術研究所 

15:15  

15:30 
休憩 



講演Ⅳ 自動運航船・自律運航船の概念設計に関するガイドラインについて 

15:30 

16:05 

自動運転技術については、自動車分野において世界各国で研究開発や実証実験が積極的

に行われていますが、船舶の分野においても、ヒューマンエラー防止による安全性の向

上や、船員の作業負担の軽減による労働条件の改善、運航の効率化等を目的として、自

動運航技術、自律運航技術の開発が盛んになってきています。 

一方で、乗組員が行っている船上作業は極めて多岐に及ぶことから、自動化や自律化の

対象も様々なものが考えられます。そこで、船舶の自動運航や自律運航の開発が、多様

な形態やコンセプトのもとで行われていくであろうことを考慮し、本会はまず、自動運

航、自律運航の概念設計における安全性確保の観点から考慮すべき要件を取り纏め、「自

動運航船、自律運航船の概念設計に関するガイドライン」を公表することとしました。

本講演では、このガイドラインの概要についてご紹介します。 

講演者：一般財団法人日本海事協会 技術研究所 

講演Ⅴ  国際条約等の動向 

16:05  

16:30 

IMO MEPC 72 及び本年開催された小委員会の審議結果のほか、今後 IMO で審議が行われる

内容等を含めた最新の動向をご紹介します。 

講演者：一般財団法人日本海事協会 国際部 

16:30  

16:35 

閉会挨拶 

一般財団法人日本海事協会 



 
別添２ 

 

東京会場 

 

 

今治会場 

 

 

 

  

砂防会館 

別館１階“利根”会議室 

 

〒102-0093 

東京都千代田区平河町 2-7-4  

Tel. 03-3261-8386 

http://www.sabo.or.jp/map.htm 

 

アクセス  

地下鉄有楽町線・半蔵門線・南北線 

永田町駅 4 番出口 徒歩 1分 

 

※ 駐車場はございません。公共の交通機関を

ご利用ください。 

今治国際ホテル 

２階“クリスタルホール” 

 

〒794-0042 

愛媛県今治市旭町 2-3-4 

Tel. 0898-36-1111 

http://www.hankyu-hotel.com/hotel/imabari

kh/access/index.html 

 

アクセス  

JR 今治駅 徒歩約 10 分 



神戸会場 

 

尾道会場 

 

 

 

  

ラッセホール 

２階“ローズサルーン” 

 

〒650-0004 

神戸市中央区中山手通 4-10-8 

Tel. 078-291-1117 

https://www.lassehall.com/access/ 

グリーンヒルホテル尾道  

３階“ボン・シェール” 

 

〒722-0036  

広島県尾道市東御所町 9-1 

Tel. 0848-24-0100 

http://www.shimanami-gho.co.jp/ac

cess/ 

 

アクセス  

ＪR 尾道駅 徒歩約 2分 

  

アクセス 

神戸市営地下鉄「県庁前駅」下車 400m 

JR・阪神「元町駅」下車 東改札口 北へ 700m 

JR・阪急・阪神・神戸市営地下鉄「三宮駅」下車 1.1km 

高速「花隈駅」下車 1.1km 

※ 公共の交通機関をご利用ください。 



福岡会場 

 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 博多駅前 

４階“ホール A” 

 

〒812-0011 

福岡県福岡市博多区博多駅前 4丁目 2番 1号 

ザイマックス博多駅前ビル 4Ｆ 

Tel. 092-477-1033 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-

hakataekimae/access/ 

 

アクセス 

JR・福岡市地下鉄空港線 博多駅 

博多口 徒歩 3分 

 

※ 駐車場はございません。公共の交通機関を 

ご利用ください。 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 博多駅前 


