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平成２２年度 

四国のみなと特別講演会 
日時：平成２２年９月２９日（水）１３：３０～１６：４９ 

場所：高松サンポート合同庁舎 アイホール 

主催：四国地方整備局港湾空港部、国土技術政策総合研究所、独法港湾空港技術研究所 

プログラム： 

・あいさつ 

・講演 

１）国土技術政策総合研究所（国総研）の概要 

２）港湾空港技術研究所（港空研）の近況と高炉水砕スラグの硬化促進工法について 

３）四次元広角映像及び測量用ソーナーシステムの開発 

４）港湾施設の戦略的維持管理のための最近の取組み 

５）近年の巨大地震津波による被害と日本への教訓 

６）浸水による沿岸域の地域被害の推定手法について 

７）意見交換 

内容： 

13:30～13:34 あいさつ 国土交通省四国地方整備局 次長 西本光宏             

・「特別講演会」は平成１８年度からスタート。 

・四国の発展を担っており、課題解決のための研究、開発の一端をご紹介いただける。 

・様々な課題、あるいは地震、維持管理なども講演の中に含まれている。 

・意見交換の時間も設けられており、みなさまにとって実り多いものとなりますよう。 

 

13:34～13:37 あいさつ 独立行政法人港湾空港技術研究所 理事 藤田武彦          

・国が自らやる基準作りは国総研、民間に任せておいては進まない

部分を独立行政法人。 

・国民の生命財産を守る、現場の課題解決に役立ちたい。 

・みなさん方から、「こういう問題課題がある」と、ご意見をいただ

きたい。 

・予算が減らされ、「金の無いときには知恵を出せ、知恵の出せない

ときは辞表を出せ」と。辞表を出さなくてすむよう知恵を出して

いきたい。実りある講演会となりますように。 

 

13:37～13:52 国土技術政策総合研究所（国総研）の概要                   

○講師：国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部長 戀塚貴 

○２点お願いがある。 

①研究者を使って下さい：優秀な研究者がいる。フィールドの経験があり、行政経験もあり、み

なさんの仕事のお手伝いが出来る。どうぞ使ってください。 
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②研修所を使って下さい：久里浜駅から歩いて１０分ほどのところに研修所がある。地方公共団

体の方も参加できる研修を用意している。職員の方のスキルアップに使ってください。 

 

２ｐ：平成１３年４月に国総研と独立行政法人に分かれた。 

・政策に関わることは国総研、民間にゆだねては必ずしも実施されない恐れのある部分は独立行

政法人。 

・沿岸域、港湾、空港に対応できる。 

 

１０ｐ：平成２２年度の研究テーマの例 

・里海アピールポイント強化 

・輸送円滑化方策 

・港湾の広域連携による海上物流への影響把握と効果拡大方策 

・港需要マネジメント 

・廃棄物処理対策 

 

１１ｐ：沿岸域における生き物の棲み処（すみか）づくりに関する研究 

１２ｐ：大規模な津波・高潮への対応方策に関する研究 

１３ｐ：東アジア地域における漂流・漂着ゴミに関する研究 

１５ｐ：エアラインの行動を考量した空港需要マネジメントに関する研究 

１６ｐ：地方活性化に資する地方空港の利活用に関する研究 

 

・このように、様々な研究をしており、どこかで重なりあう分野、研究があると思う。 

 

１７ｐ：港湾・空港に関する研修の案内（国総研 研修センター） 

・年間３５コースの研修 

・地方公共団体から参加可能な研修が９コース、６３名が参加。 

 

２０ｐ：地方公共団体等の受講 

・研修受講のメリット：第一線の研究者、学識経験者、本省職員、民間の専門家の講義や演習に

より最新の施策・事例・具体的手法を学べる。講師との交流・人脈形成により、その後の技術

的な相談・連携・支援等がスムーズに。 

・前年度は１０コース・３３日から、今年度は１３コース・５０日に拡大。 

 

13:52～14:33 港湾空港技術研究所（港空研）の近況と高炉水砕スラグの硬化促進工法について  

○講師：港湾空港技術研究所 地盤・構造部長 菊池喜昭 

２ｐ：久里浜にある。フェリー埠頭がある港空研 

 

３ｐ：組織 時代の要請にあわせて組織の（課、チーム）の名前が変わる。この課題は、どこに相
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談したらいいのか分かりにくい。 → 知り合いに電話する、企画に電話する、国総研に電話

して紹介してもらう。 

・１２０名ほどのスタッフ。 

 

４ｐ：研究体制 

①安心して暮らせる国土の形成に視する研究分野 地震、津波、高潮、流出油、災害 

②快適な国土の形成に資する研究分野 環境に関すること 

③活力ある社会・経済の実現に資する研究分野 高度化、ライフマネジメントとか 

 

５ｐ：大規模地震防災に関する研究 

・液状化対策 

・コンテナクレーンの免・制震技術の開発 

 

８ｐ：津波防災に関する研究 

・津波災害のシミュレーションの開発 

・大規模地震津波実験施設 → 地震と津波を同時に再現しての模型実験（遠心載荷装置＋津波

波動水路） 

 

１０ｐ：高潮・高波防災に関する研究 

・沖波の推算モデルの開発 

・高潮に関する研究 

 

１４ｐ：閉鎖性海域の水質・底質の改善に関する研究 

・泥の巻き上げに関する研究 

・湾口部の水質観測 

 

２０ｐ：港湾・空港施設の高度化に関する研究 

・コンクリートや鋼材の防食に関する研究 

・空港舗装に関する研究 赤外線を用いた舗装損傷部の検出実験 

・ライフサイクルマネジメントに関する研究 目視と劣化の関係を検討 

・海洋空間高度利用技術、環境対応技術等に関する研究 

 

２９ｐ：災害支援 

３０ｐ：国際貢献 

 

14:13～14:24 裏込めに用いる高炉水砕スラグの効果促進工法  

・スラグの固まる現象を利用することで、液状化防止や土圧低減となる。 

・しかし、うまく固まらせないと効果を期待できない。どうすればうまく固まらせることが出来
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る。 

 

５ｐ：高炉水砕スラグの効果 

・セメントを４％混ぜたのと同様の強度がでる。 

・ｐＨが高い水の中では硬化するまでの時間がかかるが、固まり始めると効果が促進される。 

 

８ｐ： 

・セメントを混ぜると：早めに強度が上がる。強度の増加は緩やか。海水中より真水中のほうが

強度が大きい。 

・水砕スラグ微粉末を混ぜると：初期の強度増加は遅い。硬化し始めると急速に強度が増加する。

真水中より海水中のほうが強度が大きい。比較的少量の微粉末でも硬化しやすくなる。 

・長期材齢の高炉水砕スラグを用いてもスラグ微粉末を添加したのと類似の効果が期待できる。 

 

１２ｐ：事前混合処理 

・微粉末が施工時に分離しないように、投入前に事前均質混合処理を行う。 

 

２２ｐ：まとめにかえて 

・硬化促進を意図した現実的な施工法 

 

14:24～14:33 質疑  

Ｃ：今日は、港湾管理者の方々が参加されていると思うので、久里浜は優秀な総合病院である。ホ

ームドクターを地方整備局が務め、整備局に相談いただき、内容によって総合病院を紹介しま

すので、使ってください。 

 

Ａ：様々なスラグ、石炭灰、浚渫土砂などの研究もしている。環境に問題があるのではと心配され

る方がおり、国立環境研究所と連携し検討している。使用環境を限定して使用することが出き

ると思う。 

 

新居浜港務局Ｑ：３ｐの説明で、なぜ硬化しないのでしょうか。 

Ａ：表面から固まり始める。大気中のＣＯ２の影響ではないことだけ確認できている。 

 

Ｑ：３．ア 増深工法で対応することが多いと思うが、・・・ 

Ａ：実験的に持ちそうだとわかっても、実際の施工はどうするのか、（現場で）効果をどう確認する

のか、もうしばらく研究する必要がある。 

 

14:33～14:58 四次元広角映像及び測量用ソーナーシステムの開発               

○講師：港湾空港技術研究所 施工・制御技術部 計装・制御研究チーム 研究官 松本さゆり 

２ｐ：目的 
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・透明度が悪いところでは出来高の確認が困難、潜水士の安全確保が難しい。 

・効率化・安全の確保のため、人間の目に変わる目視技術が必要。 

・さらに、測量にも同時に出来れば、より効率的。 

 

３ｐ：水中視認技術の背景 

・シングルビーム 点のデータしか取れない。 

・マルチビームソーナー ２．０度×１．６度よりも小さな変化は測定できない。 

 

６ｐ：４－ＤＷＩＳＳの構成 

・２５メートル先まで見える。３５度の範囲の測定が可能。 

・水平方向は、方位ごとに音波の周波数を変えておき、後処理でどの方向の反射波か分離する。 

・垂直方向は音響レンズにより分離する。 

 

９ｐ：海上試験 

・ジャケット下部の電気防食陽極（脱落の有無）を確認。 

・リアルタイム表示は、最速で毎秒４回映像を更新。 

・最大４ノットで船舶を移動させながら物体を撮影することが可能。 

 

１０ｐ：まとめ 

・海外で発表。このような取り組みは海外でもやられておらず、高い評価を得た。 

・毎秒４枚の映像が得られ、ダイバーの泳ぐ姿の撮影も可能。 

・測量も満足のいく精度で計測可能。１０ｍ遠方で、ズレは±５％以内。 

 

14:52～14:58 質疑  

松山港湾Ｑ：マルチとの違いがわからなかったので説明を。マルチより操作は簡単なのか。 

Ａ：マルチの場合には１回の音を出す際にラインでしか計測できない。この装置では面として撮る

ことが出きる。面で（瞬時に）捉えることが出来るので、（船舶を移動させ線のデータを面に加

工することが不要であり）マルチのように移動中の船の挙動を補正する必要がない。 

   操作性で言えば、（装置が大型のため）どの船にもつけられる状態ではないので、この改良を

完了すれば、使いやすくなる。 

 

Ｑ：水平方向は周波数で分離、垂直方向は音響レンズで分離との説明だったが、光学式のカメラで

いうところの画素数のような考えでいうと、どの程度のものなのか。また、周波数を高めるこ

とで分解能が高まるとか、画像処理技術を工夫することでよりノイズの少ない画像が得られる

とか、今後の研究計画など紹介願えないか。 

 

Ａ：分解能は０．２５度×０．２５度 ２５メートル先だと、５０ｃｍ 奥行きは１３ｃｍ程度。

広い範囲をザクッと見ることを目標とした。もっと詳細にと言うことであれば、対象範囲、計
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測範囲をより小型化したモノで構築する必要があり、研究方針から改める必要がある。 

 

15:10～15:38 港湾施設の戦略的維持管理のための最近の取組み                

○講師：港湾空港技術研究所 地盤・構造部構造研究チーム チームリーダー 岩波光保 

２ｐ：本日の内容 

・港湾港贓物の劣化事例 

・港湾構造物の維持管理の現状 

・港湾技術基準の改正 

・維持管理計画 

・最近の取組み事例 

・今後の動向 

 

・発展途上国は、発展途上ではあるが、植民地時代に作った古い港湾施設を維持管理もせずにこ

れまで使ってきた → 老朽による施設の損壊、使用不能に。 

 

３ｐ：港湾構造物の維持管理の現状 

 

４ｐ：港湾構造物の維持管理の現状 

・これまでは深度化、コンテナへの対応などで改造、手を入れてきた。 

・これからは、維持管理で劣化への対応が必要となる。 

・２００７年に港湾基準が改正され、港湾の施設の維持管理についても明確化 → 改正省令で

の明文化、「維持告示」の発出。 

 

５ｐ：港湾の施設の技術上の基準を定める省令（改正） 

６ｐ：ライフサイクルマネジメント（ＬＣＭ）システム 

 

７、８ｐ：維持管理計画 

・維持管理計画を作るときには、専門的知識及び技術又は技能を有するものの意見を聞くことを

標準とする。 

・技術基準対象施設はすべて。 

・維持管理計画策定レベルを適切に設定する。 

 

９ｐ：参考資料 

・「港湾の施設の維持管理計画所作成の手引き（増補改訂版）」 

・「港湾の施設の維持管理技術のマニュアル」 

・ともに６千円。 

 

１０ｐ：基本的考え方 
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①変状及び劣化の発生を前提 

②事前保全から予防保全への転換 

③主要部材とその他部材等の区分及び維持管理レベルの設定 

④劣化の予測と実体の乖離を前提 

⑤総合評価の実施 この「総合」の意味は、技術的に痛んだので直すではなく、予算や政策的な

ことも加味して評価するの意味。 

 

１１ｐ：維持管理レベルを考慮した設計 

・技術基準の改正により、維持管理レベルⅡが新たに設定された。 

 

１２ｐ：維持管理に配慮した新形式桟橋橋上部工の提案 

・リプレイサブル桟橋上部工 

 

１３、１４ｐ：確率論に基づく保有性能評価 

・目視によるａ，ｂ，ｃ，ｄ → どれほどの構造性能なのかを、古くなった桟橋部材から試験

を行い残存耐力を計測。 

 

１５ｐ：今後の動向 

・長寿命化計画策定事業費（直轄、補助） 

・港湾施設マネジメント支援システム 

・港湾のアセットマネジメント 

・技術開発 

・人材育成  

 

15:35～15:38 質疑  

Ｑ：橋梁の維持管理計画についての経験があるのだが、小さな市においても市道に架かる橋が１千

橋ほどあり、適切な維持管理を行いライフサイクルコストを最小化するよう努めても、毎年の

維持管理コストの予算の確保が出来ず、１千橋の内には、維持管理コストをかけることなく、

朽ちれば放棄するとの判断も必要となる。もちろん、幹線となる、コアとなる橋梁については

維持管理をしていくわけだが、どの施設を放棄するのかをどうマネージメントすればいいのか

などの研究成果はいかがか。 

Ａ：道路は線上で、途中一箇所でも途切れると機能できない。港湾は一つのバースが壊れても隣が

使えるとか、別の港を使えばいいとか状況が異なる。現在は、まずは全ての施設を維持管理し

ていくことで取り組んでいる。次に優先順位をつけていくことも必要となってくるだろう。 

 

15:38～16:09 近年の巨大地震津波による被害と日本への教訓                 

○講師：港湾空港技術研究所 海洋・水工部 主任研究官 有川太郎 

２ｐ：津波と風波の違い 
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３～５ｐ：正常性バイアスと多数派同調バイアス 

・普通の風波のイメージがあるので、ここで大丈夫だろうと思って少し逃げて立ち止まる。そう

して津波にさらわれる。 

・車は押しても動かないしっかりとしているものなので、車に逃げ込めば大丈夫と思い、車ごと

流されてしまう。 

・多数波同調バイパス 近くの住人の多くが鉄道に逃げ込んだ結果、数十分後に４ｍの津波が襲

い、１，５００名程度の方が無くなった。 

 

６ｐ：どう対応すべきか？ 

・正確な情報を出すこと 現段階で科学的になにがわかっていて、なにがわかっていないかを示

すこと。 

 

７ｐ：津波高の定義 

８ｐ：津波強度による津波形態と被害程度の分類（首藤、１９９２） 

 

９ｐ：浸水の形態 

・越流 

・段波 越流の３倍の力 

・砕波 越流の１０倍の力 

 

１０ｐ：汀線近くの津波の形状（首藤、１９９２） 

 

１２ｐ：チリ地震による津波高さ 

 

１７～ｐ：川への遡上 

・５．８ｍ遡上高があった。 

・津波直後には瓦礫や漂流物がたくさん溜まり、港に接岸できない。 

・漂流物の力 コンテナが流される 

 

・警報解除のタイミングは課題である。 

・道路に沿って避難をしており、浸水範囲ぎりぎりのところでも死者が出ている。 

・津波を見てから逃げ始めている。警報はそれ以前に出ているのに。 

・死亡率が低かったのは、背後に高台がすぐあったので。 

 

・サモアでは本震時には津波を見てから逃げた人が大半。その後の余震では、小学校もすぐに閉

校にして子供を帰す。 

・余震時に老人が心臓発作で死亡。 ← 正常性バイアスは突然の反応を防止するのに機能して
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いる。それが地震と津波の経験で正常性バイパスが無くなり、過度の反王を反オウをする。 

16:06～16:09 質疑  

Ｑ：チリの周期は短いように見えたが。チリ津波の高知での観測は３０～４０分間と長かったが。 

Ａ：伝搬するのにそれぐらいの周期でないと生き残らないのかな。近地津波では短周期が残る。津

波高の大きい部分は長周期で発生し、その上に短周期が乗っている。 

 

16:11～16:32 浸水による沿岸域の地域被害の推定手法について                

○講師：国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 主任研究官 熊谷兼太郎 

○被害額の試算結果 

・資産３、６７３億円に対し、約３割の１、２０１億円の直接＋間接被害が発生する。 

 

○今後の予定 

・地震（及び地震と津波の複合災害）の影響も含めた被害評価に関する研究 

 

16:28～16:32 質疑  

Ｑ：被害の算定だけではなくて、海岸事業をやって安全になったことで投資が増えたなどの便益も

入れてはと考えている。 

Ａ：安全になり、年資産の価値が上がったとかも入れていきたい。しかし資産価値は海岸だけで決

まっているわけではなく仕訳が難しいと思っているが、チャレンジしたい。 

 

16:32～16:49 意見交換                                  

○進行：港湾空港技術研究所 地盤・構造部 部長 菊池喜昭 

Ｑ：津波の研究について、映像も交え分かりやすく説明いただいた。研究成果を、いかに住民や自

治体の行動につなげばいいか、科学的根拠の裏付けをしていただいた成果を、どう現場につな

げばいいのか、検討されていることがあれば紹介いただきたい。また、研究成果を行動につな

げるために、現場の私たちを巻き込んでいただくようなことも。 

Ａ：津波の体験を私は何度もしているので慣れてしまったが、マスコミの方々に体験してもらうと、

感動する。 

Ｃ：役人が言うよりも、研究者が言う方が説得力がある。 

 

Ｑ：熊谷さんの話の中で、地震による被害を重ね合わせた影響を定量的に評価したいとの話があっ

た。また、実験で遠心力実験といったハードな取り組みもあった。国総研と港空研の組織間、

計画論とハードの連携、情報交換は。 

Ａ：情報交換もしているが、同じ敷地内に二つの機関があるというメリットもあり、活かしていき

たい。 

 

高松技調Ｑ：産業機能の低下をどうやって算定されたのか。個別企業の影響をどう出されたのか。 

Ａ：商業施設、工場施設について産業関連を出した。商業施設では、日平均の来訪者×営業停止日
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数×一人当たり金額 

 

企画官Ｃ：国総研にきくか港空研にきくかが、最初のバリアーになっている。私が仲介しますから、

相談して下さい。研究官など若い人に現場を見に来ていただくだけで、いろんな工夫やアイデ

ィアがあったりする。現場を見に来て下さい。 

Ａ：若い人を現場に出すようつとめます。また、メアドを書いている者もおりましたが、意見など

いただければ。 

－ 以上 － 


