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平成２９年度水産工学関係研究開発推進会議水産基盤部会報告書 

 

会議責任者 水産工学研究所長 

 

１． 開催の日時・場所  2017年10月18日13:00～17:30 

  情報オアシス神田  東京都千代田区神田多町2-4 第２滝ビル３階 

２． 出席者所属機関及び人数   78機関 129名  （別紙参照） 

３． 結果概要  

議  題 結  果  の  概  要 

１． 主催者挨拶 

 

 

水産工学研究所長から、新たな「漁港漁場整備長期計画」を推進するために定めら

れた技術開発テーマについて、水産工学研究所は行政部局や生産現場と連携して取

り組む旨の挨拶をした。「研究の栞2017」の紹介を行った。 

２． 水産庁挨拶 

 

水産庁漁港漁場整備部整備課長から参加者に日頃の協力に対する謝辞があった。水

産基盤整備は、輸出促進、漁港の有効活用、沖合漁場整備について、一層推進して

いくことが示され、関係各署へ協力依頼があった。 

３．趣旨説明 

 

 

水産土木工学部長が趣旨説明を行った。今般の部会議事前半は、研究開発の実施状

況およびH28年度研究ニーズのフォローアップ、研究開発成果情報およびH29年

度研究ニーズの対応について、それぞれの報告および審議を行うこと、後半は都道

府県担当者を対象とした漁港・漁場の施設の設計にかかる相談会の紹介、個別の技

術開発テーマに関する事例紹介および現状説明ならびに問題解決に向けた意見交

換を行うことを説明した。 

４．議事１ 

  報告事項 

① 研究開発の実施状況 

水産研究・教育機構の第4期中長期研究計画において、水産土木工学部が実施する

研究課題の実施状況を報告した。生物環境グループ長から「漁港漁場の整備技術を

利用した漁場環境の保全や修復手法の開発」、水産基盤グループ長から「水産基盤

施設設計の高度化、防災・減災、長寿命化に関わる技術開発」に関する実施状況を

それぞれ説明した。 

② H28年度研究ニーズに関するフォローアップ 

水産土木工学部長が１）沖合漁場 フロンティア漁場整備、２）大深度での漁場整

備技術、３）地震動波形の算出、４）生態系改善機能を有する護岸構造物開発、５）

シルテーション対策、６）沖波推算技術、７）藻場再生用石の安定性算定方法の見

直しについての対応ぶりを示した。 

５．議事２ 

  審議事項 

 

① 水産研究開発成果情報 

土木研究所寒地土木研究所から「漁港施設における藻場創出機能の診断手法に関す

る研究」、生物環境グループ長から「石材の安定質量の汎用的算定法の確立」につ

いて説明があった。上記2件は承認され、水産工学関係研究開発推進会議に報告す

ることとした。 

② H29年度研究ニーズに関する対応 

水産土木工学部長が１）伊勢・三河湾のアサリ漁場改善、２）効率的な藻場回復に

向けた食害魚対策、３）ガラモ類の増殖技術、４）環境変化に対応した磯根資源管
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理体制、５）アサリ増殖技術について、具体的な対応について説明し、承認された。 

６．議事３ 

  意見交換会 

 

（１）「漁港漁場整備事業の

推進に関する技術開発の方

向性」について 

 

 

 

（２）都道府県に協力いただ

いたアンケート調査結果の

報告 

 

 

 

（３）技術開発テーマ 

（その１：藻場の分布把握や

回復に関する問題） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ：「漁港漁場整備の推進に向けた技術開発テーマと問題解決の方向性」 

 

水産庁漁港漁場整備部整備課長補佐から、平成 29年 6月に水産庁が示した「漁港

漁場整備事業の推進に関する技術開発の方向性」は、漁港・漁場・漁村の整備に必

要な計画、設計及び施工に関する技術や整備された施設の管理に関する幅広い技術

を対象にしていることが示された。６つの重点課題それぞれの具体的な技術開発テ

ーマについて説明があった。 

 

水産土木工学部長が、都道府県の水産基盤整備事業の担当者を対象に、今後必要と

なる技術開発テーマと解決したい課題について、事前にアンケート調査した結果を

報告した。31の地方自治体から回答をもとに、重要な技術開発テーマについて具体

的な問題点を示した。具体的な対応については、関係各署と作業部会を立ち上げ検

討することとした。 

 

事例紹介１ 北海道：「植食性動物の誘導・忌避など環境変化に対応した藻場造成技

術の必要性」 

磯焼け対策として、ウニの食圧、コンブ胞子不足、栄養塩不足等各種対策を講じて

きたが、コスト面から大規模に実施できない。最近の水温上昇に伴い植食性小型巻

き貝の大量発生が生じていること等が示された。人工リーフ型の嵩（かさ）上げ等

のハード施設は、費用対効果面から現実的でない、水温上昇が藻場形成の障害とな

る等の問題が報告された。 

 

 事例紹介２ 長崎県：「長崎県内各海域における藻場の現状と回復目標」 

長崎県沿岸の藻場は、平成25年を平成元年と比較して、秋季は81%、春季は38%

減少していることから、県は 10 年間で 2000ha の藻場回復目標を設定した。水産

環境整備事業、水産多面的機能発揮対策事業等による藻場回復事例を実施している

が、平均水温の上昇が進むことで、夏季の海藻の生理障害、冬季の植食性魚類の食

圧増加による磯焼け域拡大が懸念されることが報告された。 

 

意見交換 

生物環境グループ長により、アンケートを取りまとめた結果、藻場の分布把握につ

いては統一的な調査手法と標準的な評価手法の整備、藻場回復についてはウニ除去

の他の藻場管理手法、水温上昇に対応した藻場造成手法等の必要性が示された。 

同グループ長の進行による意見交換を行った。北海道のコンブ類減少について、海

洋環境の栄養塩は過去と比較して動物性窒素の供給や湧昇流の発生頻度低下によ

り低下していること、コンブの漁獲が藻場消失の明瞭な要因になっている事象は見

られないことが示された。長崎県の藻場礁は、設置水深が浅いと高水温により流出

することから水深 10～20m に設置していること、青森県では高水温によりキタム

ラサキウニが激減し、南方系のムラサキウニ分布域の北上が見られるものの藻場が
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（４）技術開発テーマ 

（その２：浚渫土砂や水産系

副産物等の活用に関する問

題） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回復傾向にある等の意見が出された。 

 

事例紹介１ 新潟県：「かき殻等水産系副産物の漁場施設への活用の検討」「公共工

事における県産材の利用促進」   

かき殻は餌料生物の培養部材として期待されるが、便益算定が困難であり、波浪に

対する耐久性が未解明で耐用年数が設定できない。今後、これらに関する知見を蓄

積し、利用指針の策定や費用対効果分析をガイドラインにすることを希望する。県

内の森林の成長量の内、478千㎥が未利用で、集中豪雨により流木が大量に発生し

被害をもたらしている。未利用木材を漁港の地盤改良材や用地舗装、漁場の増殖礁

等に利活用を希望する。 

 

現状の説明  

水産基盤グループ主任研究員により、浚渫土砂の処分および有効利用に係る課題に

ついて、アンケート調査で指摘のあった 19 道府県のうち大分県、福井県、神奈川

県から現状と要望が示された。いずれも細粒分で水分を多く含む浚渫土砂は、塩抜

きや篩分けが必要で、養浜や覆砂、農地への利用が困難であること、運搬には土質

改良を施すなど多額の費用を要し、海洋投棄は認可されにくい等の問題が示され

た。浚渫土砂の再利用の可能性、廃棄処分や海洋投棄処分に関わる法規上の扱い、

実務のための指針ガイドライン等が紹介された。 

 

意見交換   

水産基盤グループ主任研究員の進行で意見交換を行った。木材の有効利用は、構造

部材への展開が期待され、北米ヨーロッパの漁港や国内では広島県宮島の事例があ

る。薬剤添加が必要なので費用対効果の問題を解決する必要がある。海域ではフナ

クイムシ等生物による食害への対策が必要になるが、汽水域では対策の必要は無

い。木材の魚礁としての利用は、増殖礁利用マニュアルがあるので参考としたい。

浚渫土砂（水底土砂基準を満たした土砂）に鉄鋼スラグを混ぜて固化させる技術が

最近実用化されている。水産基盤整備事業にはパイロット事業やモデル事業がある

ので、これらを活用して技術開発を進めることが望まれる。 

７．議事４ 

都道府県担当者を対象とし

た漁港・漁場の施設の設計に

かかる相談会について 

 

今年度から都道府県担当者を対象とした漁港・漁場施設の設計に係る相談会を実施

した（7月11日）。宮城県、鳥取県、島根県、鹿児島県、宮崎県から8件の相談が

あり回答した。参加者の本相談会の感想は、今後の方向性が明確になった、水産土

木工学部とのつながりができたことが挙げられた。水工研として地方自治体のニー

ズが把握でき、取り組むべき研究開発課題を検討する際の有益な情報が得られた。

水産基盤整備事業の測量試験費を活用した事業実施等につながることが考えられ

る。次年度も相談会を開催することを報告した。 

８．閉会挨拶 水産土木工学部長が閉会を宣言した。 

事後の対応等 議論の追記、整理編集の上で、関係各署に配布する予定である。 
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開 催 趣 旨  

 

関係者各位殿 

 

 本部会は、まず、水産土木工学部が行っている研究の進捗や情報発信のために、水産研究・教育

機構の研究計画を踏まえた研究課題に関する状況報告、これまでの研究開発成果情報、研究開発ニ

ーズのうち水産土木工学部に関わる研究ニーズへの対応等について報告し、関係者の方々と議論を

行います。次に、「漁港漁場整備の推進に向けた技術開発テーマと問題解決の方向性」と題して、意

見交換会を行います。水産庁は「漁港漁場整備長期計画」(平成２９年３月)を着実に進めるために「漁

港漁場整備事業の推進に関する技術開発の方向性」（平成２９年６月）を示したことを受け、都道府

県の水産基盤整備事業を担当する方々を対象に、今後必要となる技術開発テーマとその解決方法に

ついて議論します。本年度は、初年度であることから、事前に、都道府県の担当者の方々にご協力

いただき、漁港漁場整備を推進するために必要とする技術開発テーマについて、アンケートにご協

力いただきました。本年度の水産基盤部会では、このアンケート結果をもとに、具体的な問題事

例、複数の都道府県に見られる共通した問題などについて報告し、技術開発の必要性について、共

通認識を得ます。また、具体的な問題解決に向けて、技術開発の方向性について、意見交換しま

す。 

 

平成２９年１０月１８日 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産工学研究所 水産土木工学部長 

桑原久実 
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議事１．報告事項    

 

①研究開発の実施状況 

②昨年度の研究ニーズに関するフォローアップ 
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実施細⽬
漁港漁場の整備技術を利⽤した漁場環境の保全や修復⼿法の開発
（実施課題 「環境変化が漁場⽣態系に与える影響の把握と保全・修復技術の開発」
担当機関︓⻄⽔研、瀬⼾内⽔研、⽇⽔研、中央⽔研、増養殖研、⽔⼯研、実施細⽬５担 機関 研 瀬⼾内 研 研 中央 研 増養殖研 研 実施細
課題のうちの⼀つ）

担当 ⽔産⼯学研究所 ⽔産⼟⽊⼯学部 ⽣物環境グループ・⽔産基盤グループ

研究期間 平成２８〜３２年度

研究⽬的 ⿂礁等の⼈⼯構造物の周辺に形成される⽣態系の構造と空間規模を解明
するとともに、漁場整備を⽀援するモデルの⾼度化・汎⽤化を図り、⽣産性の⾼い
⽣息場を保全または修復するための技術を開発する⽣息場を保全または修復するための技術を開発する。

最終到達⽬標（アウトカム） 構造物周辺の局所⽣態系の改変効果と⽀援モデルを
取り⼊れた漁場整備⼿法の指針作成と成果の普及

1

取り⼊れた漁場整備⼿法の指針作成と成果の普及

全体計画の概要 １．局所⽣態系の造成・保全技術の検討
餌⽣物

⼈⼯構造物構造物周辺と異なる
⽣物相が形成

異地性流⼊
投⽯礁局所⽣態系の例

⽣物相が形成
範囲はしばしば広域
（＞数100m）に及ぶ

頂点捕⾷者
課題

イセエビ
（ウニの捕⾷者）

捕食頂点捕⾷者

捕⾷者

⽣物の観測技術の整備
⾷物網の解析
⾏動（構造物の影響）
範囲の解明

捕食

藻場

植⾷者

次⽣産者

濾過⾷者腐⾁⾷者
範囲の解明

移動

⼀次⽣産者
（植物プランクトン、海藻）

2

磯焼け場ウニ
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全体計画の概要 ２．漁場整備の⽀援モデルの検討

親魚の空間分布と
環境因子解析

漁場情報のデータベース化

兵庫県

和歌山県

モデル事例（稚仔魚の加入予測）

流動モデルによる卵稚仔輸送予測
魚礁の情報（高さ、形状、規模など）、設置場所の
環境情報（水深、底質、水温、流れなど）、利用状
況（魚種別漁獲量 位置情報など ICTの活用）の況（魚種別漁獲量、位置情報など、ICTの活用）の
データベース化効果的な魚礁の設計・配置

計画の検討
3

２８年度成果１ ⽣物の観測技術の検討（イセエビ礁）
日中 隠れているイセエビの体サイズ（頭胸

巣穴に隠れたイセエビをステレオカメラで撮影し、参照
部位長（ ’ ’などの カ所の区間長）のどれかを

CL

日中、隠れているイセエビの体サイズ（頭胸
甲長CL）を捕獲せずに調べる手法の検討

部位長（A‐A’、B‐B’などの14カ所の区間長）のどれかを
測定できれば、予め定めた参照部位長とCLとの関係式
より、水槽実験でCLを10%以内の誤差で推定できること

を確認 また現地で適用し 観察されたイセエビの約

B B′
D

D′を確認。また現地で適用し、観察されたイセエビの約
90%の個体でCL推定に成功。

A

A′

C‴ C″ C′

C

E′

E

E″

F′

F G

G′
H

H′

D
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２9年度進捗１ ⽣物の観測技術の検討（イセエビ礁）
イセエビのCLの推定⼿法の改良 昼夜連続撮影装置の開発
参照部位長とCLとの関係に雌雄差あり。これを利用して
雌雄を判別するアルゴリズムを作成。CL>70mmとき100%
雌雄を正しく判別 推定精度の向上 現地で適用

イセエビのCLの推定⼿法の改良 昼夜連続撮影装置の開発
現地でウニの捕食者
を特定するため、昼
夜連続イ タ バ

カメラ

雌雄を正しく判別。推定精度の向上。現地で適用。
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各参照部位長とCLとの関係

○（破線）：雄、●（実線）：雌
5
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40
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   female   
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係留ウニを捕食するイセエビ

で適用

観測⽅法

２８年度成果２ ⿂礁蝟集⿂のモニタリング調査技術の検討
魚群密度大観測⽅法

観測機器︓⿂群探知機付き衛星ブイ（緑星社製SV-1800ES）
観測期間︓1⽉17⽇〜31⽇
観測間隔︓1時間に1回

魚群密度大

観測間隔︓1時間に1回
観測数︓1回あたり9ping
1層の深さ︓5m

浮標灯

観測結果

水面

浮標灯 ブイＡ ブイＢ ブイＣ

ロープ長
(浮標灯‐ブイ)

フロート

水深70ｍ
ロープ長
(おもり‐浮標灯)
100ｍ

10ｍ ⿂礁周辺での⿂群分布の時空間変化
が把握可能

２９年度計画
魚礁

50ｍ 100ｍ 200ｍ

高さ
30ｍ

２９年度計画
漁獲量が増加する3月を対象に、①場所別蝟集量の
時間変化(上図)に加えて、②魚探ブイの位置変化、

③水深帯別の蝟集量 を考慮して本手法による魚類

6

海底面
おもり

観測ブイの配置図

③水深帯別の蝟集量、を考慮して本手法による魚類
蝟集の評価方法を検討する。
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２８年度成果３ ⿂礁の構造、環境、漁獲情報のデータベース化

長崎県が収集している標本船30隻の漁業活動データ（魚種別漁獲量、航跡位置）デー

タと長崎県の魚礁データ（設置位置・水深、魚礁の種類、設置方法（単体、乱積み、併
設） 投入個数 魚礁の容積 経過年数）を収集し GISによるデータベース化

マダイ漁獲量

魚礁配置データ

設）、投入個数、魚礁の容積、経過年数）を収集し、GISによるデ タベ ス化

＋：並型魚礁
◇：大型、乱積など

高さのある魚礁
キダイ漁獲量

高さのある魚礁

GISによる魚礁データおよび漁獲データ整理GISによる魚礁デ タおよび漁獲デ タ整理．
魚礁(左)とマダイ・キダイ漁獲量(右)の出力
例を示す.(データは長崎県より提供)

7

29年度進捗状況 ⿂礁の構造、環境、漁獲情報のデータベース化
漁業活動デ タと魚礁デ タベ スを用い 統漁業活動データと魚礁データベースを用い、統
計モデル（Delta型二段階法）を作成 ⇒ 魚種別
に魚礁効果と効果範囲を定量的に推定可能

今後展開

 データベースの拡充

 魚礁情報、環境情報等の今後展開  魚礁情報、環境情報等の
統計モデルへの組み込み

メダイ効果範囲

人工魚礁の種類や設置規模
の違いが漁獲量に与える影響

マダイ効果範囲

の評価

8（航海平均）
魚礁からの距離(km)
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漁業インフラのための研究開発
漁場施設設計手法 震災・津波対策 第４期中長期計画（H28～H32年度）

・漁場施設：魚礁や増殖礁等の施設整備は水産庁の公共事業以外にない。
→水理実験 理論解析および現地試験に基づく独自の設計手法構築が必要

漁場施設設計手法 震災・津波対策 第４期中長期計画（H28～H32年度）

→水理実験、理論解析および現地試験に基づく独自の設計手法構築が必要。
【課題】

→ 「沿岸漁場整備開発事業施設設計指針」（平成5年）を踏襲し、長年見直
されていない 周辺技術の進歩を踏まえ 着実な検討 改善が必要されていない。周辺技術の進歩を踏まえ、着実な検討・改善が必要。

・漁港施設：港湾や海岸保全施設の新たな設計手法を踏まえつつ、漁業対象種、
利用実態 設置水深が浅 等 漁港施設 特性を反映させた施設設利用実態、設置水深が浅い等の漁港施設の特性を反映させた施設設
計が必要。

→水理実験、理論解析および現地試験に基づく信頼できる設計手法が必要。
【課題】

→東日本大震災を契機に地震・津波に対する防災・減災に対応した漁港の
設計手法の構築が重要。設計手法 構築 重要。

・漁港施設の延長は5 000kmを超え、毎年、維持・補修などに膨大な費用を要し

老朽化防止・長寿命化

漁港施設の延長は5,000kmを超え、毎年、維持 補修などに膨大な費用を要し

ている。このため、効率的な維持管理を推進するための技術開発及びその社会
実装が喫緊の課題。

中長期目標期間中

2EA000‐水産基盤施設設計の高度化、防災・減災及び長寿命化に関わる技術開発

H28 H29 H30 H31 H32 中長期目標期間中
の達成目標

漁場施設
設計手法

漁場の底質
条件等考慮
した藻場造

波の不規則
性・非対称性
を考慮した

沈設魚礁の
安全性照査

漁場施設に
おける

◾漁場施設石
材の安定性
◾沈設魚礁

水理模型実験や理
論解析等により漁

2EA101
水産基盤施設

震災・津波対策
した藻場造
成用石材の
安定質量算
定法を提案

を考慮した

漁場の波動
流速算定法
を提案

安全性照査
手法の高度
化

おける

設計流速の
決定法提案

◾設計流速

に係る設計体
系の高度化を
図る

港・漁場施設の設
計手法開発に係る
データを取得しつつ
新たな設計手法の

水産基盤施設
の設計の高度
化および漁港漁
村の特性を考慮
した防災 減災

津波に対する
防波堤強化、
耐震設計の

粘り強い
防波堤構造
検討、強靭性
を高める

粘り強い

防波堤の基
本構造提示、
耐震設計手

実験等による

耐震設計手
法の高度化、
被災時損壊

漁港施設の
設計指針改訂
に資する

構築を図る。水産庁
などの関係機関と
の協議、他機関に
よる学術的成果を

した防災・減災
技術の開発

漁港老朽化対策

耐震設計の
高度化の可
能性を精査

漁港施設の

を高める
耐震設計手法
の素案作成

耐震設計手
法の有用性
検証

漁港施設の

損壊
を軽減する施
設配置法の
構築

漁港施設の

合理的設計法
を提示

踏まえつつ最終的
な設計手法の構築
を目指す。

本診断手法
2EA102
漁港施設の老
朽化防止・長寿
命化のための

漁港施設の
機能診断の
測定・解析法、
管 理 体 制 に
適した診断ス

解析方法の
改良・検証と
スキームの
有効性の確
認

漁港施設の
機能診断の
ための測定・
解析法を改
良し 診断シ

漁港施設の
機能診断手
法構築及び
診断システ
ムの基本形

老朽化防止
に係る機能
診断手法、
診断システ

本診断手法・システ
ム開発によって、膨
大なストック量を有
する水産基盤施設

機能診断を効率

最終到達目標（アウトカム）

命化のための
技術開発

適した診断ス
キーム検討

認 良し、診断シ
ステム試作

ムの基本形
作成

ムを確立 の機能診断を効率
的に行い、施設の
老朽化防止・長寿
命化を図る

・「漁港・漁場の施設の設計参考図書」（2015年）等の現行の設計基準の改訂に反映

され、全国の漁港漁場整備や我が国による政府開発援助等で活用

・水産基盤ストックマネジメントに係る手法・システムとして地方公共団体等で活用
10



漁場施設に関する成果（ H28年度）

藻場造成等に用いる石材の新しい安定質量算定式の開発

6CUM 現行式 新提案式 100
WP1
実験ケース

M：安定質量(kg)、
U: 設計（最大）流速(m/s)
C: 砕波／非砕波と設置方法により

CUM 現行式 新提案式

No.5 No.10

No.9No.4

%
)

60

80

WP1
WG1
WM1
WG2
O10SG1
O10AG1
O08AP1
O12AP1

C: 砕波／非砕波と設置方法により

異なる係数で、砕波領域では





 群体設置

単体設置

5

25

C

No.6

現地実験例

被
害
率

 (
%

40

60

被災限界




置囲い礁を設けた群体設

群体設置

1

5C

安定質量の過大算定 1 2 3 5 10 200.6
0

20

被災限界
(被害率10%)
ϕ = 2.8水理実験・現地調査により

海底の摩擦、石の密度、
流れの非対称性の影響を

単体設置の場合、
U ＝3.5m/sのとき、 M = 46トン。

2





 UTU μ：静止摩擦係数、D：石の立方体相当

石材の安定性を統一的に評価

  7.28  lnK C2

非 響
考慮できる汎用算定式を
構築

→こんな大きな石は入手困難！
→施工費が高い！
→現地調査では2トンで安定！ 8.228.7

ln max













cr

cr
azp

a

sgD

U

D

TU
a





、ここに、

μ 静 摩擦係数、 石 方体相当
径、g: 重力加速度、ρs&ρ：石材・海水
密度、s: (ρs - ρ)/ ρ 、 Umax：最大流速、
Ua： Umaxと最小流速の絶対平均、Tzp：
流速が0からUmaxになるまでの時間

現行式の再検討 現地試験より新提案式の妥当性を確認

津波越流による防波堤背後の被覆ブロック安全対策

漁港施設（津波）に関する成果（ H28年度）

津波越流による防波堤背後の被覆ブロック安全対策
（背景） 東日本大震災の津波越流により防波堤背後は

→ 被覆ブロックが剥がれ、洗掘し、破堤 → 背後地や人命に大きな被害！

（解決アプローチ） 津波を想定した水理模型実験を実施
→ 防波堤上部工（波返し部）が背後被覆ブロックの安定性に及ぼす影響を検討！

沖側 岸側
2.2 

塗 ぶ 被災上部工（パラペット）
被覆ブロックh1

h2

津波
沖側 岸側

防波堤 1 2

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 塗りつぶし︓被災

d
h1 :越流水深
h2 :天端高
d  :背後水深

防波堤

マウンド 0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

パラペットなし

高さ(大)×幅(小)

高さ(大)×幅(中)パラペットがない場合
0.0 

0.2 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

d/(H+Hp-d)

高さ(大)×幅(中)

高さ(大)×幅(大)

背後⽔深の及ぼす影響（ d / h2 ）

パラペットがない場合
の被災限界

上部工（パラペット）の設置
→被覆ブロ クの安定性

※被覆ブロックの安定数Nは、数値が大きいほど安定を示す。

水理模型実験の風景

→被覆ブロックの安定性
向上を示唆
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漁港の係船岸の耐震設計に関する検討

漁港施設（耐震）に関する成果（ H28年度）

係船岸（＝岸壁）に地震来襲
→「鋼材が降伏せず」 「はらみ出しがその後の漁港利用に大きく影響

漁港の係船岸の耐震設計に関する検討
はらみ出しに

伴って→「鋼材が降伏せず」、「はらみ出しがその後の漁港利用に大きく影響
しない範囲にとどまる」ことを目標に耐震設計することが求められる。

※降伏：材料が大きな力を受けて変形し、元の形に戻らないこと。
鋼材が降伏したら交換が必要

できた隙間

はらみ出し

従来：

耐震設計手法の動向

鋼材が降伏したら交換が必要。

現行：従来手法と以下の新手法とを並行採用
地震力の大きさを、各地
域（都道府県）別の経験
的な指標値で表す手法。

従 法 新 法 採

建設地点ごとの震動特性（地震動の強さ・地盤の硬
軟）を考慮して地震力を数値化する手法。その際、
はらみ出しを目標値に収めることを念頭におく。

新手法は、地点ごとのデータを使用→耐震性能が合理的に決まるため、従来手法よりもムダなく経済的
な設計になることが多い。しかし、漁港施設への適用可否が十分に分かっていないため検討を行った。

２８年度：水深の浅い漁港内の矢板式岸壁（図）の

→適用可能性 パラメ タを適切に設定すれば 新手法を浅水深

２８年度：水深の浅い漁港内の矢板式岸壁（図）の、
地震動（種々の周期の正弦波）に対する応答を解析
このとき「はらみ出し量10㎝」を目標値とした。

→適用可能性 パラメータを適切に設定すれば、新手法を浅水深

の矢板式岸壁に適用できることを確認。ただし、水深がごく浅い場
合、はらみ出しが大きくなりやすいことに留意。

１ 対象区画ごとの機能診断

漁港施設（耐震）に関する成果（ H28年度）

室内実験 現地調査 有限要素解析 劣化促進試験

１．対象区画ごとの機能診断

機能診断に有効と考えられる固有振動の測定・解析方法を検討した。具体的には次のとおり。
①基礎部の条件、水深、空隙が供試体の卓越周波数に与える影響を確認
②基礎部の吸い出しを受けた防波堤の工事前後における卓越周波数等を確認
③固有振動のメカニズムを把握するため 有限要素解析を実施

２．管理体制に適した診断システム

③固有振動のメカニズムを把握するため、有限要素解析を実施
④コンクリートの劣化時における物理的特性を把握するため、供試体の劣化促進試験を継続

＜蓄積データの分析＞
・同条件の施設における計測値の比較
・同地点における経年変化を分析

現場 漁港管理
者事務所

＜簡易的なデータ収集＞

＜他の維持管理関係システム＞

ID200:No.1-X ID200:No.1-Y ID200:No.1-Z
Time100533_X_a Time100533_Y_a Time100533_Z_a
No1_XTime100533_X_a_021_0 No1_YTime100533_Y_a_021_0 No1_ZTime100533_Z_a_021_0

21 0.004 -0.014 -0.011
21.001 -0.0025 -0.0155 0.007
21.002 -0.003 0.005 0.0105
21.003 0.004 0.0115 0.003
21.004 0.0005 0.005 -0.009
21.005 -0.006 -0.004 -0.0095
21.006 -0.0025 -0.01 0.0075
21.007 -0.0015 -0.001 0.013
21.008 -0.0025 0.0075 0.0005
21.009 0.0005 0.0035 -0.001
21.01 -0.0015 -0.0045 0.004

21.011 -0.004 -0.007 -0.003
21.012 -0.0005 -0.003 -0.009
21.013 0.002 0.0025 -0.0025
21.014 0.0055 0.011 0.002
21.015 0.0055 0.007 0.003
21.016 -0.006 -0.0065 0.005
21.017 -0.008 -0.003 -0.001
21.018 0.005 0.0025 -0.008
21.019 0.0125 -0.0025 -0.0055
21.02 0.004 -0.0005 0.001

21.021 -0.0105 0.006 0.0085
21.022 -0.008 0.006 0.0125
21.023 0.0035 0.0005 0.002
21 024 0 001 -0 003 -0 015

【想定例】 リンク

66
地方公共団体における漁港の管理体制に適した診断システムのスキームを検討。具体的に
は、現時点で最適と考えられる北海道庁等の維持管理システムに係る情報を収集。

21.024 0.001 0.003 0.015
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今年度計画

漁場施設設計手法

・波の不規則性・非対称性を考慮した漁場の波動流速算定法を
提案する （水理実験・現地調査）

漁場施設設計手法

提案する （水理実験 現地調査）

粘 強 防波堤構造を検討する 水 実験 ととも 地震 対する

震災・津波対策

・粘り強い防波堤構造を検討する（水理実験）とともに、地震に対する
強靭性を高める設計手法素案を作成する（「土のう」導入の検討）

漁港水理実験棟（平成２８年度改修 & ポンプ式津波実験用装置導入）

老朽化防止 長寿命化

今年度計画

（１）ねらい

防波堤等が老朽化 た場合 固

（２）研究の概要

漁港管 者が 老朽 診 を

老朽化防止・長寿命化

・防波堤等が老朽化した場合、固

有周期の変化以外に、周期振動

以外の成分の増加 周期や減衰

・漁港管理者が既に老朽化診断を

行っている防波堤等で振動計測

を数多く行い 種々の指標値を以外の成分の増加、周期や減衰

の不規則な変動などの現象が起

こりうると想定される。

を数多く行い、種々の指標値を

算出する。

・老朽度と相関性のある指標値を
・そこで、計測した振動波形から

種々の指標値を算出し、老朽化

有無を評価する方法を探索す

老朽度と相関性のある指標値を

抽出する。

・指標値の有効性について、他の
の有無を評価する方法を探索す

る。
防波堤等で検証を行う。

指標となりうる数列の例
③ ④

①スペクトル分布
②有意な振動とノイズとの成分⽐
③観測波形がゼロ線と交差する時間間隔（左図）
④ピ ク値の時系列（右図）④ピーク値の時系列（右図）

など
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平成28年度研究ニーズのフォローアップ

番号 機関名 課題名 背景・問題点等 重点を置くべき研究内容 H28年度の具体的対応 H29年度のフォローアップ
想定され
る連絡先

1

(一社）漁港漁
場新技術研究会

沖合漁場の整備技術の
開発

フロンティア漁場整備の拡充による水産資源の回復、増
殖

沖合養殖場、増殖機能付浮魚礁、魚礁機能付
風力発電施設、マウンド礁の効果的な整備手
法（低次生産効果シミュレーション等による
マウンド礁の効果的な配置、断面、延長等の
算定手法）など

現在、水産土木建設技術センター、水産工学
研究所が連携して、マウンド礁周辺の流れを
精度よく予測数値モデルを開発している。モ
デルにより、マウンド礁周辺での水質（栄養
塩等）や懸濁態有機物の集積効果を評価でき
ると考えられ、効果的な漁場整備に貢献した
い。

マウンド礁周辺の流れを精度よく予測する数
値モデルを開発に加えて、数値モデルの妥当
性を得るためマウンド礁周辺での乱流・鉛直
混合について乱流計を用いた現地観測を検討
している。この観測結果によりモデル計算の
妥当性を示すことができる。

水産工学
研究所、
水産土木
建設技術
センター

2

東京都産業労働
局農林水産部水
産課

大深度での漁場開発・
管理技術の充実

これまで、東京都においては島しょ地域の沿岸域に漁場
造成をしてきているが、島しょ部のため海底地形が急峻
になっており、今後漁場造成を続けていくには、沖合漁
場における効果的な魚礁の選定方法・施行方法等の確立
が重要であるため

・大深度における効果的な漁場造成技術の開
発
・大深度において造成した漁場における効果
調査手法や管理技術の確立

100m前後までの水深であれば、高層魚礁等の
沈設魚礁でも多くの施工実績がある。しか
し、大水深のため調査自体の制約が大きく、
先行的に事業を実施している都道府県でも同
様の問題があるものと推察される。もしそう
であれば意見交換会等により問題点を整理
し、研究課題として対応を考えたい。

大水深域の漁場造成手法について、①既存施
設は定量評価手法の開発、②新しい漁場整備
は、魚種、海域および施設の特性を十分に考
慮した技術開発が必要と考えている。研究課
題の提案を検討している。

水産工学
研究所水
産土木生
物環境グ
ループ

3

兵庫県農政環境
部農林水産局漁
港課

L1地震動波形の算出に
ついて

漁港・漁場の施設の設計参考図書によるとL1地震動波形
の算出については、サイト特性を考慮する方法とサイト
特性を考慮せず、モデル波形を利用して行う方法が記述
されている。サイト特性を考慮せず、液状化の判定を行
う際に、モデル波形を利用する場合、工学的基盤の加速
度を振幅調整することになっており、L1津波地震での判
定結果に比べて、著しく過大な計画になる可能性があ
る。サイト特性を考慮する場合は、近隣の漁港、港湾の
地震動波形をサイト増幅特性の置換等を行い、算出する
ことになる。このサイト特性を考慮したL1地震波形が国
土交通省港湾局の港湾のように設定済みであれば、全国
の漁港・漁場整備にとって非常なコストと時間の節減に
つながるものと考える。水産工学研究所で設定ができな
いか。

全国の漁港におけるL1地震動波形の算出 設計参考図書では、地震動波形の算出方法と
して、サイト特性を考慮する方法（地震観測
による方法・常時微動観測による方法・回帰
式による方法）と、サイト特性を考慮しない
方法を載せています。ご指摘ではコストと時
間に言及していることから、サイト特性を考
慮する方法の中でも地震観測・常時微動観測
による方法を念頭に置いたご指摘かと思いま
す。これら観測による方法は、場所によって
異なる地盤特性を反映できるため、結果的に
合理的な漁港整備に資するものと認識してお
り、自治体がそれを実施する場合には水工研
職員より助言等を実施しております。但し、
ひとつの県のような広い圏域を対象に研究所
がそれを実施するには、観測・データ検討・
データ処理のための費用が必要となることを
ご理解願います。

本年度から、水産工学研究所は、「漁港漁場
施設の設計にかかる相談会」を開催している
ので、活用いただきたい。

水産工学
研究所水
産土木工
学部水産
基盤グ
ループ

4

（地独）大阪府
立環境農林水産
総合研究所

生態系改善機能を有す
る護岸構造物の開発と
その機能性の評価

港湾部などの人工海岸は垂直護岸が多くを占め、そこで
は自然海浜に比べて生物の多様性や保育能が低いなど、
海洋生態系に悪影響を及ぼすことが明らかになってい
る。人工海岸は高度成長期に急速に造成されたため、
2030年には完成後50年以上の施設が約7割を占めるよう
になると言われている。今後、進められていく人工海岸
の改修に当たっては、生物やその生息環境に配慮した護
岸構造を採用すべき、あるいは採用するよう提案すべき
であると考えられる。

① 垂直護岸に比べ高い生物多様性や保育能
を実現する護岸構造物の開発
② 閉鎖性海域における夏季底層の貧酸素化
を改善する機能を持つ護岸構造物の開発
③ 閉鎖性海域の流動場を改善する機能を持
つ護岸構造物の開発
④ これらのような護岸構造物の機能性を評
価する方法の開発

①平成15年に自然調和型漁港づくりのために
藻場造成型漁港構造物調査・設計ガイドライ
ンが作成されており、その後さらにフォロー
アップがされており、藻場・浅場造成技術的
知見の集積がある。大阪湾はかつて広大な干
潟があったが、臨海部開発のため湾奥の浅場
はほとんど消失し、貧酸素化など進行したの
で、臨海部での可能限り浅場造成することは
効果的であると考える。
②貧酸素化を抑制するには浅場の造成、海水
呼応流促進、底質改善が効果的と考える。そ
の効果的な整備については、水質・底質変化
予測モデルの開発が必要と考えており、基本
形は水工研で開発済みである。本モデルが適
用できるように検討していく必要がある。
③曝気、海水導入効果のある護岸・防波堤は
各種開発されており、これらを効果的に整備
することが必要であると考える。
④すでに評価モデルについては②で記述し
た。

利用の低下した漁港水域を水産種の増養殖等
に積極的に有効活用するための技術開発が求
められている。本ニーズである生態系の機能
改善に配慮した護岸構造物についても検討し
たいと考えている。

水産工学
研究所水
産土木工
学部水産
基盤グ
ループ

1
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5

（一財）漁港漁
場漁村総合研究
所

河川漁港およびシル
テーションによる漁港
埋没現象の対策検討

河川漁港やシルテーションにより、漁港の港内埋没が発
生し、その現象をシミュレーションにより再現されてい
ない。また、対策についても有効な方法が提案されてい
ない。

・河川漁港の埋没現象やシルテーションによ
る埋没現象を再現できるシミュレーションの
対策
・新しい対策後方の検討

現在微細粒径から砂礫までを対象にした多粒
径の土砂動態モデルを開発中である。シル
テーションは本モデルのターゲットの一つで
あるので、開発を推進していく予定である。

昨年度に引き続き、多粒径の土砂動態モデル
の開発に取り組んでいる。

水産工学
研究所水
産土木工
学部水産
基盤グ
ループ

6

（一財）漁港漁
場漁村総合研究
所

沖波推算における海上
風推算の高度化と波浪
推算モデルの高度化

従来、海上風については傾度風モデルを使用している。
近年、気象モデル（WRF・MMなど）により、地形の効果
を考慮できるようになり、精度も向上している。気象モ
デルの実用化により、海上風推算の精度を向上させる必
要がある。
また、wavewatchⅢの精度が向上しており、漁港への7適
用性について評価することが必要である。

・気象モデルによる海上風推算の漁港への適
用性
・wavewatchⅢの波浪推算の検証と漁港への
適用性の検討

波浪推算では風の場が正確であること、波浪
発達・減衰過程の高精度化が必要と考えてい
る。ご指摘の通り、近年地形等を考慮した精
度の良い風の予測手法開発及び波浪推算モデ
ルの高精度化が図られている。こうしたモデ
ルを利用し、定期的に設計沖波の見直しを図
ることが必要である。このことは地球温暖化
による確率波浪の変化に対応することにもつ
ながり、地球温暖化に対応した漁港漁場施設
整備の基礎となる。

本ニーズの重要性は昨年度示した通りであ
る。今後、研究推進に向けて検討していきた
い。

水産工学
研究所水
産土木工
学部水産
基盤グ
ループ

7

徳島県立農林水
産総合技術支援
センター水産研
究課

単体藻礁の安定性に関
する現地実験

ウニの食害の影響が強い徳島県太平洋沿岸において、砂
地海底に自然石を単体で設置することによりウニの侵入
を防ぐ新たな藻場造成技術の開発に取り組んでいる。こ
れまでの現地実験で、２～３トンの自然石であれば大型
台風の波浪にも耐えることがわかったが、公共事業での
実用化に向けては、より精度の高い現地データの取得が
必要である。しかしながら、本県単独では基質の安定性
や物理環境データの観測及び解析を行うことは困難であ
る。

・単体礁の動きの連続観測及び解析
・単体礁周辺の波浪・流動データの連続観測
及び解析
・単体礁の安定性における実用性の評価及び
藻礁の安定質量算定式の見直し

安定質量算定式の見直しを行い、条件によっ
ては安定質量を大幅に小さくできる汎用式を
構築しつつある。当汎用式の検証には現地実
験の実施が必要であり、徳島県と共同で実施
したい。

石財等を利用した単体藻礁の安定質量算定式
を見直し、汎用性の高い新しい算定式を提案
した。本年度の「研究の栞」に研究成果を示
してあるので参考にして下さい。

水産工学
研究所水
産土木工
学部生物
環境グ
ループ

1
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議事２．審議事項 

     

①水産研究開発成果情報                 

②本年度の研究ニーズに関する対応    
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漁港施設における藻場創出機能の診断手法に関する研究

[要約]港湾・漁港の自然調和型構造物における藻場創出機能の診断手法の確立を目的に、現地調査を実施し藻

場環境の阻害要因となる物理環境、植食動物分布を把握した。これより、水産基盤施設の機能保全対策（ス

トックマネジメント）の診断体系を参考に、生物的観点から機能の発現状態を客観的に評価するための機能

診断手法を提案した。

所属 国立研究開発法人土木研究所　寒地土木研究所寒地水圏研究グルー

プ 水産土木チーム

連絡先 Tel:011 －

841－ 1695

　　推進会議
（分野別推進会議）

水産工学関係 専門 水産土木 対象 こんぶ 分類 研究

水産研究技術開発戦略該当項目 4(1) 漁場環境の保全と基礎生産力向上のための技術開発

[背景・ねらい]

北海道内の漁港では、20年以上も前から防波堤や護岸等に藻場創出機能を付加した自然調和型漁港構造物が

整備されてきた。しかし、近年の海水温の上昇といった海域環境の変化等によって、当初期待された藻場創

出機能が低下する事態が増加している。漁港施設の機能保全にあたっては、施設の現状を適正に評価し、機

能の発現状況を適切に把握することが重要であるが、藻場創出機能などの自然環境調和機能に関しては、評

価手法や対策手法の検討が進んでいないのが現状である。本研究は、自然環境調和型沿岸構造物のうち藻場

創出機能を付加した藻場造成型漁港構造物に着目した機能診断手法を提案するものである。

[成果の内容・特徴]

自然環境調和型沿岸構造物の機能診断は、図１に示す３つの項目から構成されている。「機能評価」では、簡

易調査結果に基づき 4段階の評価区分で簡易評価（表１）・総合評価（表２）を行い、総合評価において健全

度が「Aまたは B」のように機能低下となった場合に詳細調査を実施する（表３）。「要因特定」では、詳細

調査結果より阻害要因を特定する。「対策・効果確認」では、阻害要因に応じた機能回復対策の検討・実施お

よび継続的な効果確認のためのモニタリング行う。なお、本診断手法は、寿都漁港（北海道日本海）および

元稲府漁港（北海道オホーツク海）の調査結果をもとに現地検証を行っている。

[成果の活用面・留意点]

これまで土木構造物の維持管理を実施する中で、生物的な面からの系統的評価手法は十分に検討されておら

ず、藻場造成型漁港構造物の機能保全対策は進んでいない。そこで、現状の機能把握・評価、阻害要因特定

といった機能診断手法、並びに対策手法の検討や実施、さらにモニタリングによる継続的な効果の確認など

のフォローアップに至る一連の評価体系の構築により、藻場造成型漁港構造物の機能保全に役立てることが

できる。

[その他]

研究課題名：寒冷な自然環境下における構造物の機能維持のための技術開発

研究期間：平成 23～27年度（2011～2015年度）

予算区分：（国研）土木研究所寒地土木研究所交付金

研究担当者：三上信雄、牧田佳巳、佐藤仁、三森繁昭、大橋正臣、梶原瑠美子

発表論文等：丸山修治、大橋正臣、梶原瑠美子、三上信雄：漁港施設における藻場創出機能に関する機能診

断手法～自然環境調和型沿岸構造物の機能保全に向けて～、第 15回全国漁港漁場整備技術研究発表会, 2016

1
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図１ 機能診断の全体スキーム 

表１ 藻場創出機能の評価指標 

 

ａ 5％未満

ｂ 5％以上25％未満

ｃ 25％以上50％未満

ｄ 50％以上

ｷﾀﾑﾗｻｷｳﾆ ｴｿﾞﾊﾞﾌﾝｳﾆ 小型巻貝

ａ 6個/m2以上 10個/m2以上 40個/m2以上

ｂ 4個/m2～6個/m2 4個/m2～10個/m2 26個/m2～40個/m2

ｃ 1個/m2～4個/m2 2個/m2～4個/m2 13個/m2～26個/m2

ｄ 1個/m2未満 2個/m2未満 13個/m2未満

【　一　次　項　目　】

劣化
レベル

海藻被度

劣化
レベル

植食動物の分布密度（下記より選択。複数可）

ａ 長期に基質が砂に埋没 全面に付着動物が優占

ｂ 基質の一部が砂に埋没 付着動物被度が50％以上

ｃ 一時的に基質が砂に埋没 付着動物被度が50％以下

ｄ 異常なし 異常なし

＜必須項目＞

＜選択項目＞

【　二　次　項　目　】

基質の移動

基質の折損・転倒又は飛散

基質の凹凸の摩耗や軽度の欠
損等
基質のわずかな移動、局部的な
折損

異常なし

劣化
レベル

基質の埋没 付着動物の競合

浮泥の堆積

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

長期にわたり基質や葉面に浮泥
が堆積
一時的に基質や葉面が浮泥に
堆積
基質や葉面に浮泥が部分的に
堆積

異常なし

劣化
レベル

健全度 施設の状態 一次項目 二次項目

Ａ

海藻の被度がかなり低い、ま
たは植食動物が非常に多い
等、藻場創出機能が低下して
いる可能性がある状態

aが全数の2割以上 －

a+bが全数の2割以上 －

a+bが全数の2割以上

Ｃ

軽微な磯焼けの徴候はあるも
のの機能の低下には至ってお
らず藻場創出機能は保持され
ている状態。将来的に機能低
下の可能性があり継続観察が
必要

a+bが全数の2割未満

Ｄ
機能の低下は認められず、十
分な機能を保持している状態

すべてdである －

Ｂ

海藻の被度が低い、または植
食動物が多い等、対策を施さ
ないと藻場創出機能が低下す
るおそれがある状態

a+bが全数の2割未満

表２ 総合評価 

評価結果 施設の状態 対　　　応

A
施設の機能が低下している可能性が
ある状態

早急に改良の検討を行う

B
放置した場合に施設の機能が低下す
るおそれがある状態

可能な限り対策を講じる

C
施設の機能の低下は認められない
が、継続して観察する必要がある状態

経過観察を行う

D
施設の機能の低下は認められず、十
分な機能を保持している状態

地元利用者から報告の収集、
巡回時の状態確認

表３ 評価結果に即した対応 
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石材の安定質量の汎用的算定法の確立

[要約]漁場施設に用いる石材の設計では波、流れに対して石が移動しない必要最小限の質量を確保する必要

がある。その質量（安定質量）の現在の算定式では石の敷き詰め密度以外の要因が考慮されていないため、

場合によって非常に過大な安定質量が算出されていた。様々な条件での水理模型実験を行い、流速波形の非

対称性、底面摩擦などの要因も考慮できる石材の安定質量の汎用的算定式を構築した。

所属 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産工学研究所 水産土木工

学部 生物環境グループ

連絡先 Tel:0479-44-

5937

　　推進会議
（分野別推進会議）

水産工学関係 専門 水産土木 対象 ベントス 分類 研究

水産研究技術開発戦略該当項目 1(3) 水産生物の生育環境の管理・保全技術の開発

[背景・ねらい]

　石材は安価な漁場施設の材料で海藻の着生基質としてよく用いられる。その設計では、波浪や流れに対し

て石が移動しない必要最小限の質量（安定質量）を確保する必要がある。これまでの藻場造成では、多くの

場合、大型のコンクリートブロックで囲んだ中に石を敷き詰める工法がとられてきた。このような工法によ

り石の安定性が増加し、安定質量を小さくできる。しかし、そのような投石場では最初は海藻が着生しても

やがてウニが石の間に棲み着いてその摂食により磯焼け状態なることがしばしば問題になっている。

　一方、砂に薄く覆われた岩礁（冠砂域）に間隔を空けて石やコンクリートブロックなどの基質を設置する

と、磯焼け海域であってもウニ等が棲み着かずに海藻が比較的よく着生することが知られている（図１）。し

かし、現在の設計法では石を単体で設置する場合の安定質量が大きくなり過ぎ、施工できないという問題が

あった。その原因は、現行の安定質量算定式が底面との摩擦や波動流速の非対称性などの効果を適切に評価

していないためである。そこでこれらの要因を評価することでより精度の高い算定式の構築を検討した。

[成果の内容・特徴]

　水理模型実験により、波や振動流中での石の被害率（１個分以上動いた石の割合）を、周期や流速振幅、

底面粗度と石の密度を変えて調べた。物理的考察と統計的手法により、様々な条件下の被害率を統一的に説

明できる無次元量Φを導き出した（図２）。被災限界を従来と同様に被害率 10%で定義すれば、図中の関係

曲線より、被災限界における安定質量は図３に示す式で求められる。徳島県との共同で実施した現地試験で

は、Umax = 3.5 m/sの非常に大きい流速が観測された。この流速に対して現行の算定式では安定質量は 46

トンにもなるが、試験的に設置した約 2トンの石は被災限界に近い状態で問題になる移動はみられなかった。

これに対して、提案式による安定質量は約 2トンと試算され、観察結果に近いものとなった。

[成果の活用面・留意点]

　提案式は漁港・漁場の施設の設計法の改訂に反映され、石材の大きさの適正化につながることが期待され

る。また、設計における石材の安定質量が大幅に小さくなり、磯焼け対策として冠砂域に石材を単体で設置

する新たな藻場造成工法の普及が期待される。

[その他]

研究課題名：漁場の施設の設計手法の高度化の検討

研究期間：平成 27～28年度

予算区分：水産基盤整備調査委託事業

研究担当者：川俣　茂、小林　学（国際気象海洋（株））

発表論文等：川俣　茂・小林　学，2017．波の場における割石の安定質量の汎用推定式の構築．平成 29年度

日本水産工学会学術講演会講演論文集，p.74～77

1
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図１ 冠砂域に単体で設置された試験割石 

 

図２ 無次元量 ϕ と被害率との関係 
M50：石の質量中央値、ρs  とρ：石と海水の密度、μ：静止摩擦係数、g：重力加速度 

 
 

 
図３ 被災限界における石の安定質量算定式 

a = 7.28、ϕcr = 2.8（被害率10%のϕ値） 
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H29年度　研究開発ニーズと具体的な対応

番号 機関名 課題名 背景・問題点等 重点を置くべき研究内容 H29年度の具体的な対応
想定され
る連携先

1

愛知県水産試験
場

伊勢・三河湾におけ
るアサリ漁場改善技
術の開発

 愛知県はアサリの漁獲量が平成１６年以降連続１３年
日本一であり，アサリ漁業は本県の水産業の基幹をな
す極めて重要な漁業種である。しかし平成２５年頃よ
り資源の低迷がみられ，平成２８年には三河湾一色干
潟を中心とした主漁場においても大きな漁獲量の減少
がみられた。本県では，この基幹漁業を立て直すため
に，平成２７年度から資源低迷原因の解明調査に着手
し，その結果、秋から冬にかけての稚貝の減耗が原因
の一つと考えられた。しかし，対策に向けた技術開発
には、その期間に集中した調査が必要となるが，本県
のみでは人材や機材が限られるため，見通しは不透明
である。

 水研機構は，三重県，愛知県と共同で伊勢
湾のアサリ資源回復に向け，平成２７年度
より水産基盤整備調査委託事業に取り組
み，覆砂や被覆網によりアサリ稚貝の定着
率に向上に成果を上げている。本県の主要
魚種であるアサリの資源回復に向け，冬季
の稚貝の減耗を防ぎ，実用性や効果に優れ
た漁場改善技術の構築が必要と考えられる
ことから、水産基盤整備調査委託事業の成
果を応用し，漁場改善技術開発を目的とし
た共同研究体制の構築を要望する。

H27年度からは水産庁事業において、愛知
県、三重県他4機関を共同研究機関として、
アサリの好適な生息環境の把握および改善
効果予測、予測にもとづくアサリ漁場改善
対策を実施し、漁獲につながる良い成果が
出ている。生息環境の把握から漁場整備に
至る一連の手法について、手引き書を作成
中である。H30年度以降、整備した漁場の持
続的利用、新しい対策技術ならびに冬季減
耗対策を盛り込んで後継事業の獲得に向け
て検討中である。愛知県、三重県とは引き
続き連携して推進してまいりたい。

水研機
構、三重
県

2

長崎県総合水産
試験場

効率的な藻場造成に
向けた食害魚対策に
関する技術開発

2015年改訂された「磯焼け対策ガイドライン」の活用
により、全国各地の磯焼け対策は、より効率的な取組
が実施されているが、各地では地域の実状に応じた改
良や開発を進めながら取組んでいく必要があり、技術
面や効率面で解決されるべき課題はいまだに多く残さ
れている。
　西日本では特に食害魚の対策が共通した重要課題で
あり、例えば、長崎県では刺網による効率的漁獲技術
の開発に取組んでいるが、いまだ効果的な対策には
至っていない。原因として、食害魚の移動や分布等の
情報が少ないなど、対策を講じる上での生態的特性に
関する基礎的知見の解明が未解決である。特に、一原
因種であるノトイスズミは、移動性が高いため広域的
な移動・分布調査が必要であり、さらに、ヒジキに対
する嗜好性が強く、天然・養殖ヒジキへの食害が顕著
となり、地元からも早急な対策が求められている。

魚の食圧の強い環境下における効率的な藻
場造成技術の開発を目的に、食害魚対策と
海藻の増殖方法について、以下２つを要望
する。
①食害魚の生態的特性の解明
　魚の移動、分布、産卵場所など生態に関
する基礎的知見の解明
②魚の食圧の強い環境下における藻場造成
技術の開発
　食害魚の生態的特性に基づいた駆除及び
藻場の効率的な増殖技術の開発

植食性魚類の食害対策は、「磯焼け対策ガ
イドライン（改訂版）」において、間欠カ
メラによる食害魚の特定、刺し網等の漁具
を用いた効果的な除去方法、除去した植食
性魚類の有効利用など事例を含めて大幅に
加筆した。しかし、指摘いただいたよう
に、食害魚の生態的特性に基づいた駆除手
法、これによる藻場の着実な回復手法を提
示するに至っていない。更に、実効性のあ
るガイドラインの改訂を目指して、研究課
題の提案を検討している。

西水研、
水工研、
近隣関係
県

3

香川県水産試験
場

ガラモ類の減少原因
の究明と増殖技術の
研究について

　香川県では昭和30年代から昭和40年代の高度成長期
に埋立てや水質悪化等により、海域の藻場が減少した
ことから、平成9年度から投石や増殖礁などの着底基質
設置による藻場造成を実施してきた。
しかしながら、瀬戸内海の水温上昇や貧栄養化などの
影響もあり、整備した藻場増殖礁上にガラモの着生が
少なくなってきているため、ガラモ母藻の播種・移植
を実施しているが、藻場形成には至っていない。
また、天然藻場でもガラモの着生が減少している例も
あり、減少原因の特定も課題となっている。

　ガラモ類の減少原因究明調査とガラモ類
の増殖技術開発を促進させ、藻場造成技術
の確立につながるよう研究体制の整備と必
要な予算措置について要望するものであ
る。

「磯焼け対策ガイドライン」には、藻場形
成の阻害要因を特定する具体的な方法が示
されているので参考にして下さい。着実な
藻場回復手法を目指して、新規研究事業の
課題提案を計画している。

水研機構
関係府県

2
1



4

岩手県水産技術
センター

環境変化に対応した
磯根資源管理技術の
研究体制強化

中長期的な海況変動により、アワビ・ウニの餌となる
海藻類の生育状況が大きく変動している。
しかし、藻場造成手法については、ウニの密度管理等
の有効性が実証されているものの、現場に導入されて
いる事例は少なく、近年の水温等の変動にも対応し
た、新たな藻場造成手法の検討が必要。

潜水によらない藻場分布状況調査技術の開
発・実証及び効率的な藻場造成手法の検
討・実証。

ドローンによる空撮画像を用いた広域な藻
場分布把握手法を開発している。空撮画像
のRGB値と潜水調査で得られる植生データを
用いて、海藻種の分布を把握することが可
能となる。このことについては「平成29年
度、研究の栞」に記述しているので参考に
して下さい。効率的な藻場造成手法の検
討・実証については、着実な藻場回復手法
を目指して、研究事業の課題提案を計画し
ている。

東北水
研、岩
手、宮
城、福島

5

三重県水産研究
所

アサリ増殖技術の開
発

　三重県におけるアサリ漁業は伊勢湾の基幹漁業で
あったが、その漁獲量は平成27年に過去最低を記録
し、現在も回復の兆しがみられていない。これは、貧
酸素水塊の大規模化や多発する集中豪雨などによるへ
い死により、資源回復しにくい状態に陥っていると考
えられる。
　そこで、伊勢湾では、平成27～29年度水産庁水産基
盤整備調査委託事業において、貧酸素水塊や集中豪雨
の影響を受けにくいアサリ漁場の造成技術開発が進め
られ、水深３～４ｍの海域では、砕石覆砂による漁場
造成がアサリの増殖に効果があることが明らかにされ
ている。
しかし、同水深帯は、台船使用による造成が可能であ
るが、貧酸素水塊の発生規模が大きい年には影響を受
けることから、漁獲の安定のためには、さらに浅い海
域における漁場や母貝場の造成技術開発が必要であ
る。

これまで実施してきた委託事業の成果を発
展させ、安定したアサリの漁獲や産卵を確
保するため、貧酸素水塊の規模が大きい年
でも影響を受けにくい漁場や母貝場の造成
につながる、より浅い水深帯（２ｍ程度）
での砕石覆砂による漁場造成技術開発を目
的とした水研機構及び関係県による共同研
究をお願いしたい。

H27年度からは水産庁事業において、愛知
県、三重県他4機関を共同研究機関として、
アサリの好適な生息環境の把握および改善
効果予測、予測にもとづくアサリ漁場改善
対策を実施し、漁獲につながる良い成果が
出ている。生息環境の把握から漁場整備に
至る一連の手法について、手引き書を作成
中である。H30年度以降、整備した漁場の持
続的利用、新しい対策技術ならびに冬季減
耗対策を盛り込んで後継事業の獲得に向け
て検討中である。愛知県、三重県とは引き
続き連携して推進してまいりたい。

（国研）
水産研
究・教育
機構、愛
知県、千
葉県、三
重県

2
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議事３．意見交換会     

 

テーマ：「漁港漁場整備の推進に向けた技術開発テーマと問題解決の方向性」 

 

（１）「漁港漁場整備事業の推進に関する技術開発の方向性」について   

水産庁 

 

（２）都道府県に協力いただいたアンケート調査結果の報告  

水産土木工学部長  

                                                      

（３）技術開発テーマ（その１：藻場の分布把握や回復に関する問題）  

   ①事例紹介                        北海道 

   ②事例紹介                        長崎県 

   ③問題解決に向けた意見交換              参加者全体  

 

（４）技術開発テーマ（その２：浚渫土砂や水産系副産物等の活用に関する問

題）    

   ①事例紹介                        新潟県 

   ②現状の説明                       水工研 

   ②問題解決に向けた意見交換              参加者全体 
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平成29年度水産工学関係研究開発推進会議水産基盤部会資料

漁港漁場整備事業の推進に関する漁港漁場整備事業の推進に関する
技術開発の方向

平成29年10月18日

水産庁漁港漁場整備部整備課水産庁漁港漁場整備部整備課
課長補佐 不動雅之

漁港漁場整備事業の推進に関する技術開発の方向の概要
漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針 Ⅱ.漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項

５．技術の開発に関する事項 （１）技術の開発・普及

Ⅰ.漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向

Ⅱ.漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項

Ⅲ.漁港漁場整備事業の施行上必要とされる

技術的指針に関する事項

漁港漁場整備事業に関する施策などを着実に推進するため、Ⅰの「漁港漁場整備事業の推進
に関する基本的な方向」に従い、研究機関などとの連携を図りつつ、安全で高鮮度の水産物を
安定的に供給するための漁港における品質・衛生管理技術、海水温上昇等の気候変動に対応す
るための藻場・干潟・サンゴ礁の保全・創造技術、海域の基礎生産力の増大などを目的とした
沖合域 漁場開発技術 地震や津波に対し 災害発生後 漁業 継続や早期再開を図るため

技術的指針に関する事項

Ⅳ.漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との

調和に関する事項

Ⅴ.その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項

沖合域での漁場開発技術、地震や津波に対して災害発生後の漁業の継続や早期再開を図るため
の防災・減災技術、漁港施設などの既存ストックを最大限に活用するための維持保全技術、
ICTの活用による漁港施設や漁場の高度な管理技術など、優先して取り組む技術課題を定め、
現場における効果の検証を行いつつ、計画的に技術の開発を図る。さらに、漁港漁場整備事業
にかかる技術者の育成を図り、その知識の高度化を進める。

政策課題（漁港漁場長期計画の目標）の解決へ向けて、優先して取り組む技術課題等を取りまとめ

水産業の競争力
強化と

豊かな生態系の
創造と

大規模自然災害に
漁港ストックの
最大限の活用と

優先して取り組む技術課題

施設の整備・維持
管理等の効率的な

漁港・漁場・漁村
における環境との強化と

輸出促進
創造と

海域の生産力向上

大規模自然災害に
備えた対応力強化

最大限の活用と
漁村の賑わい

の創出

(1)漁港機能の再編・集
約による地域におけ
る生産 流通機能

(1)栽培漁業や資源管
理施策との連携を

(1)漁港の防災・減災
対策の推進

(1)既存ストックの長
寿命化対策の推進

管理等の効率的な
実施

における環境との
調和

(1)漁港・漁場施設の
設計手法の高度化

(1)自然環境に配慮し
た漁港漁場整備と

る生産・流通機能の
強化

(2)流通拠点となる漁港
の機能の強化

(3)生産コスト縮減に向
けた地域の中核的な

踏まえた水産資源
の保護・育成

(2)藻場・干潟・サン
ゴ礁の保全・創造

(3)水域環境の変化に

(2)安全な漁村の形成 (2)漁村における環境
の改善

(3)水産業を核とした
意欲のある取組の
推進

(2)漁港漁場整備等へ
のＩＣＴ及びロ
ボット技術の活用

(3)国民に開かれた事
業制度と民間活力

漁港・漁村のエコ
化等の促進

(2)循環型社会の構築
に向けた取組

けた地域の中核的な
漁港の機能の強化

(4)水産物輸出に対応し
た生産・流通体制の
整備

対応した順応的な
漁場整備の推進

の導入
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漁港漁場整備事業の推進に関する技術開発の方向のポイント

（技術開発の方向の趣旨）

 新たな基本方針を踏まえ、国、地方公共団体が主体となって優先し
て取り組む技術課題と技術開発テーマを「漁港漁場整備事業の推進て取り組む技術課題と技術開発テ マを「漁港漁場整備事業の推進
に関する技術開発の方向」として取りまとめたもの

（対象とする技術）（対象とする技術）

 漁港・漁場・漁村の整備に必要とされる計画、設計及び施工に関す
る技術や整備された施設の管理に関する技術といった幅広い技術
を対象

（技術開発の対象とする期間）技 象 す 期

 技術開発の方向は基本方針に基づいて策定しているものであること
から、概ね５年を想定

（技術開発の推進方法）
 水産庁は水産基盤整備調査費等を活用し明示した技術開発を推進

地方公共団体が行う技術開発調査や現場 新技術 導入に対 地方公共団体が行う技術開発調査や現場への新技術の導入に対
する支援

２

優先して取り組む技術課題と技術開発テーマに関する課題例

現時点 想定される具体的な課題例
基本方針における 優先して取り組む課題と技術開発テーマ

技術課題 技術開発テーマ

（１）漁港機能の再編・集約
による地域における生

●漁港における効率的な集出荷や準備機能の再編

■漁業種類毎の効率的な集出荷体制（ルート）の
　検討
■荷さばき所 製氷施設 冷凍・冷蔵施設及び

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における

重点課題等

　　　による地域における生
　　　産・流通機能の強化

　・再配置に関する技術開発
■荷さばき所、製氷施設、冷凍 冷蔵施設及び
　出荷調整のための畜養施設等の配置、規模の
　設定手法の検討

●大規模漁港（背後地を含む。）における水産基
  盤整備とまちづくりの連携整備に関する技術開備 携 備 関す 技
  発

●市場機能及び一次加工機能の強化に向けた漁港
　施設の整備に関する技術開発

●水産物の衛生管理及び品質、付加価値の向上に
向けた漁港施設の整備に関する技術開発

（２）流通拠点となる漁港の
　　　機能の強化

１ 水産業の競争力

■民間事業者の誘致・連携による水産都市の活
　性化方策の検討

　向けた漁港施設の整備に関する技術開発

●水産物供給システムの管理運営体制の効率化に
　向けた漁港施設の整備に関する技術開発

■ＩＣＴを活用した市場運営の情報化の検討
■水産物の陸揚げ、荷さばき等の省人化の検討

●陸揚げ・出荷時間ロスの解消に向けた漁港施設
の整備に関する技術開発

１．水産業の競争力
　　強化と輸出促進

■我が国沿岸の大規模増養殖のポテンシャルと
（３）生産コスト縮減に向け 　の整備に関する技術開発

●蓄養水面など水産物の一時保管機能の強化に向
　けた漁港施設の整備に関する技術開発

●漁港・市場におけるハード・ソフト両面からの

我 国沿岸 大規模増養殖
　必要な施設の構造、機能の検討
■出荷調整、増養殖の推進のための持続的な漁港
　水域等の活用方法の検討

■輸出相手国の要求基準を満たすための動線

（３）生産コスト縮減に向け
　　　た地域の中核的な漁港
　　　の機能の強化

　輸出促進に関する技術開発

●高度な衛生管理に対応した岸壁、荷さばき所、
　水産加工施設、冷凍・冷蔵施設などの一体的な
　整備に関する技術開発

■輸出相手国の要求基準を満たすための動線・
　体制・施設整備のあり方の検討
■漁業種類毎の水揚げ形態に応じた高度衛生管
　理体制の検討

（４）水産物輸出に対応した
　　　生産・流通体制の整備
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優先して取り組む技術課題と技術開発テーマに関する課題例

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における 優先して取り組む課題と技術開発テーマ

技術課題 技術開発テーマ

●海域全体を捉えた生育環境づくりやそのネット
　ワーク化に配慮した施設の規模・配置及び効果

評価手法に関する技術開発

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における

重点課題等

■生活史を踏まえた母貝・稚貝・成育場の造成
　手法の検討
■水産環境整備による海域全体の生産力の底上

対策とそ 効果 評価手法 検討
　評価手法に関する技術開発

●資源管理施策等ソフト対策と連携した漁場整備
　手法に関する技術開発（１）栽培漁業や資源管理施

策との連携を踏まえた

対策とその効果の評価手法の検討
■魚礁・増殖礁等の漁場改善機能を踏まえた、
　効果的な施設の面的な配置手法の検討
■卵・仔稚魚の分散、産卵場等の予測手法の高
　度化
■漁場整備効果把握手法の高度化の検討

●沖合域での効率的な漁場整備と効果評価に関す
る技術開発

■マウンド礁の湧昇効果の把握・評価手法の
　検討
■沖合域マウンド礁の資源増加量等効果の把握
　・評価手法の検討

　　策との連携を踏まえた
　　　水産資源の保護・育成

■漁場整備効果把握手法の高度化の検討

　る技術開発
■大水深におけるモニタリング手法の検討
■浮魚礁の利用高度化技術（流出防止、長寿命
　化、再利用など）の検討

●藻場・干潟の分布状況、衰退要因、海水温、底
■広域的な藻場等の漁場環境モニタリングへの

リモートセンシング技術の活用方法の検討

２．豊かな生態系の
　　創造と海域の生
　　産力向上

　質等の海域環境の広域的な把握に関する技術開
　発

リモ トセンシング技術の活用方法の検討
■漁場整備への人工衛星の広域的な海域環境
　情報の活用方策の検討

●ハード対策とソフト対策が一体となった広域的
な藻場 潟 ゴ礁 保全 創造 関する

■広域的な視点からの藻場回復対策の検討
■漁業者による管理体制や藻場の利活用に応じ

た保全対策と 評価手法 検討

（２）藻場・干潟・サンゴ礁
　　　の保全・創造

　な藻場・干潟・サンゴ礁の保全・創造に関する
　技術開発

た保全対策とその評価手法の検討
■大規模に衰退したサンゴ礁の回復・保全技術
　の検討

●海水温上昇等による海洋生物の分布域・生息場
所の変化に対応した漁場整備に関する技術開発

■漁場整備における漁場環境の変化等の観測
及び情報収集体制の検討（３）水域環境の変化に対応 　所の変化に対応した漁場整備に関する技術開発 及び情報収集体制の検討

●貧酸素水塊等によって底質・水質が悪化した漁
　場環境の改善に関する技術開発

■貧酸素水塊の発生要因に応じた発生抑制策の
　検討

　　　した順応的な漁場整備
　　　の推進

４

優先して取り組む技術課題と技術開発テーマに関する課題例

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における 優先して取り組む課題と技術開発テーマ

技術課題 技術開発テーマ

●外郭施設や係留施設等の耐震・耐津波・耐波浪
　強化に関する技術開発

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における

重点課題等

■漁港施設の粘り強さの性能評価手法の検討
■漁港施設の粘り強い構造への改良技術の検討
■津波対策の便益算定方法の簡便化の検討

海象条件 変化に順応した設計条件点検手法
●避難路、避難施設などの整備及び避難対策の高
　度化に関する技術開発

●緊急時における事業継続に関する技術開発

３．大規模自然災害
　　に備えた対応力
　　強化

（１） 漁港の防災・減災対策
　　　 の推進

■海象条件の変化に順応した設計条件点検手法
　の検討
■現場条件を考慮できる効率的な岸壁の耐震設
　計手法の検討
■津波に対する漁船、増養殖施設等の海上財産

の防災・減災手法の検討

●漁港施設と避難場所、海岸保全施設等との一体
　的な整備に関する技術開発

●地域間や官民間での連携を踏まえた防災・減災
・避難対策に関する技術開発

（２）安全な漁村の形成

の防災 減災手法の検討

■多重防護を活用した漁村の総合的防災・減災
　対策手法の開発

　・避難対策に関する技術開発
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優先して取り組む技術課題と技術開発テーマに関する課題例

現時点 想定される具体的な課題例
基本方針における 優先して取り組む課題と技術開発テーマ

技術課題 技術開発テーマ

●漁港施設の点検、機能診断手法の開発・高度化
　に関する技術開発

■漁港施設の簡易な劣化状況の点検・診断技術
（非破壊試験）の検討
■センシング技術を活用した漁港施設の点検技

術の検討

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における

重点課題等

術の検討

●漁港施設の機能保全情報等の利活用の促進に関
　する技術開発

■機能保全計画のデータベース化のためのシス
　テムの検討

●機能保全工事のコスト縮減に関する技術開発
■低コスト、工期の短縮及び作業安全性の向上

配慮した漁港施設 施 技術 検討

（１）既存ストックの長寿命
      化対策の推進

●機能保全工事のコスト縮減に関する技術開発
に配慮した漁港施設の施工技術の検討

●漁港・漁場施設及び漁業集落環境施設のストッ
　クマネジメント手法の高度化に関する技術開発

■ダウンサイジングの視点を踏まえた漁業集落
　排水処理施設のストックマネジメント手法の
　検討
■市場等のストックマネジメント手法の検討

４．漁港ストックの
　　最大限の活用と ■市場等のストックマネジメント手法の検討

（２）漁村における環境の改
　　　善

●女性や高齢者、若手漁業者等住民の生活環境・
　就労環境の改善に関する技術開発

■生活圏の考え方を踏まえた今後の漁村環境の
　あり方の検討
■水産加工、直販、宿泊業等との効果的な連携
　体制づくりのための方策の検討
■女性・高齢者に求められる新たな役割とそれ

　　漁村のにぎわい
　　の創出

■女性・高齢者に求められる新たな役割とそれ
　に応じた基盤整備のあり方の検討

●漁港・漁場施設などの既存ストックを６次産業
　化や交流促進に活用するための技術開発

（３）水産業を核とした意欲

■地方創生に向けた漁港施設等の多様な活用方
　策の検討
■漁村の魅力発信に向けた効果的な情報発信方

●都市住民や訪日外国人旅行者との交流の推進に
　関する技術開発

　　　のある取組の推進 　法の検討
■漁村滞在（渚泊）への取組の全国ネットワ
　ーク化と連携・強化体制の検討

６

優先して取り組む技術課題と技術開発テーマに関する課題例

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における 優先して取り組む課題と技術開発テーマ

技術課題 技術開発テーマ

●性能規定化に対応した設計の高度化に関する技
　術開発

（１）漁港 漁場施設の設計

現時点で想定される具体的な課題例
重点課題等

■漁港施設の粘り強さの性能評価手法の検討
 （再掲）
■漁港施設の粘り強い構造へ改良技術の検討
（再掲）

●現場条件に適合したより的確で合理性の高い照
　査に関する技術開発

（１）漁港・漁場施設の設計
　　　手法の高度化

（再掲）
■現場条件を考慮できる効率的な岸壁の耐震設
　計手法の検討（再掲）
■合理的な沈設魚礁の流体力算定式及び着底基
　質の安定質量算定式の検討

●ＩＣＴ等を活用した漁港施設や漁場の管理の高
　度化に関する技術開発

■漁港、漁村関係基礎情報のデータベース化の
　ためのシステム開発
■ＩＣＴを活用した市場運営の情報化の検討
　（再掲）
■広域的な藻場等の漁場環境モニタリングへの

リ トセ シ グ技術 活用方法 検討５ 施設の整備 維 リモートセンシング技術の活用方法の検討
　（再掲）

●ＩＣＴ等を活用した漁港施設の機能保全等の効
　率化に関する技術開発

■機能保全計画のデータベース化のためのシス
　テムの検討（再掲）
■センシング技術を活用した漁港施設の点検技

５．施設の整備・維
　　持管理等の効率
　　的な実施 （２）漁港漁場整備等への

　　　ＩＣＴ及びロボット技
　　　術の活用

　術の検討（再掲）

●ＩＣＴ等を活用した施工の効率化や安全性の向
　上に関する技術開発

■災害時の被災情報共有・発信システム（被災
　状況や作業船位置情報の共有、避難情報発
　信等）の検討
■建設現場の生産性向上のためのＩＣＴ技術の建設現場の 産性向 のための 技術の
　活用方法の検討

（３）国民に開かれた事業制
　　　度と民間活力の導入

●住民参加型事業・民間活力の導入に関する技術
　開発

■市場施設等の整備、運営へのＰＦＩ手法や指
　定管理者制度等の導入の検討
■民間事業者の誘致・連携による水産都市の活

性化方策の検討（再掲）性化方策の検討（再掲）
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優先して取り組む技術課題と技術開発テーマに関する課題例

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における 優先して取り組む課題と技術開発テーマ

技術課題 技術開発テーマ

●漁港漁場整備への多様な自然素材の活用に関す
　る技術開発

■漁港漁場整備への間伐材、水産系副産物の有
　効活用方法の検討

●漁港漁場整備によるＣＯ２固定・排出削減に関

現時点で想定される具体的な課題例
基本方針における

重点課題等

●漁港漁場整備によるＣＯ２固定 排出削減に関

　する技術開発
■藻場のＣＯ２固定効果の評価手法の検討

●再生可能エネルギーの活用促進に関する技術開
　発

●省 ネ ギ 促進 関する技術開発

６．漁港・漁場・漁
　　村における環境

との調和

（１）自然環境に配慮した漁
港漁場整備と漁港・漁村のエ
コ化等の促進

■再生可能エネルギーの活用、省エネ等、漁港
　・漁村のエコ化の検討

●省エネルギーの促進に関する技術開発

●建設工事における廃棄物の３Ｒに関する技術開
　発

●しゅんせつ土、間伐材、水産系副産物を漁港漁

　　との調和

（２）循環型社会の構築に向
　　　けた取組

■漁港漁場整備への浚渫土や陸域由来土砂の有
　効利用方法の検討
■かき殻等水産系副産物の漁場施設への活用の

検
●しゅんせつ土、間伐材、水産系副産物を漁港漁
　場整備事業に活用するための技術開発 　検討

８

【参考】 技術開発の推進に活用できる事業制度

水産基盤整備調査事業実施要領 （農林水産事務次官依命通知 平成 年 月 水港第 号）

第２ 事業内容
この事業の内容は、次に掲げるとおりにする。

１ 水産基盤整備総合計画調査 （省略）

水産基盤整備調査事業実施要領 （農林水産事務次官依命通知、平成23年4月1日22水港第2393号）

１ 水産基盤整備総合計画調査 （省略）
２ 水産基盤整備計画課題調査 （省略）
３ 水産基盤整備技術課題調査

水産基盤整備事業を効果的かつ効率的に進めるため、技術的な課題を有する事業・地区について、その
課題を解決するために必要な調査を実施する

水産基盤整備事業及び海岸整備事業の実施に当たっての取扱いについて
（水産庁漁港漁場整備部長通知、平成２８年７月６日付け ２８水港第１５８９号）

課題を解決するために必要な調査を実施する。

（水産庁漁港漁場整備部長通知、平成２８年７月６日付け ２８水港第１５８９号）

６．１．３ 技術活用パイロット事業、モデル事業
新技術を試行し、積算資料及び施工資料の整備等に関する事項を調査するための事業（以下、「技術活用パイ

ロット事業」という。）、又は新技術を試行し、現場における適用性、活用の効果等を検証するための事業（以下、
「モデル事業」という。）を行う場合は、技術活用パイロット事業（又はモデル事業）実施計画書を当該事業の実施に
係る補助金交付申請書に添付するものとする。

なお、自然調和・活用型漁港漁場づくり推進事業、水産系副産物活用推進モデル事業、水産物流通機能高度
化対策事業により実施する場合は、この限りでない。

技術活用パイロット事業（又はモデル事業）実施計画書

１．事業名
２．事業主体
３．事業期間３．事業期間

４．調査（又は検証）の内容とその必要性
５．調査（又は検証）の方法
６．調査（又は検証）に要する経費 ９28



重点課題１：水産業の競争力強化と輸出促進

技術課題 技術開発テーマ 具体的課題 回答都道府県名 課題解決の方針

複数漁港を再編する必要性が高まっているが、漁業者からは理解を得ることは難しく、スムーズな漁港の再編手法を研究していただきたい。 秋田県
６箇所の漁協の統合による再編を図り、市場取引が活発に行われるよう計画するにあたって、荷捌き場等を１箇所に集約し各市場へ陸送する方法、魚種別
等により数箇所に分けて集約し各市場へ陸送する方法等、効率的な集出荷体制（ルート）の検討が課題。

大阪府

今後一層の漁業活動の活性化に資する、あるいは参考となるような再編・再配置に関する新たな発想・技術があれば、集約や再編へ向けた後押しとなるた
め、研究してほしい。

徳島県

大規模漁港（背後地を含む。）における水産基
盤整備とまちづくりの連携整備に関する技術開
市場機能及び一次加工機能の強化に向けた漁
港施設の整備に関する技術開発
水産物の衛生管理及び品質、付加価値の向上
に向けた漁港施設の整備に関する技術開発

漁港海岸から飛砂が流入する状況にあることから，これを防止し，荷捌施設，魚運搬車両等の衛生状態を確保する必要がある。 茨城県

ブランド化や付加価値を向上させていくため、水産物の衛生管理及び品質管理は不可欠なものであるが、小規模な漁協においては、コスト面から十分な施
設整備が行えていない状況にあり、極力低コストで、一定の衛生管理基準を満たす技術開発が課題。

富山県

製氷施設については、老朽化が進み生産能力及び貯氷能力が低下してきており、氷の供給が不足する恐れがある。また、フロン規制により平成32年に現在
使用している冷媒の製造が中止されるため、その補充に支障をきたす恐れがある。安定的な氷供給体制の確保が課題。

愛知県

限られた予算で衛生管理対策を実施するための、既存施設を利用した衛生管理対策の手法の開発が課題。 三重県
過去に建設された荷さばき施設は、築造当初から衛生管理基準は満たされることなく、長期間経過し、老朽化が進行しており、衛生管理基準を満たすには
費用や管理の手間が掛かるため、施設の更新はもちろん、基準を満たすような施設改築に対しても取り組まれていない。改築に必要な費用やその後の管理
に係る費用を抑制・軽減するような整備方法に関する技術開発が課題。

愛媛県

従前の市場では、水産物の積み込み作業は、市場内からフォークリフトにより魚函を搬送トラックの後方及び側面から直接、積載していたが、高度衛生管理
市場では、搬送トラックが市場側面の作業床に後方を向けた形で待機し、市場用フォークで魚函をトラック後方に運び積載することになるため、手作業でト
ラック前方に積み替えを行うことがある。この作業は労務負担が大きく、また、時間も要してしまう。効率的な集荷場の配置計画と市場から搬送車への魚函
配送方法について、検討を要する。

山口県

当県のまき網漁業では船上で入札し魚槽からトラックへ直接積み込みを行っている。そのため、高度な衛生管理を担保するためには、水揚げ形態の変更が
必要になると見込まれる。特に一度に大量の水揚げのあるまき網漁業について、迅速で市場関係者の労力が増大しない水揚げ形態及び高度衛生管理体
制の検討が必要になると考える。

鳥取県

当該漁港では、大量に水揚げされるイワシ・アジ・サバを効率的に出荷する必要があり、高度衛生管理化との両立が課題である。各漁港の実情に応じた高
度衛生管理化の技術開発をお願いしたい。

宮崎県

高度衛生管理に対応した施設とすることにより、どのような効果が生じるのかについては、現状では必ずしも明らかになっていないため、高度衛生管理に対
する市場関係者等の理解が十分でなく、陸揚げ・選別・陳列・販売等の各段階における衛生管理向上の取組についても、積極的に行われているとは言い難
いのが現状である。そこで、高度衛生管理型施設とすることにより生じる効果(衛生的効果、経済的効果等)を定量的に示すことが必要。

静岡県

大型まき網や定置網等、ごく一部の漁業では自動選別機等が導入されているが、これらの設備は大規模かつ高価である上、多くの魚種の選別に利用する
ことは困難である。少量・多魚種の漁獲物に対応し、かつ零細な個人経営体でも導入可能な陸揚げ及び荷捌き設備・システムの開発が課題。

新潟県

流通拠点漁港では、近傍漁港から陸送で活魚を集荷しているが、トラックが市場内に入るためには、衛生管理として車両の洗浄（散水）を行っている。しか
し、利用者からは洗浄に使う電解水は、車両が腐食するため、メンテナンスが負担となっているとの意見がある。衛生管理を確保しつつ労務者の負担となら
ない洗浄方法の検討を要する。

山口県

整備した床面の防塵・防汚性の高い抗菌塗装が一部剥離してきており、これまでも修繕を行ってきたが、工事費が高いことから、すべての箇所を修繕出来て
いない。安価で耐久性の高い抗菌塗装の施工方法の開発が課題。

高知県

水産物の鮮度保持として注目されているシャーベット状の氷は、氷塊が小さいので魚体を傷つけず、急速に冷却できることから鮮度を長く保つことが可能で
すが、魚種によっては、眼球の濁りや魚体表面の変色などの外観に問題があるため、改善方法について開発をお願いしたい。

長崎県

水産物供給システムの管理運営体制の効率化
に向けた漁港施設の整備に関する技術開発

ハード整備の段階から市場関係者を交えた協議や衛生管理マニュアル作成協議、関係者への講習会やセミナーの開催などにより高度衛生管理に向けた意
識の醸成を図っていく予定であるが、全ての関係者が日々の記録や定期的な点検など（衛生管理基準レベル３）を完璧に行うようにすることは難しいと考え
られるため、ハード整備に合わせてそれらを強制的に行うよう組み込まれたシステムの開発が課題。

神奈川県

漁業者の衛生管理に関しての意識は低く、衛生管理型の施設整備を実施するもその後の運用がうまく進んでいない。よって、使用者（漁業者等）の意識付け
に関することや、衛生管理運営に関してのシステム開発等、課題として提案したい。

大分県

漁港における衛生管理対策の必要性は，漁協関係者でもある程度理解されているが，実際の利用（作業）に対する具体的な対策については，まだ理解不足
であることから，事例紹介等を行い周知を図る必要がある。また，基本的なハード及びソフト対策は説明できるが，陸揚げされる魚種によっても対策が異なる
ため，主な陸揚げ魚種（青物，冷凍物等）に対する対策（案）の具体的な事例をわかりやすく説明できる資料が必要。

鹿児島県

陸揚げ・出荷時間ロスの解消に向けた漁港施
設の整備に関する技術開発
蓄養水面など水産物の一時保管機能の強化に
向けた漁港施設の整備に関する技術開発

海岸汀線陸域の地下にある定温冷水の海水(淡水)を利用して、漁港区域（施設）内の陸域において、冷水性魚介類をかけ流しで、加温、冷却なしに、時化
等の心配をせずに周年飼育又は養殖する技術の開発が課題。同時に、定温冷水で衛生的な海水を活用し、地元の海藻類等でつくる人工餌料等によって、
ウニ、カニなど出荷時期が限られる魚介類を一定品質で飼育し、観光客等に周年出荷できるようにして、地域の中心施設となるような取り組みを目指す。

北海道

畜養水面など水産物の一時保管機能の強化に向けた漁港施設の整備について、優良事例等の情報提供を願う。 岩手県
漁港・市場におけるハード・ソフト両面からの輸
出促進に関する技術開発

冷凍加工魚は、冷凍庫で保管することで、数量をまとめて輸出することができるが、高品質が保持できれば高値での取引が期待できる鮮魚の輸出は、梱包
時の氷詰による魚体の氷焼け及び氷融解水による品質低下、また氷重量増加による輸送費増、さらに少量輸送による輸送費の割高が輸出促進の課題に
なっている。鮮魚に氷を使用せず、品質を維持し、輸送コストを抑制できる方法をハードやソフトの両面から解決することができれば、鮮魚の輸出量も増加す
ると考えられる。

石川県

漁港漁場の施設の整備やソフト面からの輸出促進に関する技術開発が必要。 佐賀県
高度な衛生管理に対応した岸壁、荷さばき所、
水産加工施設、冷凍・冷蔵施設などの一体的な
整備に関する技術開発

沖底船は、①木箱の方が水切れが良く、魚の持ちが良い。②発泡スチロール箱は木箱の3～4倍の経費が掛かる。③発泡スチロール箱は嵩張り、魚も多く
入れられないし、箱も魚艙に多く入れられない。④木箱をプラスチック箱に変えても、船上では滑って使いづらい等の理由により、木箱の廃止に問題を抱えて
いる。
荷捌所から搬出された漁獲物は、公設仲買売場、民間の冷凍冷蔵庫、水産加工場等に持ち込まれるが、箱立てして消費地市場や小売店等へ輸送したり、
仕分け・選別して冷凍したり、一次処理して加工に回したりするまでの温度管理や衛生管理が不十分で、劣化を進行させている。
荷捌所整備により衛生管理体制が整ったとしても、船上や水揚げ、出荷以降の取り扱いを改善しなければ、美味しくて、安全・安心な魚を消費者に届けるこ
とはできない。そのためにも漁港背後地での劣化の少ない冷却方法、温度変化の少ない仕分け、貯蔵、加工、輸送方法などの開発や体制構築が必要。

島根県

水産業の競争力強化、輸出促進に効果的な水産関係施設の一体的な整備モデルの提案があれば、今後の拠点漁港となる漁港関連施設整備の参考とした
い。

千葉県

ブリ等の養殖魚の輸出が非常に盛んであり、漁港内に整備された民間の加工施設で一次加工され、アメリカ、香港、シンガポール等へ輸出されているが、
高度衛生管理されている民間加工場へ原料となる養殖魚の効率的な陸揚げ・搬入を可能とする漁港施設の整備に向けた技術開発が求められている。

熊本県

流通拠点となる漁港の
機能の強化

漁港機能の再編・集約
による地域における生
産・流通機能の強化

水産物輸出に対応した
生産・流通体制の整備

生産コスト縮減に向け
た地域の中核的な漁港
の機能の強化

漁港における効率的な集出荷や準備機能の再
編・再配置に関する技術開発
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重点課題２：豊かな生態系の創造と海域の生産力向上

技術課題 技術開発テーマ 具体的課題 回答都道府県名 課題解決の方針

漁場整備事業の実施にあたり、現在は複数の種類の水産生物を対象種としているが，効果的な施設やその規模の把握、生活史を通じた効果の試算などを県単独で行
うことは困難となっており課題。

茨城県

次期の漁場整備を計画するに当たり、２巡目として共同漁業権内の別の場所に新たな整備を行う、または過去に整備した増殖場の機能向上を行うかどうかを比較検討
する必要がある。そのための基礎資料として、既存の増殖場の効果発現を目的とした整備手法について、多様な観点から事例紹介願いたい。

大阪府

漁場整備に係る効果算定手法で、必要項目の数値を入力するだけで、自動的に費用対効果算定資料が作成されるエクセルを基にしたシステムを構築してほしい。 秋田県
イセエビ増殖場の造成効果を定量的に把握することについて苦慮しているので、定量的な効果把握手法について、効率的・簡便な手法があればご教授いただきたい。 東京都
平成29年度に「日向灘沿岸地区水産環境整備マスタープラン」を策定したところであり、今後は効果的な効果評価が課題である。対象種の資源回復を目的とした、ハー
ド対策（魚礁等の整備）及びソフト対策（資源管理・藻場保全活動）の総合的な効果評価手法の開発をお願いしたい。

宮崎県

資源管理施策等ソフト対策と連携した漁場整備
手法に関する技術開発
沖合域での効率的な漁場整備と効果評価に関
する技術開発

現在、耐用年数を迎えた中層型浮魚礁を回収しているが、回収した浮魚礁を海上に引き上げる際に、流出警報装置が正常に作動すれば警報電波が発信され陸上監視
局で警報が鳴るはずだが、実際は警報が鳴ったことはない。浮魚礁に取り付けてある警報発信装置が付着物で覆われていることが原因ではないかと思われるが、原因
は定かではない。そこで、中層型浮魚礁で流出警報装置が確実に稼働するような技術開発が必要。

和歌山県

カツオ・マグロ類・シイラ等の漁獲量の増加・漁家の経営改善を目的に鋼製浮漁礁15基を整備し、その体制を維持しているが、耐用年数10年（「漁港・漁場の施設の設計
参考図書2015年版のP786」に記載）ごとに施設の更新が必要となっており、更新に約2～4億円/基を要している。更新工事はコストも多くかかること及び効果評価におい
て、効果を 大限発揮できるように耐用年数10年を超えた技術の検討はできないか。

高知県

藻場・干潟の分布状況、衰退要因、海水温、底質等の海域環境の広域的な把握等に関する調査を実施した優良事例等について情報提供願いたい。 岩手県
県内沿岸域の広域的な藻場分布の把握を安価かつ迅速に実施するためには、人工衛星等で得られた写真やスペクトルデータ等の活用が効果的と考えられるが、本県
ではこれらの技術を活用した調査事例がないため、調査・解析方法のガイドライン等があれば参考としたい。

新潟県

航空写真画像からは、実際の藻場の種類や被度などのデータが得られないほか、藻場判別においても人の目による定性的な判断に基づいていることから、大まかに面
的な把握を行ったにすぎないと位置づけられる。藻場の面積が定量的に把握できるとともに、実際の藻場の種類や被度などのデータが得られる技術開発が課題。

富山県

藻場分布調査は、人工衛星を用いた方法が効果的と考えられるが、現在の技術では、観測精度や実施の可否が調査地域上空の雲の状態に左右される。雲の影響を
受けにくく、調査精度も高い方法の開発及びその方法のマニュアル作成や、人工衛星で得られた調査データを解析し、藻場分布図を作成するソフトを開発し、クラウドで
使用できるシステムの開発が課題。

石川県

藻場や干潟の正確な面積を求めることは も重要であり、広範囲を対象とするには衛星画像や航空機、マルチコプターによる上空からの撮影、狭い範囲であれば潜水
調査などが考えられるが、膨大な経費と労力が必要となる。そこで、長大な沿岸域をある程度以上の精度を確保しつつ、安価かつ簡便な方法を開発する必要。

静岡県・愛知県
鳥取県・島根県
熊本県

本県では、10～15年程度の周期で県内藻場の分布調査を実施しているが、調査手法が異なるため、藻場構成種や分布面積等の評価が様々で、長期的な変動や他県
海域との比較を明らかにできない。ついては、調査手法に応じて異なる評価を同一尺度で比較できるような技術開発（例えば、同一海域を衛星画像、バルーン・ドローン
による空撮画像、潜水・ビデオ撮影調査などの異なる調査手法で調査し、（ も正確であると想定される）潜水・ビデオ撮影調査との差を補正するような技術の開発）をお
願いしたい。

愛媛県

局所的に磯焼けや堆砂による海藻の衰退が確認されており、まずは対象海域の現況把握にはじまるプランニングが必要であるが、簡易に対象水域の環境を把握できる
水中モニタリングポストもしくは水中移動センサー（水中ドローン）を設置運用できるとよい。ひいては天気予報のアメダスのような海中の磯根資源動向予報ができるよう
になると良い。例）海藻の胞子濃度分布、食害生物増加注意報

福井県

ハード対策とソフト対策が一体となった広域的な
藻場・干潟・サンゴ礁の保全・創造に関する技
術開発

駆除等の手法による密度管理は限界であり、次のような方法による漁場管理技術開発を検討してほしい。
①海藻を原料とする人工餌料や化学物質などの誘因物により、ウニや巻貝類を一定範囲に誘導又は集約し、藻場として守りたい場所を保護する手法
②ウニや巻貝の徹底駆除後に、ウニや巻貝の忌避物質がゆっくりしみ出るものを、守りたい藻場の周りに設置し、藻場を保護する手法
③巻貝等を餌にするタコ等を使い、生物生態系を活用した藻場管理手法
④不整地における投資効果が成立する範囲で効率的な藻場造成技術の開発

北海道

海水温上昇等による海洋生物の分布域・生息
場所の変化に対応した漁場整備に関する技術
開発

三浦半島の相模湾側は、近年食植生魚類のアイゴやガンガゼ、ムラサキウニによる食害で磯やけが発生し、あわび類やサザエの資源が減少するとともに餌不足等によ
る肥満度の低下が一部でみられるようになっており、以下の技術開発を望む。
①海水温上昇等による褐藻類に変わる新しい藻場造成に関する技術開発
②磯やけを回復させ、かつ食植生魚介類の食害の影響を軽減できる漁場整備に関する技術開発

神奈川県

海水温上昇等により、海洋生物の生息分布域が変化しており、本県の海域でも徐々に生物相に変化が見られつつある。このような状況を考慮すると、今までの漁場整
備によって、資源の増大を目指してきた有用海洋生物の定着が悪くなり、整備効果が薄れることが予想される。有用海洋生物の定着を維持するため、漁場整備海域を
変更する方法も考えられるが、食文化等の違いで、本県では有用資源として認知されていなかった海洋生物を新たな対象種に選定しなければならないことも考えられ
る。どちらの方法を選択しなければならないかを判断するための判断基準、さらに魚種ごとに有効な漁場整備方法等のマニュアルが必要。

石川県

自然石投入による藻場造成を行っているが、天然藻場が近年の温暖化等により磯焼けが進行し、新設藻場の種藻場が無くなってきている。 徳島県
本県では、藻場回復対策として、自然石を海底に敷き詰めて海藻の着定基質とし、さらに四季藻場の形成を目的にクロメの種糸を装着した核藻場ブロックを配置した藻
場機能付き増殖場の整備を推進しているが、近年、海水温の上昇（特に夏場の高水温化）が顕著であり、クロメの成長障害が懸念されている。また、冬場の海水温の上
昇による植食性魚類の食圧の強まりが藻場回復にとって大きな阻害要因となっている。ついては、海水温の上昇に対応した水産基盤整備事業における効果的な藻場
造成手法の開発が急務。

長崎県

海水温上昇等，海洋環境の変化により比較的浅い海域（１００ｍ程度以浅）の生産力が低下した場合，環境変化の影響が及びにくい深い水深帯の魚種に対する漁獲圧
が高まることが懸念され，アオダイやハマダイなどについて，資源管理と連携した漁場造成に取り組む必要があると考える。深い水深帯の有用魚種を対象とする漁場造
成となるが，現在，水深200ｍから300ｍの海域における沈設魚礁設置は実施していないため，漁場造成技術の検討や実証試験，効果の検証が必要と考える。

鹿児島県

貧酸素水塊等によって底質・水質が悪化した漁
場環境の改善に関する技術開発

千葉県の東京湾海域には三番瀬や盤洲干潟、富津干潟等の干潟があり、アサリやハマグリなどの漁場となっているが、貧酸素水塊の波及により、しばしば漁業被害を
受けている。漁業者が取り扱える機材規模で、必要時のみ漁場を囲み、内部の環境改善を図る試みを効果的なものとできるパネルまたはスクリーン等の、物理的遮断
機材の開発が課題。

千葉県

東京湾は、毎年初夏から晩秋にかけて湾奥部から神奈川県側にかけて貧酸素水塊が発生し、シャコやマコガレイなどの資源の減少が続いており、以下の技術開発を望
む。
①扇島沖から根岸湾の貧酸素水塊を縮減する技術開発
②マコガレイやシャコの稚仔や他の魚介類が貧酸素水塊から逃れるマウンド（貧酸素ハイウェイ）構築に関する技術開発

神奈川県

貧酸素水塊による漁場環境の改善は、広範囲にわたる場合があるため、効果的、効率的な手法が必要であるが、化学的な指標による改善が確認されても、底生生物
が回復するには時間を要するため、貧酸素水塊の発生を抑える技術も必要。

三重県
佐賀県

海底耕耘を行い、底質を柔らかい状態に戻すことは、効果があるように思われる一方、生息している数少ない資源を殺してしまい、資源量の減少に拍車をかけてしまう
恐れもある。そこで、海底耕耘による資源回復と資源への悪影響について明らかにし、海底耕耘が効果を示す場合とそうでない場合の知見を得たい。

京都府

本県の一部海域（特に瀬戸内海側）では、ヘドロが堆積しており、この問題を解決する漁場整備の手法としては、覆砂による底質改善や、海底耕耘などが考えられるが、
高コストであったり、実施海域が限定的、効果が持続しない、など課題が多いため、本県では事業化できていない状況にある。海砂に変わる安価な代替砂（鉄鋼スラグ
等）での覆砂など、効果的で実用的な底質改善の技術開発が課題。

山口県

白川上流域の山の傾斜に亀裂が生じている点や、いまだ河川上流には土砂が溜まっている点などから、今後の梅雨や台風等の豪雨の際に、新たな土砂の流入・堆積
が懸念されている状況である。このため、白川河口域の漁場被害を 小限にするため、澪筋の中でも特に重要となる白川河口本流部における澪筋の効率的な維持管
理手法について開発をお願いしたい。

熊本県

水産環境整備事業の場合、本県では水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドラインに記載された、「その他工種の耐用年数（10年）」に基づき10年間の便益算出を
行っているため、実施後10年間は同じ海域で海底耕耘が実施できず、漁業者はもっと短期間で実施できないか検討してほしいとの要望が強い。このため、海底耕耘の
方法も含めて、実施前後の底質変化を科学的に調査して、事業実施による効果を把握し、便益算出の年数を見直す必要があるとともに事後評価にも対応できる体制づ
くりが望まれる。また、実施後、効果がどのくらい持続するのか、長期間効果が持続する海底耕耘の方法等についても検討する必要がある。

大分県

藻場・干潟・サンゴ礁の
保全・創造

水域環境の変化に対応
した順応的な漁場整備
の推進

藻場・干潟の分布状況、衰退要因、海水温、底
質等の海域環境の広域的な把握に関する技術
開発

栽培漁業や資源管理
施策との連携を踏まえ
た水産資源の保護・育
成

海域全体を捉えた生育環境づくりやそのネット
ワーク化に配慮した施設の規模・配置及び効果
評価手法に関する技術開発
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重点課題３：大規模地震災害に備えた対応力強化

技術課題 技術開発テーマ 具体的課題 回答都道府県名 課題解決の方針

外郭施設や係留施設等の耐震・耐津波・耐波浪
強化に関する技術開発

施設の供用期間中に１度発生するか・しないかの大規模自然災害のために、防波堤・岸壁の耐震・耐津波性能を強化する費用に対して、その効
果（便益）が小さい事から事業を積極的に推進することが出来ない。そのため、これらの対策効果等について、技術的知見からフォローをお願い
したい。

北海道

耐津波の機能診断時は、2011年の津波で係船岸が流出したことから、津波時の安定照査において係船岸の抵抗を考慮せずに本体部分(護岸部
分)の安定を図る計画とした。しかしながら、護岸背後の係船岸の抵抗を考慮することができれば、経済的な補強対策となるが、現状としては、護
岸陸側に設置された係船岸の津波時の安定を確保する手法が確立していないことから、考え方を整理していく必要がある。例えば、エプロン舗
装及び係船岸基礎部を補強することで、護岸背後の係船岸の抵抗を考慮できると考えられることから、エプロン舗装及び係船岸基礎部を補強す
る具体的な対策工法について検討頂きたい。

岩手県

大規模自然災害に備え、早期に耐震・耐津波・耐波浪性能を強化する必要があり、適切な工法選択のため、全国で連携して、施設の利用形態、
既存構造、地盤条件等から選択した工法、利用規制期間、整備費等を検索できるデータベースの構築が課題。

千葉県

粘り強い施設の検討（対策）方法について、Ｌ２津波の検討（対策）において、例えば、防波堤（マウンド式、被覆ブロックあり）の越流及び引波時
における施設背後の被覆ブロックの剥離飛散防止の検討・対策について、基本的な手法を確立されたい。
また、重力式の消波・パラペット付防波堤の検討において、堤体安定に必要（有利）となる堤体延長と幅の関係について、検討補足資料となるよ
うなデータ提供をお願いしたい。

東京都

今後、“ねばり強い構造”への改良が必要となった場合、以下の2点に関する課題が生じることが見込まれるため、研究開発を進めていただきた
い。
①既存施設の“ねばり強さ”を評価する手法
②上記①の評価結果にもとづく対策工法

新潟県

耐震耐津波の対策検討において、ねばり強い構造などを検討する際、具体的な構造や数量を決められる設計手法等の技術開発が課題。 石川県
粘り強い構造とすることの基本的な考え方は、「設計対象の津波高を超え、海岸堤防等の天端を越流した場合であっても、施設が破壊、倒壊す
るまでの時間を少しでも長くする、あるいは、施設が完全に流失した状態である全壊に至る可能性を少しでも減らすといった減災効果を目指した
構造上の工夫を施すこと」であるが、その具体的構造や評価手法が課題。

愛知県
大阪府

粘り強い構造の検討手法については水理模型実験を行うなど、検討に多大な費用と時間が必要となることから、費用を抑えられる検討手法がで
きないか。

三重県

自然災害では津波や豪雨等による流木やゴミなどの漂着物が航路・泊地を閉塞させてしまうことがあり、漂着物が入ってこないような施設（漂着
物導流堤）もしくは容易に撤去できる技術（ワイヤーロープでかき集める）があると、効率的かつ復旧が早くなる。そのような技術開発を望みた
い。

福井県

既存の岸壁について耐震・耐津波対策を順次進めていく予定であるが、背後にある荷さばき所等の漁業施設に影響を与えないことで市場への
影響が極力無いようにしたいため、地盤改良やタイロッドの改良などの、岸壁およびその背後用地の取り壊しを伴うようなものではない工法が求
められている。

京都府
熊本県

摩擦抵抗を増大させ断面の拡幅を行わずコスト縮減が図れるように、既存構造物の改良でも活用できるアスファルトマットのような技術開発をお
願いしたい。

長崎県

漁港における地震・津波対策には着手しているものの、海岸保全施設についてはほぼ着手できていない。特に耐震対策については、本県内の
海岸を所管する４省庁の関係課の間でも対応方針の整合が取れていない状況であり、対象とする地震動や耐震性能の考え方、耐震照査の検
討手法について現在調整中である。そこで、全国で海岸保全施設における耐震照査を行った事例があれば、その検討手法について、関係省庁
間の調整事項も含めご教示願いたい。また、上記検討を行う上で、すでに整備されているマニュアルの見直し（東日本大震災以降の設計方針の
反映等）や耐津波設計を行う上での基準となるマニュアルを整備することを課題として提案したい。

大分県

本県では現在Ｌ１津波防護ライン検討を行っており、今後民家の前に防潮堤を整備する必要が生じてきている。構造物構築に必要な用地を最小
限にし、景観に配慮した防潮堤の整備を行いたいので、新工法を含めた技術開発をお願いしたい。

宮崎県

避難路、避難施設などの整備及び避難対策の
高度化に関する技術開発

津波等の避難において、階段で避難路を計画する場合と斜路で避難路を計画する場合とでは、避難時間・整備費用等を比較すると後者が時間・
費用ともに優位性が低いが、スロープ等のバリアフリーに配慮した避難路も考える必要がある。

神奈川県

今後ハザードマップの作成など、避難対策の検討が進められることとなっているが、津波の到達時間が10分以内の地域がほとんどであり、技術
面・コスト面において避難対策の選定には苦慮することと思われるため、新たな避難対策や既存の避難対策の高度化などが求められる。

富山県
徳島県

有事における避難にあたっては、避難が必要であることの周知と避難場所への的確な誘導が重要である。放送設備によるサイレン、アナウンス
があるが、聞こえないという（地形、波の音などの影響）問題が発生しており、より安価で効果的な周知方法の技術開発が求められる。また、漁
港内は案内看板等が少ないこと、また加工団地等が併設されている港も多く、道路が入り組んでいること、海浜部は砂地の部分が多く景観面を
考慮すると案内看板等が設置出来ないといった、漁港、海岸特有の問題がある。このような条件下でも効率的に誘導を行えるサインの開発が望
まれる。

島根県

離島など漁港背後地に集落が密集しているようなところがあり、漁港と一体となった避難対策が必要と認識しており、避難対策の高度化や技術
開発が課題。

佐賀県

緊急時における事業継続に関する技術開発 漁港地域における防災・減災対策を進めるためには、岸壁や荷さばき所の耐震強化等のハード対策と災害後の水産業の継続を図るためのソフ
ト対策が連携した取組が必要であるため、事業継続に関する技術開発が重要と考える。

鳥取県

東日本大震災における漁業活動再開時の支障として、漁港施設の損傷はもちろんであるが、漁船が被災したことによる漁船不足の影響も大き
かったと聞いている。そこで、津波高と漁港内に係留している漁船の被害の相関について研究をお願いしたい。そうすることで、漁船の被害低減
に着目した漁港施設整備の検討も可能となり、また、ＢＣＰを策定する際に漁船の被害想定がより明確になり、他地域との連携等にもつながりや
すくなるのではないかと思う。

愛媛県

漁港施設と避難場所、海岸保全施設等との一
体的な整備に関する技術開発
地域間や官民間での連携を踏まえた防災・減
災・避難対策に関する技術開発

角落しはサイズが大きく重量も重く、漁村の高齢化の進行も影響し、地震に伴う津波襲来時には即時閉鎖に手間取ることが想定される。そこで、
津波襲来時にも、これら通行が必要な各所に防潮堤機能を確保するための運用方法や、民家の玄関口については防潮機能のみでなく、家と一
体的な意匠、開閉機能を有する施設への改良が課題。

大阪府

台風の接近に伴う波浪や高潮による災害に備え、本県でも陸閘門や水門等の整備を進めており、必要に応じ、これらの施設の閉鎖を行ってい
る。しかし、近年の異常気象により、数十年に一度の規模の災害が全国で発生しており、想定外の気象条件が重なった場合は、甚大な被害が予
想される。想定外の事象が起こった場合の地域間や官民間での連携を踏まえた防災・減災・避難対策に関する技術開発の必要性を感じている。

山口県

安全な漁村の形成

漁港の防災・減災対策
の推進
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重点課題４：漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出

技術課題 技術開発テーマ 具体的課題 回答都道府県名 課題解決の方針

漁港施設の点検、機能診断手法の開発・高度
化に関する技術開発

水中部の調査はダイバーによる雑藻除去や欠損の計測作業など多くの労力が必要となるため、それらを必要としない陸
上からの老朽化調査を行う技術開発が課題。

北海道

構造物の破壊を伴わない非破壊試験等の簡易な老朽化状態の推定手法の確立が必要。また、対策工事の優良事例等
の情報提供をお願いしたい。

岩手県

漁港施設の点検業務の経験が少ない職員も多い中、点検業務の負担が大きくなっており、より短時間で専門知識がなく
ても点検が可能な簡便な漁港点検システム（タブレット、スマートフォン等のアプリケーションの利用等）が必要。
また、対象構造物の海中部は目視点検が難しく、特に牡蠣殻等の付着により目視では判定ができず、対象構造物の劣
化状況を把握できない場合があり、潜水士等を必要とせずに、劣化状況を把握できる簡便かつ安価な検査方法が必要。

静岡県
熊本県

機能保全計画を策定してから10年が経過する漁港がこれから出てくるが、財政規模の小さな市町においては、十分な点
検委託費用を確保することが難しいことが予想されるため、点検・機能診断コストの縮減に係る技術開発をお願いした
い。

愛知県
愛媛県
鹿児島県

鋼矢板等の鋼構造物の定期点検について、肉厚測定は通常、潜水士により鋼材表面の付着物を除去した後に行うた
め、すべて手作業で多大な時間・コストを要するとともに離島においては潜水士の調達に苦慮している。鋼構造物の簡易
的な（潜水士によらない）点検技術の開発が課題。

島根県

臨港道路の点検については、「舗装の調査要領（案）」に基づき調査を行っているが、臨港道路は施設延長が大きく、点
検に多大な時間を要することに加え、舗装表面のクラック等の簡易的な調査しか行うことができない状況である。このた
め、道路パトロール車に附属し、道路を走ることで舗装表面のクラックが確認できるだけでなく、舗装下面の空洞化や層
厚、地質等を確認できる技術開発が課題。

長崎県

例えばシステムによる点検位置の管理や、損傷箇所をビデオ撮影することで前回点検と比較ができ、損傷の進行具合
（クラックの範囲や開き等）の判断が自動でできるような点検、記録システムができれば点検に係る省力化、継続的な利
活用に役立つのではないか。

大分県

漁港施設の機能保全情報等の利活用の促進に
関する技術開発

波浪、潮流等の影響により既設ケーソンの堤体が破損・欠損した場合の点検・及び復旧方法について、事例対応の収集
や対策・復旧工法等を確立されたい。

東京都

対策工事の実施状況把握業務が膨大で困難となることが予測されることから、機能保全情報等の利活用の促進に関す
る技術開発が課題。

佐賀県

機能保全工事のコスト縮減に関する技術開発 漁港施設の機能保全工事を推進しているが、財政的に負担となっており、コストの縮減は新工法の開発によるブレーク
スルーしか無いので、研究願いたい。

秋田県

水生植物帯施設の主要構造物はヨシの保護を目的とした消波施設で，これには松材の横矢板を用いているが，造成後
約１０年を経過すると老朽化により松材の横矢板が抜け落ち，消波機能が低下する。このため，横矢板の素材等の見直
しによる５０年間の機能保全コスト縮減が課題となっている。

茨城県

今後、ますます多くの施設が更新時期を迎えるため、機能保全事業の費用負担が問題となってくることが予想され、機能
保全工事のコスト縮減に関する新たな技術開発が課題。

富山県・岡山県
徳島県

老朽化した施設が増加しており、昨今の厳しい財政事情の下で効果的な機能保全工事を図る必要があり、コスト縮減に
寄与した技術開発が必要。特に鋼構造物の防食工は費用がかさんでおり、安価な対策技術の開発、また、腐食防止に
優れた矢板の開発が進めば良い。

石川県
大阪府

防波堤や消波堤の下がりに対する機能保全工事において、簡易的な保全工事という観点から安価な保全工事で対応可
能な工法検討をお願いしたい。

宮崎県

機能保全工事のコストを抑えるための類似構造物に対応する標準的な技術や工法の充実。 三重県
全都道府県において多くの機能保全工事が行われているが、それぞれの漁港の形状に違いはあるものの同程度の損
傷及び工法案比較がなされていることが予想され、現在までに水産庁に申請される漁港施設の損傷及び工法案比較を
集約・保全工事の工法をパターン化することができれば、委託費の軽減、申請・協議の簡略化による関係職員の負担軽
減にもなる。これにより早期発注も可能となり予算管理も現在よりスムーズとなり多くの効果が期待できる。

山口県

漁港・漁場施設及び漁業集落環境施設のストッ
クマネジメント手法の高度化に関する技術開発

漁村における環境の改
善

女性や高齢者、若手漁業者等住民の生活環
境・就労環境の改善に関する技術開発

浮桟橋等の軽労化施設が必要と考えているが、東日本大震災により青森県の浮桟橋が、平成23年6月5日にアメリカの
オレゴン州に打ち上げられたとも聞いている。津波来襲時には、背後の漁業集落への被害も懸念されることから、津波
等に対してもその場で固定もしくは沈むような技術の検討はできないか。

高知県

漁港・漁場施設などの既存ストックを６次産業化
や交流促進に活用するための技術開発

利用の少なくなった漁港内の静穏域を、増養殖等へ有効活用し地域活性化を図る取り組みを進めているが、実施数が
少ないため苦慮しており、検討手法・手順等について技術開発が課題。

北海道

千葉県の一部の漁協では、既存ストックを直売所として活用した６次産業化の取組を行っているが、その他、漁港・漁場
施設などの既存ストックを６次産業化や交流促進に活用した事例があれば、今後の支援の参考としたい。

千葉県

食害生物としてのウニを港内で養殖したところ順調に育っており、食害生物の除去、漁港内での効率的な養殖、漁港内
の浅いところで都市住民や外国人旅行者に体験採取したり、６次化産業として商品販売、また磯焼け箇所の再生、実入
りの良くなったウニの再放流。このような一連の流れを効率的に、また女性や高齢者が負担無く作業できる労働環境の
整備、これらの技術開発が課題。

福井県

特に第１種漁港においては、漁業者数の大幅な減少に伴い、漁港施設用地などの施設が未利用・低利用となっており、
有効活用を図っていく必要がある。有効活用にあたっては、今後、漁港の港勢や漁業関係者の意見を踏まえ、漁港の集
約や機能分担を図り、既存ストックの有効活用を推進していくこととなるが、水産業と観光・交流等の６次産業が連携した
取組による有効活用を図ることが必要と考えている。

鳥取県
香川県

都市住民や訪日外国人旅行者との交流の推進
に関する技術開発

水産業を核とした意欲
のある取組の推進

既存ストックの長寿命
化対策の推進
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重点課題５：施設の整備・維持管理等の効率的な実施

技術課題 技術開発テーマ 具体的課題 回答都道府県名 課題解決の方針

性能規定化に対応した設計の高度化に関する
技術開発
現場条件に適合したより的確で合理性の高い
照査に関する技術開発

防波堤の根固・被覆ブロック等の安定計算については「イスバッシュ式」にて算定することとされているが、津波の流速が大きい箇所（8～20m/s）では必要重
量が極めて大きい値となることから、使用可能なブロックが存在せず、また、流速が大きい場合に対応した算定方法が他に無いことから、対応策を検討でき
ない状況にある。イスバッシュ定数（現行では1.08を使用）の新たな定数の設定、イスバッシュ式に替わる新たな算定方法の設定、被覆ブロックに替わる対策
工法の設定等が必要。

岩手県

L1地震動の設計水平地震動が0.25を超える事例が多数あり、震度法による照査が適切であるのか、また対策案が過大になっていないか等の懸念があり、2
次元応答解析の可否の判断等に苦慮している。また液状化等の判定において参考図書記載の「液状化予測のための等価N値と等価加速度度の関係判定
表」の適応範囲を大きく超えており、照査結果の妥当性の判断が難しくなっている。設計水平地震動がある程度大きくても適用できる震度法の改良と、特に
コストが大きくなる液状化対策においてより安価な対策工法が必要。

静岡県
和歌山県

係留施設においては、設計水平震度0.25以上となる場合は、設計水平震度を0.25として断面を設定し、地盤－構造物の動的相互作用を適切に考慮できる二
次元地震応答解析等で性能を評価するとなっているが、重力式防波堤にはこのような記述がなく算出された設計水平震度にて対策断面を決定することと
なっている。そのため、過大な断面になっていないか懸念している。

和歌山県

ＩＣＴ等を活用した漁港施設や漁場の管理の高
度化に関する技術開発

座標を入力等でオートパイロットで水中ドローンが施設を巡回し観測を行う事で時間や費用の制約を 小限にし、結果的に管理・把握の機会を増加させ漁
場施設の管理及び施設効果の把握が可能となる、また、藻場施設における魚類等の効果測定にも利用可能となる技術開発が課題。

北海道

過去に設置された魚礁の多くは、位置に関する情報が不十分（陸上の起点からの方位・距離の情報のみ）であり、設置後の状況が確認されていないため、
施設の維持管理が十分に行われているとは言い難い。設置位置に関する情報の収集や設置状況については、サイドスキャンソナー等の音響探査機による
調査やROVによる目視調査が有効と考えられるが、予算が十分でないことから確認が進んでいない。魚礁施設の維持管理や施設更新の検討を行うため、
より安価で簡便な調査方法の開発が課題。

新潟県

漁場については統一的な管理体制が構築されておらず、その整備状況の把握は県担当者レベルとなっている。今後、効率的な漁場整備を進めるために、
GIS等による漁場管理システムの構築が必要と考えられる。

愛知県

これまで、増殖礁や魚礁などの漁場施設を整備してきたが、対象魚種が異なる増殖礁の追加や配置の変更等を行うためには、これまでのように、紙ベース
で管理するのではなく、デジタル化などの管理手法を取り入れ、フォーマットの統一などの管理の高度化を行う必要がある。

佐賀県

本県では、漁協の水揚げデータと標本船の航跡データ（GPSデータロガー）、魚礁等情報を一括管理していることであり、今後は解析・評価が課題である。標
本船の航跡データを用いた、効果的・効率的な解析・評価手法の開発をお願いしたい。

宮崎県

漁港施設を増養殖へ活用する際、水温や水深等のモニタリングが必須であることからＩＣＴを活用したいが、これらのモニタリング機器は測定時に運搬など手
間がかかるとともに、定期的なメンテナンスも必要であるため、現地担当者が自ら行うことが出来る作業ではない状況であり、ＩＣＴを用いた連続観測を行う技
術開発が課題。

北海道

施設の整備・維持管理等を効率的に実施するため、ICT技術を利用した管理システムの利用を考えたい。その利用の際には、市町営を含めた県内各漁港の
包括的な管理を行うために規格（フォーマット）の統一が重要であるが、自治体毎に管理システムを構築すると費用が嵩むことや規格が統一できないことか
ら、基本規格の構築や設定を国等でできないか。

千葉県

水中部や沖合施設の詳細点検は、潜水士や船舶が必要となるなどコスト増が見込まれるため、水中カメラやドローン等の 新技術を活用することにより、点
検業務のコスト縮減を図れるような技術開発が課題。

新潟県

台帳に記載したい情報として、用地利用計画情報や施設老朽化情報、施設点検情報、占用情報など多岐にわたり、それをどう一元化するか対応に苦慮して
おり、ICT活用により情報の一元化を行うことで、より使いやすい漁港台帳の整備が行えるように技術開発が課題。

新潟県

ICT等の活用により、漁港施設の点検・パトロール等の管理が容易になるような新たな技術開発が課題。 茨城県・富山県
鳥取県・岡山県
香川県

遠隔カメラや水中カメラ、地中探査または施設の動態把握（消波ブロックの移動、海底形状の変動）ができるようになるとよい。また、これら危機を常時接続し
遠隔監視できるのが理想だが、常時接続は維持管理費が大きくかかる。つなげたい時だけ費用が発生するシステムにできないか。これらの技術開発を望
む。

福井県

漁港施設情報の電子化や、漁港点検システムの活用等が必要であると考えているが、機能保全工事の予算の確保すら難しい中でこれらの業務のための予
算確保のめどが立たないのが現状である。施設情報や点検に必要なデータを網羅した統一的なフォーマット等の策定をしていただきたい。

静岡県

漁港台帳、機能保全計画の整理を進めるうえで、これらが連携したデータベース作成のためのマニュアルの整備。 三重県
沖防波提などの点検において、UAVによる撮影などの方法もあるが、機材の維持管理や操作精度などのことも考えると直営作業で行う熟度には至っていな
い。UAVには、無線距離・航続時間などの基本性能向上とともに海上作業に特化した防水（防塩）および着水機能を強化したタイプのUAV開発を望みたい。
かつ将来的に安価な機材となれば好ましい。

島根県

点検結果についての記録は紙データのみの保管であり、データベース化を進めていくことを検討する中、PDF化による保管程度しかできないのが現状であ
る。各漁港の毎年の点検結果や補修履歴（施工図面、施行写真）等を担当職員が簡単に閲覧できる漁港管理システムの開発に加え、漁港施設に異常が
あった場合、漁港関係者や利用者がスマートフォン等を使用し、GPS機能がついた写真を漁港管理システムへ通報することができれば、職員の点検の頻度
が減り、業務負担の軽減に繋がるため、そのような技術開発が進むことを望む。

山口県

たとえば、漁港施設の日常点検を行う場合、現状は、膨大な量の紙ベースの平面図や写真と現地のクラック等の状況を見比べ、損傷の進行具合を確かめ
ているが、膨大な資料を持ち運ばないといけないこと、損傷の対比に時間がかかることから、点検者の大きな負担となっている。そこで、現地端末等におい
て位置情報等を利用し、過去の調査結果との対比や補修履歴の確認、今回の調査結果の登録等が出来るような技術開発をお願いしたい。

愛媛県

災害時において、ＩＣＴ等を活用することにより、迅速で安全な手法により被害確認ができるようにしたいと考えており、ＩＣＴ等を活用するにあたって参考とな
る、既存の技術の適合の可否や費用対効果を比較したマニュアルを制定できないか。

高知県

一般定期点検（水中部）において、スマートフォンやタブレットを活用して水中部を職員が確認し記録できるような技術開発をお願いしたい。水中部が確認で
きることで、日頃から異常の有無の確認が可となり、異常箇所のみの民間コンサル等への委託によるコスト縮減が図れるとともに、災害時の状況確認にお
いても民間コンサル等への委託に係る入札や契約に要する期間の縮減が可能となる。

長崎県

漁港施設の保全管理や工事管理における課題の一つとして、海中部等の“不可視部分”の計測方法が挙げられると思うが、例として水中ドローンに測量（計
測）機能を持たせ、視界が悪い港内の延長管理（工事）や、矢板厚の定点計測（保全管理）を行う技術の有無や、既存技術または開発予定のＩＣＴにどういっ
たものがあるのかご教示願いたい。

大分県

ＩＣＴ等を活用した漁港施設の機能保全等の効
率化に関する技術開発

施設の日常点検については、職員による目視調査が主であり、海中部や飛沫帯においては、適切な点検を実施することが困難な状態である。例えば、鉄筋
コンクリート構造物の塩害の状態を把握すべく、予め構造物にセンサーを取り付けておき、簡易に塩害の進行状況を計測する等、センサーにより机上で施設
の劣化状況を把握できるICT技術があれば、人件費の縮減やより確実な施設の健全度を把握して施設の長寿命化を図ることができる。

神奈川県

水中部の老朽化調査において、有線ROVによる水中撮影などの技術もあるが、凹凸のあるところ、藻の繁茂している個所など駆動環境の制約が多い印象
がある。（引っ掛かりによる回収作業が困難となる可能性あり）空中UAVと同様に基本性能向上ともに、安価な機材開発が望まれる。将来的には撮影と同時
に簡易作業（かき殻や藻などの障害物排除）などの機能も期待したい。

島根県

漁港施設の老朽化の進行が著しく、今後保全にかかる事業費も膨大になると予想される。厳しい財政状況の中、コスト縮減に関する技術が高度化されれ
ば、確実な保全工事の実施へ向けた負担の軽減が図られるため、ＩＣＴの等を活用した効率的・合理的な技術開発が課題。

徳島県

ＩＣＴ等を活用した施工の効率化や安全性の向
上に関する技術開発

船舶工事では、船舶の位置を調整する際のウインチ移動の時間が多く生じており、ＩＣＴ等を活用したウインチの自動化により施工の効率化が進むと考えら
れる。

秋田県

消波ブロック据付予定箇所の測量方法として、水上部は横断測量（従来方法）、水中部は現場条件次第ではナローマルチビームにより測量を実施している。
水上部の測量についてUAVやドローンを使用した事例や、どの程度の作業効率化につながったかご教授いただきたい。

東京都

国民に開かれた事業制
度と民間活力の導入

住民参加型事業・民間活力の導入に関する技
術開発

漁港漁場整備等への
ICT及びロボット技術の
活用

漁港・漁場施設の設計
手法の高度化
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重点課題６：漁港・漁場・漁村における環境との調和

技術課題 技術開発テーマ 具体的課題 回答都道府県名 課題解決の方針

漁港漁場整備への多様な自然素材の活用に関
する技術開発

事業評価委員会などでも、環境配慮型の資材を活用した漁港整備が可能かどうかの意見が出ることがあり、今後、漁港
事業の中で実施に向けて検討したいと考えている。

徳島県

漁港漁場整備によるＣＯ２固定・排出削減に関
する技術開発

「自然環境保全・修復効果」として、増殖場等の整備による「藻場の二酸化炭素固定効果」の効果算定手法が示されてい
るが、増殖場以外の漁港・漁場の整備にあっても二酸化炭素削減効果があると思慮される。具体的には、① 沿岸域に
漁場が整備されることにより、漁場までの距離が短くなり燃油消費量削減、② 防波堤整備により他港避難解消による燃
油消費量削減があり、これらを適切に事業評価に反映すべく、二酸化炭素削減効果の算定手法について開発をお願い
したい。

長崎県

再生可能エネルギーの活用促進に関する技術
開発

再生可能エネルギーを活用した優良事例等参考資料について情報提供をお願いしたい。 岩手県

省エネルギーの促進に関する技術開発
建設工事における廃棄物の３Ｒに関する技術開
しゅんせつ土、間伐材、水産系副産物を漁港漁
場整備事業に活用するための技術開発

浚渫土が、泥土状を呈しそのままダンプで運搬することが出来ない、自然由来のヒ素やホウ素などが含まれ環境基準を
超過する場合、処理・処分には多額の費用を必要とすることから、これらの処理・処分を安価に行うことが出来る技術開
発が課題。

北海道

漁港の除砂や浚渫工事の際には残土処分が必要だが、浚渫土は塩分を含んでいることから処理地の確保に苦慮してお
り、浚渫土の脱塩に係る技術開発が課題。

秋田県

浚渫で得られた土砂は、土砂中に含まれる汚染物質を、基準値を下回る量にして、処分する必要があるが、海水中にあ
るヨウ素等は自然由来により、基準値を超えていることがほとんどである。これらの汚染物質を取り除く方法としては、雨
ざらしにして洗い流すというものが主となっているが、そのためには、土砂を置く場所と、ある程度の期間が必要となり、
それらを充分に確保できない場合もあることが課題となっている。そのため、あまり場所を取らない、あるいは短時間で、
土砂中の汚染物質を除去できるような方法が求められている。

京都府

しゅんせつ土の除塩が可能であれば、漁港漁場以外でも使用することも可能となり、除塩が困難な場合であれば、魚礁
（魚介類が生息しやすい土壌に改良）や捨石投入（浚渫土を硬化させる等）の代わりとして使用できるような技術が開発
されることを望む。

山口県
大分県

しゅんせつ発生土の活用を進めるため、①民間公共問わず、浚渫発生土砂の発生量、時期、土質分析結果等、情報を
共有し、用材として利用したい者とのマッチングを図る仕組みの構築、②良質土砂の区分処分や運送経費等、発生側事
業者の負担増大を経済的に担保する仕組みの構築、③投入用材に夾雑物が含まれるなど、事故が発生した場合の損
害を救済し、双方にとって、参加を容易なものとする仕組みの構築が課題。

千葉県

鉄鋼スラグ製品をしゅんせつ土と混合し、水和固化体としたうえで用材として活用し、岸壁の裏込めや浅場造成に活用す
る手法の提案を受けている。国土交通省が公表している「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン」では鉄鋼ス
ラグはリサイクル材料として位置づけられているが、水産環境整備においては位置づけが明確ではない。そこで、鉄鋼ス
ラグ製品の設置後の環境影響を解明し、水産環境整備への利用の可否、利用の基準等を示していただきたい。

千葉県

漁場整備の観点から浚渫土を海上にて水産資源の育成に適したものに改良し、築磯として漁場整備する技術があれ
ば、運搬費や処分費を抑制できるほか、新たな漁場を造成し、水産資源の育成や廃棄物抑制に貢献できる。

神奈川県

今後も定期的なしゅんせつが求められているが、その搬出先の確保には苦慮しているところであり、しゅんせつ土を有効
活用できる新たな技術開発が課題。

富山県
石川県
愛知県
三重県
愛媛県
佐賀県
熊本県
鹿児島県

河口に位置する漁港での浚渫土は生活雑排水も混じりヘドロ化することも多く、陸揚げすると、水分・シルト分を多く含
み、臭いもきつく、再利用先が確保できない。海洋投棄もできず結局、最終処分せざるを得ずコストが高くついている。こ
の浚渫土を有効利用できる技術開発が課題。

茨城県
福井県

比重の軽いしゅんせつ土（ヘドロ等）は昨今海洋投入も認められない状況であり、陸上処分のコストの増大が懸念されま
す。コスト縮減のため天日干し等による現地での脱水を行い残土処分する等の方法を実施しておりますが、脱水には長
期間を要し、その期間中に悪臭等の問題も発生等の懸念もあります。比重の軽いしゅんせつ土の低コストで短期間での
改良方法の確立とその改良土を漁港漁場整備事業に有効活用方法が必要。

静岡県

港内奥や河川周辺に位置する漁港の堆積土砂については、泥土であるためサンドリサイクルに不適な場合がある。泥
土については、流用ができないため、処理場の受入条件を満たすよう改良を行い残土処理している。よって、漁港漁場
整備へ泥土等の浚渫土砂の有効活用が可能となれば、今後の漁港漁場整備事業費の縮減等が図られると考えられ

鳥取県

島しょ地域の漁港整備において発生するコンクリートがらについて、現在、消波ブロック製作等への活用を検討中であ
る。ついては、注入モルタルの配合選定や、コンクリートがらの品質管理（確認）方法があれば、ご教授いただきたい。ま
た、過去に事例があれば、どのような形状の消波ブロックで実績があるかご紹介いただきたい。

東京都

かき殻等を利用した餌料培養部材が使用されているが、これらの部材の耐久性（耐用年数、波浪や漂砂等の外圧に対
する耐久力）や効果調査等に関する知見がなく、便益の算定ができないため、利用が進んでいない。これらの部材の便
益や耐久性等について、ガイドライン等により統一した基準が設定されることが重要。

新潟県

手入れ不足や放置される森林が増加していることから、森林の持つ公益的機能の低下が懸念されており、県産材の使
用を促進することにより、森林の有する公益的な機能を発揮させたいため、木材を漁港漁場整備事業に活用するための
技術開発が課題。

新潟県

自然環境に配慮した漁
港漁場整備と漁港・漁
村のエコ化等の促進

循環型社会の構築に向
けた取り組み
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藻場の分布把握や回復に関する問題藻場の分布把握や回復に関する問題
（アンケート調査のまとめ）

⽔産⼯学研究所 ⽔産⼟⽊⼯学部
⽣物環境グループ 川俣 茂⽣物環境グル プ 川俣 茂

藻場の分布把握に関する課題
１ 藻場分布の広域的調査⼿法

安価で、効率的な⼿法として
⼈⼯衛星 航空機等を⽤いた

１．藻場分布の広域的調査⼿法
調査の実施に膨⼤な ⼈⼯衛星、航空機等を⽤いた

リモートセンシングが有効費⽤時間を要する

（新潟、静岡、島根、熊本）

衛星画像や航空写真の利⽤の現状と課題
 活⽤事例がない 指針となるものが必要（岩⼿ 新潟）

（新潟、静岡、島根、熊本）

 活⽤事例がない。指針となるものが必要（岩⼿、新潟）
 藻場の種類や被度が分からない。藻場判別が主観的（富⼭）
 透明度の低い場や曇の多い季節があり、利⽤可能性と観測精
度が低い（愛知、⽯川）

標準的⼿法の整備（⾃動化プログラムの開発等）標準的⼿法の整備（⾃動化プログラムの開発等）
適⽤範囲の明⽰
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藻場の分布把握に関する課題
２．現場での調査⽅法
潜⽔調査潜⽔調査
ビデオ撮影調査
⾳響調査

 調査の⽅法が異なる ⇒ 他県との⽐較や経年的⽐較
に⽀障（愛媛）に⽀障（愛媛）

 県内、県間で⽐較可能なデータの蓄積（⿃取）
 異なる調査⼿法間の⽐較（愛媛）

統⼀的な調査⽅法の確⽴

藻場の回復に関する課題
１．ウニ駆除以外の漁場管理技術開発（北海道）
 ウニや植⾷性巻⾙類の誘導または忌避物質を⽤いた藻場の保
護技術

 捕⾷者を利⽤した植⾷動物の密度制御

２．従来⼯法に代わる藻場造成⼿法の開発（徳島）従来 法 代 藻場 成⼿法 開発（徳島）
 単体礁の設置適地

３．⽔温上昇に対応した藻場造成⼿法の開発（⻑崎）
 ⽔温上昇による核藻場ブロック内の海藻の成⻑障害と冬季⽔ ⽔温上昇による核藻場ブロック内の海藻の成⻑障害と冬季⽔
温の上昇による植⾷性⿂類の⾷圧の増加

 ⽔温上昇に対応した効果的藻場造成⼿法の開発 ⽔温上昇に対応した効果的藻場造成⼿法の開発
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かき殻等水産系副産物のかき殻等水産系副産物の
漁場施設への活用の検討について

新潟県農林水産部水産課新潟県農林水産部水産課

かき殻等を利用した餌料培養部材の例
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かき殻等の利用における課題

• 餌料培養部材による増産効果の知見不足餌料培養部材 よる増産効果の知見不足

餌料生物（エビ・カニ）等が定着かき殻の隙間に生息 餌料生物（ ビ カ ）等が定着かき殻の隙間に生息

餌を求めて魚類が蝟集

成長⇒漁獲

増産効果が発揮

便益算定が困難

かき殻等の利用における課題

• 外圧（波浪・漂砂等）に対する耐久性の知見不足浪

波浪 波浪波浪 波浪

漂砂 漂砂

耐用年数設定が困難
48



解決したい課題

• 便益算定が困難
/ 分析困難

課題 • 耐用年数設定が困難
B/C分析困難

対策

• 増産効果、耐久性等に関する知見の収集

• 試験研究機関による効果調査 耐久試験対策 • 試験研究機関による効果調査、耐久試験

部材利用の指針（統 基準）の策定

要望

• 部材利用の指針（統一基準）の策定

• 費用対効果分析ガイドラインへの掲載

かき殻部材の利用促進
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公共工事における公共工事における
県産材の利用促進について

新潟県農林水産部漁港課新潟県農林水産部漁港課

今年の集中豪雨で明らかになったこと

①短時間に集中的に降雨

→ 水位の急激な上昇→ 水位の急激な上昇
→ 特に、確率雨量の小さな中小河川で破堤等の

現象が発生

②流木が多量に発生し被害を助長

現象が発生

②流木が多量に発生し被害を助長

森林の公益性が発揮できていれば もしかしたら森林の公益性が発揮できていれば、もしかしたら
大きな被害の発生に至らなかったかもしれない

全国的な問題であり、多くの部門で知恵を出して
対応していくことが重要対応していくことが重要
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県産材の有効利用

○木材利用の現状 成長量と利用量○木材利用の現状 ～成長量と利用量～

県外へ供給県外へ供給

5千m3

外材 175千m3

森林の成長量

565千 3

県産材供給
82千m3 素材需要

285千 3565千m3
285千m3

他県産材 29千m3

県 産 材

資料：平成27年木材統計

県 産 材
供給割合
28.8％

資料：新潟県林政課調査

⇒森林の成長量のうち、478千㎥程度が利用されていな

状 な るい状況となっている。

県産材の有効利用
○有効に利用されない主な理由○有効に利用されない主な理由

住宅建設戸数の減少住宅建設戸数の減少

• 住宅建設が木材利用の多くの割合を占める

• 人口減少により住宅建設戸数が減少傾向人口減少により住宅建設戸数が減少傾向

生産加工体制が小規模・分散的生産加工体制が小規模・分散的

• 大口需用者が求める量・価格・納期で供給できていない

生産コストが高く林業者の収益が不十分• 生産コストが高く林業者の収益が不十分

事業体 経営基盤が脆弱事業体の経営基盤が脆弱

• 技術員の高齢化、担い手の減少

• 機械化の遅れ
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県産材の有効利用
○県産材を有効利用することができれば森林の公益性○県産材を有効利用することができれば森林の公益性

が発揮される

【当県における有効利用のための施策】
（１）住宅分野での県産材の利用促進やフル活用に向けた低質材などの

新たな用途の拡大

・公共建築物等での県産材利用の促進

・大経材等の利用拡大・大経材等の利用拡大

（２）低コスト化や需給情報の共有化等による県産材の安定供給体制づくり

・施業の集約化などによる生産コストの低減

・製材工場間の連携の強化

（３）機械化や若年労働力の確保等による事業体の経営基盤強化

・若者等の就業者確保・定着促進・若者等の就業者確保・定着促進

・効率的な木材生産の体制整備と計画的な事業量の確保

解決したい課題
○有効利用する手法は多ければ多いほど良い○有効利用する手法は多ければ多いほど良い

◎漁港漁場の整備で利用できないか

・伐採木材の活用伐採木材 活用

・枝打ち等で発生した木材の活用

• 地盤改良材

• 用地舗装
漁港

• 用地舗装

• 増殖礁

魚礁
漁場

• 魚礁
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平成 29年度水産工学関係研究開発推進会水産基盤部会 

アンケート結果報告および意見交換（その２） 

 

ここでは、水産庁「漁港漁場整備事業の推進に関する技術開発の方向性」（平成 29 年 6

月）の重点課題 6「漁港・漁場・漁村における環境との調和」に関するアンケート結果を報

告するとともに意見交換を行う。 

重点課題 6には、優先して取り組む技術開発の具体的なテーマが 6点示されている。 

 

①漁港漁場整備への多様な自然素材の活用に関する技術開発 

②漁港漁場整備によるＣＯ２固定・排出削減に関する技術開発 

③再生可能エネルギーの活用促進に関する技術開発 

④省エネルギーの促進に関する技術開発 

⑤建設工事における廃棄物の３Ｒに関する技術開発 

⑥しゅんせつ土、間伐材、水産系副産物を漁港漁場整備事業に活用するための技術開発 

 

今回、各都道府県に、6点のうち最も重要と考える技術開発テーマを 1つ選択いただいた

ところ、「⑥しゅんせつ土、間伐材、水産系副産物を漁港漁場整備事業に活用するための技

術開発」を挙げた都道府県が最も多く 20あった。 

そこで、今回はこの技術開発テーマについて、次の 3分野に分けて意見交換を行う。 

Ⅰ．浚渫土砂の処分および有効利用に係る課題 

Ⅱ．木材の利活用に係る課題 

Ⅲ．水産系副産物を活用した材料の利用に係る課題 

 

 

Ⅰ．浚渫土砂の処分および有効利用に係る課題                     

 

１．都道府県からの意見 

 漁港の泊地・航路からの浚渫土砂の再利用及び処分について、19 もの都道府県より意見

を頂いたため、都道府県から示された論点を、背景、土の特性、関連法令、技術の現状等

に分類して以下のように整理した。 

 

２．背景 

平成 27年度より、漁港の機能保全計画策定に対する水産庁の補助対象が拡大され、水域

施設(航路、泊地）に対する機能保全計画の策定とその実施が推進されている。 

航路・泊地の機能保全工事を実行するにあたり、大きな課題は、供用中に水底に堆積した

土砂の浚渫である。 
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浚渫土砂は、再利用するか、処分することになる。このとき再利用の可能性は、砂質土

かシルト質土かによって異なる。砂質土であれば覆砂や養浜などへの再利用の可能性が比

較的高い。しかしシルト質土の場合は下記２の特性により、再利用に困難を伴う。 

浚渫それ自体のコストに加え、そのあとの処理にもコストを要する。 

 

３．シルト質土の特性 

シルト質の浚渫土砂の持つ下記のような特性が、再利用の障害となっている。 

①細粒分の多さ 

②高い含水比 

③環境基準を超える汚染物質（自然由来が多い） 

④塩分 

⑤臭気 

①はシルト質土の特性そのものであり、②は海底のシルト質土における必然的な特性と

いえる。③～⑤はシルト質土に固有な特性ではないがシルト質土においては対処の難度が

高まると考えられる。 

 

４．法規上の扱い、技術指針等 

漁港の浚渫に伴って生じる土砂（以下、水底土砂という。）は、廃棄物処理法の対象とな

る廃棄物からは除外されているが、海上投入処分を行う場合については、海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律（海防法）に基づく環境大臣の許可が必要であり、以下のいずれに

も適合していると認められる場合に限られている。 

① 排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、

当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであるこ

と 

② 海洋投入処分以外に有効利用などの他の適切な処分方法がないものであること 

 一方、水底土砂を漁場造成などの有効利用に活用する場合については、海防法に基づく

環境大臣の許可は不要となっている。 

 また、陸上処分を行う場合については、土壌汚染対策法等の関係法規に基づき処理する

必要がある。 

なお、水底土砂に係る実務のため、下記の技術指針やガイドラインが策定されている。 

・「浚渫土砂等の海洋投入および有効利用に関する技術指針」（国土交通省港湾局 平

成 25 年）：浚渫土の海洋投入および有効利用に関する実務の手順、サンプリング

と分析の方法等について記述。 

・「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン」（国土交通省港湾局、航空局 

平成 27 年）：浚渫土砂を含む多様な建設副産物や産業副産物を港湾工事などに利

活用する際の適用法令や技術的留意事項などを記述。 
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・「一般水底土砂の海洋投入処分許可申請書類等作成の手引」（環境省水・大気環境局 

平成 29 年）：海洋投入処分許可申請等における必要書類を示し、その書類におい

て記載すべき項目及びその項目において記載すべき内容を解説。 

 

５．処分の困難性 

処分としては、海洋投入処分と陸域の最終処分場への搬入がある。 

海洋投入処分を行う場合、海洋環境に及ぼす影響が軽微であること等を記載した書類等

を環境省に提出する必要がある。書類に載せるデータを収集するためのコストが必要であ

り、協議期間も必要とする。 

陸域の最終処分場で処分をする場合、その処理コストと、受入の前提となる前処理のた

めのコストが必要となる。 

そしていずれの場合も輸送コストを必要とする。輸送前の脱水等のための仮置き場の確

保も必要である。 

 

６．技術的な現状と課題 

シルト質の浚渫土を改質する技術が種々実用化されており、処分のための前処理や再利

用のための改質において活用できる。たとえば 

・固化材との混合により固化、強度増加 

・脱水機と凝集剤により脱水 

・産業副産物との混合により脱臭 

・産業副産物との混合により粒度分布の改善 

・屋外に放置して雨水により脱塩 

・分級と脱水により汚染物質を分離 

などの技術がある。 

ただし、実施においてはそのコストが課題となる。また、改質後の品質の確実性や、環

境影響に係る安全性確保も課題となる。 

 

７．有効利用の可能性 

シルト質の浚渫土の有効利用について、陸域では建設土や圃場整備などの地盤材料とし

て利用の可能性はあるが、一般に、除塩、粒度分布の改善など、大幅な改質を必要とする。 

一方、水産関係で有効利用することについては次のことが言えよう。 

・漁港用地の埋立材料や、防波堤等の中詰材としての利用が考えられる。このとき利

用先の事業との量的・質的なマッチングが必要である。埋立材料として利用するに

は強度の増加が必要で、そのための技術は種々存在するが、実施についてはコスト

的な課題がある。 

・漁場施設として浅場造成、築いそなどへの利用が考えられる。これまで研究があま
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りなされておらず、実用化のためには改質に係るコスト、材料としての物理・化学

的な安定性、漁場としての有効性など研究すべき課題も多い。ただし今後の可能性

に期待できる。 

 

 

Ⅱ．木材の利活用に係る課題                             

 

１．都道府県からの意見 

「県内の森林の手入れが行き届かず、森林の有する公益的機能の低下が懸念される。そ

のため漁港漁場整備事業においても木材を一層活用するための技術開発が必要」との意見

を頂戴した。 

 

２．関係法令および方針 

・平成 22 年に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が制定され、同年、

農林水産省は新農林水産省木材利用推進計画を策定し、公共土木工事において木材利

用を推進するとしている。平成 28年に改定された同推進計画では、具体的な取組例と

して地盤改良用木杭や残存型枠等を明示している。 

・平成 29 年に一部変更された漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針では、間伐材の

活用を推進するとしている。 

 

３．漁港・漁場への利用の現状 

・平成 27年度の水産基盤整備事業の木材利用実績は 1,142ｍ3で、農林水産省関係公共土

木工事全体の 0.4％にとどまっている。利用のほとんどは柵工である。 

・近年では、漁港・漁場の整備で、増殖礁や地盤改良に木材を利用した事例がある。 

 ・沖縄県における木材を活用した増殖礁（平成 26年全国漁港漁場整備技術研究発表会） 

 ・青森県における間伐材を活用した液状化対策（平成 28 年全国漁港漁場整備技術研究

発表会） 

 

 

Ⅲ．水産系副産物を活用した材料の利用に係る課題                    

 

１．都道府県からの意見 

「一部の魚礁および増殖礁においてカキ殻等を利用した餌料培養部材が使用されている

が、波浪等に対する耐久性、耐用年数、効果等についての知見が十分でなく、便益算定が

できないため利用が進んでいない。そのため、便益や耐久性等についてガイドライン等の

策定が必要」との意見を頂戴した。 
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都道府県担当者を対象とした
漁港・漁場の施設の設計にかかる相談会

漁港・漁場の施設の設計にあたり、設計基準をどう適用すればよいかわからない、過
去に整備した施設が設計どおりの効果を発揮せず、改善するにあたって設計基準をその去に整備した施設が設計どおりの効果を発揮せず、改善するにあたって設計基準をその
まま適用してよいか判断に迷うなどの問題が少なからずあります。

そこで、設計にかかる問題点を詳細に把握し、対面で意見を交わすことによって問題解
決に着実に到達することを目的として 「漁港・漁場の施設の設計にかかる相談会」を開

開催日 平成29年７月11日

決に着実に到達することを目的として、「漁港・漁場の施設の設計にかかる相談会」を開
催しました。

開催日 ：平成29年７月11日
開催場所：水産庁漁港漁場整備部第１会議室
相談件数：８件（５県）

No. 相談概要 相談会の結果

生態系配慮型施設の検討
（１．新沖防波堤を設置時の波浪漂砂解

（水工研よりアドバイス）
相談項目に対するそれぞれの留意点についてアドバイスを行った

1
析について、過年度実施した成果を取り
入れて実施してよいか ２．新沖防波堤に
漁場(藻場)機能を持たせるための構造物
選定 ３．調査、設計の進め方について）

相談項目に対するそれぞれの留意点についてアドバイスを行った。
（今後の対応）
新沖防波堤の設計業務はこれから発注するが、設計業務を進め、具体的な相談内
容が明らかとなった段階で、再度意見交換を行うこととした。

2

●●堤背後に築造された岸壁の安定性
照査における適用基準について
（比較設計１～３のそれぞれの基準を適

（水工研よりアドバイス）
今の規則波実験による透過率とCADMAS‐SURFよる計算による透過率を比較して、
前者が大きければ実験式を、後者であれば計算値を採用するのが良いのではない
かと助言した（比較設計１～３のそれぞれの基準を適

応する場合の問題を知りたい）
かと助言した。
（今後の対応）
県は、コンサルタントに指示し、助言の方法を確認する。

（水工研よりアドバイス）

3

■■漁港‐9m岸壁の直杭式横桟橋を対
象としたレベル１津波の揚圧力の算定方
法
（直立消波岸壁の上部工に適用する揚力

杭式桟橋の波圧・波力特性に関する２論文を提示し揚力係数を参考にするようアド
バイスを行った。なお、論文の係数をそのまま準用することはできないため、水理模
型実験を行うことを勧めた。
（今後の対応）

の計算方法を直行式横桟橋に使用してよ
いか）

県は、設計図書に従い揚圧力を算定し、２論文の結果と比較検討を行う。それを踏
まえ、算定した揚圧力をそのまま使用するのか、模型実験を行いより精度の高い値
を求めるのかについて判断を行う。

（今後 対応）
4

▲▲漁港の防波堤堤頭部における消波
ブロックの処理（巻立）方法について

（今後の対応）
巻立方法のケースⅠ～Ⅲは、1999年版設計指針から示されており、水工研として、
当時の執筆者に聞くなどによりその分類根拠を調べ、県に情報提供することとした。58



No. 相談概要 相談会の結果

5 ▼▼漁港の静穏度悪化対策について
（今後の対応）
県は 引き続き調査を行い 疑問点等が生じた場合は 再度水工研に相談する

5 ▼▼漁港の静穏度悪化対策に いて
県は、引き続き調査を行い、疑問点等が生じた場合は、再度水工研に相談する。

主要な漁港施設の耐震・対津波化につい
（水工研よりアドバイス）
南北方向の地震動が非常に大きく それにより耐震強化岸壁の変位量が大きくで

6

主要な漁港施設の耐震 対津波化に
て
（耐震強化岸壁の設計を行ったところ事
業費が非常に高額となったため、より経
済的な方法を模索したく、レベル２地震動

南北方向の地震動が非常に大きく、それにより耐震強化岸壁の変位量が大きくで
る。東西方向の地震動はより小さいので、岸壁の法線を90°変えることができれ
ばより経済的になる可能性があることを水工研よりアドバイスした。
（今後の対応）
県は 耐震強化岸壁の設置位置を他の岸壁と交換し 法線を90°変更できないか

済的な方法を模索したく、 ル 地震動
の設定方法、応答解析方法、性能規定
の考え方についてアドバイスがほしい）

県は、耐震強化岸壁の設置位置を他の岸壁と交換し、法線を90°変更できないか
検討する。検討結果や事業費の試算を行った後に、必要があれば水工研と再度
相談する。

7

航路・泊地の漂砂対策について
（船磯漁港が冬期風浪で埋そくしており、
機能保全計画策定の過程でその対策を
検討するにあたり 留意点を教えてほし

（水工研よりアドバイス）
航路・泊地の埋そく対策については、水産庁公表の「航路・泊地埋没対策ガイドラ
イン」に沿って行うことが基本であること、特に埋没メカニズムを正しく把握するため
の数値シミュレーションが重要であることを説明し 数値シミュレーションを行う際の検討するにあたり、留意点を教えてほし

い）
の数値シミュレーションが重要であることを説明し、数値シミュレーションを行う際の
留意点を助言した。

（今後の対応）
8

鋼製表層型浮魚礁の係留方法の技術的
基準について

（今後の対応）
水工研は、浮魚礁担当者会議に出席し、流出事故の原因について情報交換を行う
それを踏まえ、必要に応じ、浮魚礁設計時の留意点について検討を行う。

出席された県の感想

・実施中の設計などについて相談でき、第３者として技術的な知見をもつ水産工学研究所に聞いて
もらい、方向性などの確認ができて良かった。

出席された県の感想

、方 性な 確認 良 。
・相談した議題についてより高度な技術的視点から意見を聞くことができ大変参考になった。
・年度の早い時期に開催され、本格的な検討実施前に相談できたため良かった。
・今回がきっかけとなり、今後検討中の案件についても相談しやすくなった。
・「漁港・漁場の施設の設計参考図書」の記述内容について、理解を深めることができた。

・県庁においても漁港事業に精通した職員が減少しており、相談会は業務遂行のうえで有意義
だった。
・全国的な事例を踏まえ技術的見地から具体的に指導の機会を得ることができ良かった。

出席されなかった都道府県へのアンケート（31都道府県から回答）

相談内容の

既に水産庁

等に相談済

みであった, 
2

Q1.相談会

に参加しな
かった理由

Q2.今後同様

の相談会を開
催したら参加

相談したい

事項がある

ので参加し

たい 1

特に相談し

たい事項が

相談内容の

事前検討に

時間を要し

間に合わな

かった, 1

するか

相談したい

事項が出て

たい, 1

たい事項が

無かった, 
25

業務の都合

で出席でき

なかった, 3

事項が出て

くれば参加

したい, 30
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設計相談会は、対面で意見を交わすことで、担当者の技術力向上が図られるととも
に、水産工学研究所に相談しやすい関係が構築できます。

水産工学研究所として、今後も、年１回程度相談会を開催したいと考えております。
都道府県の皆さまにおかれましても、本会を有効に活用頂けましたらと思います。

・設計に関する相談は、その都度お受けすることは可能ですが、出来るだけ、この相談会をご
利用下さい。

・相談会に出席される際は、設計に携わっている現場事務所の担当の方やコンサルタントの
方に同席してもらう方が、より有意義な意見交換が行えます。
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番号 氏名 機関名 備考

1 山本竜太郎 水産庁漁港漁場整備部整備課

2 不動　雅之 水産庁漁港漁場整備部整備課

3 浅川　典敬 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課

4 松永　靖 北海道庁水産林務部水産局水産振興課 発表者

5 菅原　範彰 北海道庁水産林務部水産局水産振興課

6 福田　裕毅 (地独)北海道立総合研究機構水産研究本部　中央水産試験場

7 藤川　義一 青森県農林水産部水産局漁港漁場整備課

8 野呂　恭成 (地独)青森県産業技術センター　水産総合研究所

9 杉浦　大介 (地独)青森県産業技術センター　水産総合研究所

10 今村　豊 (地独)青森県産業技術センター　水産総合研究所

11 高橋　秀幸 岩手県漁港漁村課

12 川崎　浩明 岩手県漁港漁村課

13 縄田　暁 宮城県農林水産部水産業基盤整備課

14 半澤　浩美 茨城県農林水産部水産振興課

15 横山　耕平 茨城県水産試験場

16 八木澤　篤 千葉県農林水産部水産局漁業資源課

17 武田　淳悟 千葉県水産総合研究センター

18 深山　恵 東京都産業労働局農林水産部水産課

19 高瀬　智洋 東京都島しょ農林水産総合センター

20 田島　良博 神奈川県環境農政局農政部水産課

21 村上　哲士 神奈川県水産技術センター相模湾試験場

22 諸橋　大介 新潟県農林水産部漁港課 発表者

23 池田　大悟 新潟県農林水産部水産課 発表者

24 藤田　利昭 新潟県水産海洋研究所

25 戒田　典久 石川県農林水産部水産課

26 品川　円宏 福井県農林水産部水産課

27 清水　一輝 静岡県水産資源課

28 市來　亮祐 愛知県水産課

29 倉田　恵吉 三重県農林水産部水産基盤整備課

30 松田　成史 鳥取県農林水産部水産振興局水産課

31 内田　明 山口県水産研究センター

32 松岡　聡 香川県水産試験場

33 松田　定勝 高知県水産振興部漁港漁場課

34 篠原　直哉 福岡県農林水産部水産振興課

35 中ノ瀬達哉 長崎県庁水産部漁港漁場課

36 阪口　太 長崎県庁水産部漁港漁場課 発表者

37 中原　康智 熊本県漁港漁場整備課

38 田村　勇司 大分県水産振興課

39 奥松　秀樹 宮崎県漁村振興課

40 鳥越　康裕 宮崎県漁村振興課

41 渡邉　剛幸 （公財）海洋生物環境研究所

42 岩田　仲弘 （公財）海洋生物環境研究所

43 影山　智将 （一財）漁港漁場漁村総合研究所

44 髙吉　晋吾 （一財）漁港漁場漁村総合研究所

45 高原　裕一 （一財）漁港漁場漁村総合研究所

46 加藤　広之 （一財）漁港漁場漁村総合研究所

47 濱田　研一 (公社)全国豊かな海づくり推進協会

48 本田　耕一 （一社）水産土木建設技術センター

49 宇賀神義宜 （一社）水産土木建設技術センター

50 安藤　亘 （一社）水産土木建設技術センター

51 間辺　本文 （一社）漁港漁場新技術研究会

52 小林　洋一 （一社）漁港漁場新技術研究会

53 堀江　五郎 （一社）漁港漁場新技術研究会

54 鈴木　重哉 （一社）漁港漁場新技術研究会

55 白石　學 （一社）マリノフォーラム21

56 北原　繁志 （一社）寒地港湾技術研究センター

57 斎藤　克弥 （一社）漁業情報サービスセンター

58 新井　義昭 （一社）全国水産技術者協会

2017/10/18

平成29年度水産工学関係研究開発推進会議水産基盤部会

出席者名簿
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59 川瀬　翔馬 （一社）全国水産技術者協会

60 笠原　勉 （一社）全国水産技術者協会

61 一政　悟 国土交通省北海道開発局農業水産部水産課

62 伊藤　敏朗 (国研)土木研究所寒地土木研究所

63 細川　真也 (国研)海上・港湾・航空技術研究所　港湾空港技術研究所

64 五島幸太郎 アジア航測株式会社

65 實村　昴士 アジア航測株式会社

66 藤田　温斗 アジア航測株式会社

67 中山　哲嚴 株式会社アルファ水工コンサルタンツ

68 住田　敏之 いであ株式会社

69 平井　光行 いであ株式会社

70 横山　雅仁 いであ株式会社

71 田中真規子 いであ株式会社

72 斉藤　二郎 株式会社エコニクス

73 杉村　文弘 オーシャンエンジニアリング株式会社

74 栗原　則男 オーシャンエンジニアリング株式会社

75 熊本　修太 岡部株式会社

76 谷内　修 海洋土木株式会社

77 伊良部善久 株式会社海中景観研究所

78 西　裕司 技研興業株式会社

79 大井　邦昭 技研興業株式会社

80 福田　一見 五福株式会社

81 青山　勧 サカイオーベックス株式会社

82 入江　正己 三洋テクノマリン株式会社

83 古橋　正祐 三洋テクノマリン株式会社

84 唐木　毅 三洋テクノマリン株式会社

85 後藤　美緒 株式会社水産タイムズ社

86 松原　修一 株式会社スーパーシールド

87 阿部豊太郎 スミリーフ株式会社

88 山本　正昭 株式会社センク２１

89 高垣　清和 株式会社チスイ

90 田谷　全康 東亜建設工業株式会社

91 林　美穂 東亜土木株式会社

92 松橋　章 株式会社東京久栄

93 圷　慎一 株式会社東京久栄

94 平川　和樹 東芝デバイス＆ストレージ株式会社

95 稲田　博 西日本建技株式会社

96 西村　博一 日建工学株式会社

97 五月女　洋 日本海洋コンサルタント株式会社

98 今村　均 日本海洋コンサルタント株式会社

99 後藤　洋之 日本海洋コンサルタント株式会社

100 松永　務 日本コーケン株式会社

101 鈴木　克俊 日本コーケン株式会社

102 藤田　孝康 日本ミクニヤ株式会社

103 新海　秀貴 菱和コンクリート株式会社

104 坪田　幸雄 復建調査設計株式会社

105 槙本　一徳 復建調査設計株式会社

106 青田　徹 株式会社不動テトラ

107 矢野　京次 古野電気株式会社

108 堀田　隆之 古野電気株式会社

109 青木　仁 古野電気株式会社

110 西　和宏 三井造船鉄構エンジニアリング株式会社

111 松本　和弘 ライトンコスモ株式会社

112 山本　潤 （水研機構）本部

113 下田　克也 （水研機構）本部

114 小河　道生 （水研機構）開発調査センター

115 前野　幸男 （水研機構）水産工学研究所

116 明田　定満 （水研機構）水産工学研究所

117 高尾　芳三 （水研機構）水産工学研究所

118 桑原　久実 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

119 大村　智宏 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

120 梅津　啓史 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部
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121 佐伯　公康 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

122 井上　誠章　 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

123 古市　尚基 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

124 杉松　宏一 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

125 川俣　茂 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

126 宇田川　徹 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

127 南部　亮元 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

128 佐藤　允昭 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部

129 渡辺　一俊 （水研機構）水産工学研究所水産土木工学部
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