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OCEANS'16 Monterey 視察団（現地視察、交流会）のご案内
拝啓、時下ますますご清栄のことと拝察申し上げます。
来る 9 月 19 日(月)－23 日（金）に、OCEANS'16 がアメリカのカリフォルニア州 Monterey で開催
されます。（http://www.oceans16mtsieeemonterey.org/を参照）
OCEANS 国際会議は、言うまでもなく、MTS (Marine Technology Society)および IEEE/OES (Institute
of Electric and Electronic Engineering/Ocean Engineering Society) が毎年共催し、数 10 年の歴史を持つ、
海洋の科学・技術開発を中心に政策、産業も含めた広範な分野を扱う世界最大級の権威ある国際会
議・展示会です。
毎年、OCEANS 本体（North America）が、秋に、米の東海岸、メキシコ湾、西海岸等で開催され
ます。2005 年以降、これと並行して、奇数年の春には OCEANS Europe、偶数年の春には OCEANS
Asia/Pacific が開催されてきています。
（今年は 4/10－13 に OCEANS '16 MTS/IEEE Shanghai が開催
済みです）
。展示会については、3 年前から日本の出展機関がそろってグループ出展して Japan
Pavilion としてきましたが、今年も、出展機関数を拡充して出展する予定となっています。
今年の OCEANS'16 Monterey は米国西海岸での開催でもあり、同出展機関関係者のほか、論文発
表や聴講などのかたちの参加を含めて、日本から多数の参加者が見込まれています。
そこで、恒例により、現地集合・現地解散方式による視察団を編成いたします。
第一に、現地視察（Technical Visit）については、世界有数の海洋研究所として知られている、モ
ントレー湾水族館付属海洋研究所（MBARI：Monterey Bay Aquarium Research Institute）を予定して
います。MBARI は、1987 年に創設された比較的新しい海洋研究所ですが、眼前の急深な湾の海底
地形を生かした海洋研究と ROV 等の開発で一躍世界トップレベルの研究機関に発展してきたもの
です。(http://www.mbari.org/）
第二に、日本関係の参加者による「現地交流会」を、20 日(火)Exhibitors’ Reception の後に開催予
定です。この交流会には、アメリカほか外国の海洋関係者も参加します。
最新の海洋科学技術開発に関する国際的情報の入手・交換のためにも、最適の企画といえますの
で、積極的にご参加いただきますようご案内申し上げます。
なお、視察訪問先の MBARI からの要請で、今週末に訪問者リストを提出するよう至急の要請が
参りました関係で、短期間で申し訳ありませんが、来る 8 月 5 日(金)までに申し込みをしていただ
くよう、お願い申し上げます。
敬具
※航空機やホテルの手配、会議参加登録は各自で行っていただくよう、お願いいたします。
※視察訪問および現地交流会の参加費については現地にて申し受けます。
（領収書を用意します。
）
※参加ご希望の方は、参加申込書に所要事項を記入して所定の期日までに、e-mail または FAX でお
送りください。参加メンバーが固まりましたら、改めてご連絡を申し上げます。
※OCEANS'16 自体の早期登録期限が、8 月 5 日(金)までとなっています。主催団体（MTS、
IEEE/OES）の会員、非会員、学生いずれの登録料も割引料金が適用されますのでお勧めします。
（http://www.oceans16mtsieeemonterey.org/registration/）
参加日だけの登録料を払う One-Day Registration もございます。なお、現地受付も可能です。

OCEANS'16 Monterey 視察団の概要
１．集合・解散：途中合流・途中離脱自由。視察団としての活動時以外は、各人で会議・展示会等
に参加。
２．視察団としての活動予定：以下のとおり。
（１）視 察 訪 問：9 月 19 日(月)PM MBARI：Monterey Bay Aquarium Research Institute
（参加人数により、バスのチャーターを予定。集合場所等は追ってお知らせします。）
（２）現地交流会 ：9 月 20 日(火)17:00 Exhibitors’ Reception 終了後
（会場は、現地でお知らせいたします。
）
３．標準行程
9 月 18 日(日) 現地入り
9 月 19 日(月) 視察訪問（月曜は展示設営の日となっていますので、出展関係者の方々はできる
だけ午前中に設営を済ませてご参加いただくか、午後は展示設営と視察会参加
の分担をしてください。夕方の Ice-Breaker までには戻ってくる予定です。
）
〔予定訪問先〕MBARI：Monterey Bay Aquarium Research Institute
夕方 Ice Breaker Reception 参加(登録資料入手等)
9 月 20 日(火) OCEANS2016 参加（夕方 Exhibitors' Reception 後、現地交流会開催）
9 月 21 日(水) OCEANS2016 参加（夕方 モントレー水族館で Gala）
9 月 22 日(木) OCEANS2016 参加（以降、適宜チェックアウト、解散）
9 月 23 日(金) OCEANS2016 参加（同上）
４．各種手配、参加費等
○航空機・ホテルの予約手配は各自で行ってください。
・ ホテル宿泊予定の方はできるだけ早めに予約されることをお勧めします。
○OCEANS 2016 参加登録等も、下記の website により各自で行ってください。
（http://www.oceans16mtsieeemonterey.org/registration/）
（会議全体概要については、http://www.oceans16mtsieeemonterey.org/ をご覧ください。
）
○参加費：視察訪問、交流会等の所要経費のみ、現地で頂戴いたします。
（領収書を用意します。
）
５．参加申込等
氏名、ご所属、役職部課名（以上 3 点は、和英とも）
、連絡先(TEL、e-mail アドレス)、視察
訪問の参加の有無等を、別紙、参加申込書を利用して、pdf で添付ファイルにして e-mail もし
くは FAX にて、下記の申込先に、8 月 5 日(金)までにお知らせください。
（バスや交流会場予約手配の関係上、人数確定のため、必ず〆切までに申し込むよう、ご協力
ください。なお、視察訪問は不参加で、交流会のみ参加の方も、該当欄でお知らせください。
）
＜視察団参加申込先＞
MTS 日本支部 連絡事務所
c/o 一般社団法人海洋産業研究会
TEL：03-3581-8777／FAX：03-3581-8787
E-mail アドレス：mts@rioe.or.jp

FAX：03-3581-8787 （TEL：03-3581-8777）

申込〆切:8 月 5 日(金)

E-mail：mts@rioe.or.jp

OCEANS'16 Monterey 視察団
参加申込書
私は、標記の視察団に、現地で参加いたします。
2016 年 8 月

日

氏
名：
（英 文）
：
（Mr. Dr. Ms.等もお書きください）
ご 所 属：
（英 文）
：
役職部課名：
（英 文）
：
国内連絡先：
（Tel）
（e-mail アドレス）
現地連絡先（携帯電話番号等）
：
（お差支えなければご記入ください）
※下記についてお知らせください（○印）
。
－視察訪問
9/19(月)： （ 1.参加します。
－現地交流会 9/20(火)： （ 1.参加します。

2.参加しません。 ）
2.参加しません。 ）

〔連絡メモ欄〕

※視察先の MBARI より、今週末に参加予定者リストを提出するよう至急の要請を受けております。
申込者が実際に参加しないのはかまわないが、申込者リストに載っていない人の受け入れは困
るとのことですので、とりあえず参加希望のある方は申し込んでおいていただければと思いま
す。Short notice で誠に申し訳ありませんが、来る 8 月 5 日(金)までに、e-mail または FAX に
てお知らせください。

