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寒冷地臨海部の高度利用に関する研究について
独立行政法人土木研究所寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ長

許士

裕恭

皆さんおはようございます。ただいま御紹介いただ
きました寒地水圏グループ長の許士でございます。私
のほうから二つの重点プロジェクト研究の成果につき
まして、続けて説明をさせていただきます。80分とい
う長丁場になりますが、どうかよろしくおつき合いの
ほどお願いいたします。
先ほど所長のご挨拶の中でもありましたように、重
点プロジェクト研究を、土木研究所の目標の一つとし
て掲げております。そのプロジェクト研究自体はいく
つかの個別課題によって成り立っております。そこで、
今日の説明も、プロジェクト研究全体の概略の説明に
プラスして個別の研究成果の紹介、ということになり
ますので、その辺の御理解をお願いいたします。
それでは始めさせていただきます。
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最初のプロジェクト研究は、寒冷地臨海部の高度利
用に関する研究です。
この研究は、北海道の港湾・漁港に関しての研究で
すが、最初に、北海道における様々な問題点を図－１
に列記しています。
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一点目は、港湾・漁港における冬期間の非常に厳し
い条件の中での荷役作業です。二点目は護岸や、堤防

図－１

等の沿岸構造物への被害についてですが冬期間、海氷
等の影響を受けまして、維持管理が非常に難しくなっ

安全・安心の確保と、安定した食料生産場の創出といっ

ています。それから三点目は、安全・安心な漁業環境

たものを大きな命題として目指しています。

をつくること。それから四点目は、最近特に言われて

最初にお断りしましたように、個別の研究によって

ますが、食の安定供給ということも含めまして、食料

このプロジェクトは成り立っております。最初のプロ

生産場の確保の問題を抱えています。

ジェクトは四つの個別の課題によって成り立っており

こういった問題点を解決するべく、課題となる研究
を幾つか設定させていただきました。一つは漁港にお
ける快適な作業環境をつくること。それからもう一つ
は、安定した食生活のために、食料生産の場をつくる

まして、それぞれ個別の担当チームにより進めたもの
です。
最初の個別研究が、寒冷地臨海部施設の利用環境改
善の研究です。

こと。それから安全な漁業環境の創出、施設の維持管

例えば図－２にある写真のような防風雪施設という

理手法といったもの。これらを個別の課題として挙げ

のは、港湾、漁港でご覧になっていると思いますが、

まして研究を進め、全体として、寒冷地の港湾施設の

このような施設というのは寒冷下の作業効率を向上さ
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せるため、それから荷揚げしました漁獲物の衛生管理
のために作られた施設です。さらに別な視点から見ま
すと、鳥等の動物からの被害を防ぐためのものでもあ
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このような施設というのは、人にとってどのぐらい
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役に立っているのだろうか。それから実際に流通の中
でどれだけ役に立っているのかを定量的に評価したも
のがありませんでしたので、この研究の中で評価法を
作成し検証しております。
それから二番目が、オホーツクのほうではおなじみ
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の流氷なのですが、流氷の出現と、それから海岸構造
物が受けている影響について研究いたしました。海氷

図－２

が海岸構造物に衝突しまして、様々な被害が起きます。
それらを低減するための研究です。それと、実際に現
地でアイスブームという、海氷をトラップ、捉える施
設を設置していますが、これらの設計法の提案をこの
研究の中で行っております。
それから、三番目ですが、寒冷地水域の水産生物の
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生息場環境の向上の研究（図－３）でして、海岸構造
物の持つ生産場としての機能について研究を進めまし
た。主なものとしましては、漁港内の水質浄化、それ
から人工の産卵床をつくり出す研究を行いました。
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それから、四番目の研究課題が、結氷する港湾にお
ける水中構造物の点検技術です。管理者は海岸構造物
を設置した後、点検等の維持管理をしております。そ

図－３

れを安全に実施するための技術の開発が遅れています
ので、人の力によらずに機械により測定する手法をこ
の研究の中で開発いたしました。
それでは個別の研究について、説明いたします。
２

寒冷地臨海部の利用環境改善に関する研究
最初の個別研究ですが、寒冷地臨海部の利用改善に

関する研究（図－４）です。先ほどお話ししましたよ
うに、冬期の非常に厳しい条件の中で荷役が行われて
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図－４

いという問題点があります。
それから、この施設が荷揚げした魚の鮮度保持にど
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とです。

れぐらい役立っているのかというのが明確にわかりま

最初に人間との関係につきましては図－５の写真に

せん。それを何とか目に見える形にしたいということ

ありますように実際に人を動員いたしまして、研究を

で、作業環境改善、それから作業効率の向上といった

進めました。

ものを評価する手引書をつくるための研究を進めまし
た。つまり、衛生管理の評価法を提案したいというこ
寒地土木研究所月報

特集号

2011年度 

研究は室内の実験場において実施しておりますが、
図－５の下の写真のように屋外でも実験をいたしまし
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た。
研究においては本当の荷役作業ではありませんが、
ひもを結ぶとか、穴に物をはめていく等の、そういう
単純作業がどのぐらいできるかというのを実験いたし
ました。あわせてアンケートを実施いたしまして、その
結果を、
定量的な評価に結びつける研究を行いました。
人間の寒い、暑いという感覚と作業環境との関係と
いうのは判断が非常に難しいですので、図－５の実施
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手法に WCI と書いてありますけれども、風速と気温、
これを入力することで風冷指数というものがでてきま
す。これを指標として利用し研究を実施しました。
図－５の左下のグラフを見ていただきたいのです
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が、アンケートにおける人間の感覚における「寒い」、
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図－５

「暑い」をそれぞれ上下５段階で分けて、それに風速
と気温を入れた関係をプロットしました。そうします
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と、概ねこのぐらいの指数になったときに寒い、暑い
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とか、そのような人間が感じることが、このグラフか
らわかります。
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次に作業効率について説明しますが、同じ指数を使
いまして作業効率を出しました。それぞれの条件下で
作業がどのぐらい進むかといったものなのですが、右
下のグラフでわかりますように、指標が上がるにつれ
て、急激に作業効率が低下する関係がわかりました。
これらの研究成果を踏まえて、手引書（図－６）を
作成しました。
この中ではまず調査の条件としまして、
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自然条件、既往資料、利用形態といったものを入力し

図－６

ました後、配置計画、それからシミュレーションによ
る防風の効果確認、それから附帯施設の検討を行いま
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設ですが、施設の効果が明らかに出ていることが目に
見える形で示されています。
これらの成果に実際の行政関係者の意見、現場での
技術者の意見を加えまして、最終的に設計評価のマ
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ニュアルを作成しました。これを今年の３月からホー
ムページ上で公開いたしまして、行政担当者の方にも
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ＰＲをしております。

図－７

続きまして、鮮度についての研究です（図－８）。
これは要するに陸揚げをしましてから仕分けするまで

雨があたりますから、その影響の変化を時間的に測定

の間、約６時間の時間がかかります。その後、輸送し

しています。

まして、皆さん方の御家庭に行き渡るまでには、さら

最初に、図－８の左下のグラフで、日射量との関係

に時間がかかります。この一連の過程の中で、防風施

を出しました。これで、魚体の温度上昇を示していま

設がどのぐらい役に立っているのかを研究しました。

す。その結果、グラフ上の黄色い線では、魚体を放置

当然このような荷役の場は、屋根がなければ直射日光、

しておくと約30度ぐらいまで上昇するという結果が出
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図－８
ております。同じグラフにブルーの線を引いています
が、これがＫ値という値です。これは、通常、お刺身
として食べられるような鮮度の限界がこのＫ値である
と一般に言われているものです。このＫ値をどこで越
えるかを、横軸を時間にして実験を行いました。
黄色い線に示すように魚体が30度に上昇しますと、
早々と K 値を越えてしまい鮮度が失われます。逆に
10度、５度と低くなると、Ｋ値を越えるのは遅くなり

ᵤᵄ䋫ᵹ᳖䈱ⵍኂ

図－９
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ますので、本研究の中では、この屋根つき岸壁を設置
して直射日光を防ぐことで、大体１日から１日半の鮮
度を保つことができるという結果が出ました。これに
より、輸送範囲、運送範囲というものも１日分延びま

図－10

すので、広範囲の流通が可能になり、貨幣換算して非
常に大きな効果が認められることになります。
次に、二つ目の研究課題を説明します。

水深52ｍのところにこの機器が設置されています。こ
の機器は波高と波の向きを測定するものですが、垂直
上方に向けて超音波を出して波高を測定します。さら

３．海氷の出現特性と構造物等への作用に関する研究

に、斜め上方30度で三方向に超音波を照射し、ドップ
ラー効果により波の移動方向を調べ、結果を定時で報

本研究はオホーツクを中心とした海氷の出現の関係

告している機器です。この機器は基本的には波を測定

についての研究です。幾つかテーマがありますが、時

するものですが、これを活用して、流氷の動きを測定

間の関係から、三点に絞って説明をさせていただきま

する可能性を検証しました。

す。

超音波は平面にぶつかると垂直に返ってきますので

図－９の左の写真は鉄製の鋼矢板の被害実例です。

容易に観測できますが、海氷というのは、図－11の右

この鋼矢板に、海氷がぶつかることで鉄が摩耗して損

上写真の説明にありますように、ラブル状、要するに

傷を受けます。

ぶつかり合い、割れて、それらが塊になって盛り上がっ

また、右側の古い写真のように、流氷接岸時に津波

た形になっています。その形状が、超音波を使って正

が発生したとき、流氷が津波とともに民家に飛び込む

確に測定できるかを、最初に室内で実験を行いました。

といった被害が過去に報告されています。

図－11のポンチ絵に示しますような模擬氷をつくりま

そこで、海氷の動きを調べる研究を行いました。日
本国内の54カ所の海中に図－10に示しますナウファス
という波高、波向、流速を測定する機械が既に設置さ
れています。オホーツク海域では、紋別の沖合8.2km、
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して、下から超音波を照射して、うまく測定できるか
を実験しました。
左下に示しますオシロスコープの波形では、普通の
波ですと右側のようにきれいにはね上がります。とこ
21

䋳

㽶䋭䋲 ᶏ᳖䈱․ᕈ䈫᭴ㅧ‛╬䈻䈱↪䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ
Σ 䉥䊖䊷䉿䉪ᶏ䈮Ᏹ⸳䈘䉏䈩䈇䉎ᶏ⽎⸘䈱ᵹ᳖᷹ⷰ䈻䈱ㆡ↪ᕈ䈱ၮ␆⊛䈭ᬌ⸛ 㽳

䋴

㽶䋭䋲 ᶏ᳖䈱․ᕈ䈫᭴ㅧ‛╬䈻䈱↪䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ
Τ 䉝䉟䉴䊑䊷䊛ဳᶏ᳖ᓮᣉ⸳䈱⸳⸘ᴺ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ 㽲

ᶏ⽎⸘䈮䉋䈦䈩䋬ᵹ᳖䈱༛᳓ᷓ䉇ṫᵹᣇะ䊶ㅦᐲ䉕⇛ផቯ䈪䈐䉎䈖䈫䉕⸃

ᵹ᳖䈱ଚ

᳓ᮏታ㛎
ࠬ࠲࠶ࡈ߅ࠃ߮ࡆ࠺ࠝߦࠃࠆ᷹ⷰ

䉥䉲䊨䉴䉮䊷䊒䈱ᵄᒻಽᨆ

40cm

ᧄ᧪䇮ᵄ㜞䊶ᵄะ䉕᷹ⷰ䈜䉎䈖䈫
䉕⋡⊛䈫䈚䈩⚉ᴒ䈮⸳⟎䈘䉏
䈩䈇䉎ᶏ⽎⸘䉕↪䈚䇮䉮䉴䊃䈏
䈎䈎䉌䈝ቯ䈚䈢ᶏ᳖᷹ⷰ䉲䉴
䊁䊛䈏᭴▽䈪䈐䉎

ᮨᡆ᳖㧔⹜㛎㧕


䉰䊨䊙ḓ
䊤䊑䊦⁁᳖䈱⸳⟎⁁ᴫ

㖸ᵄࡦࠨ㧔M*\ඨᷫోⷺ q㧕

⎇ⓥ⢛᥊

ᶏ⽎⸘䈍䉋䈶IPS䋨ᶏ⽎⸘ઃㄭ䈮⸳⟎䋩䈮䉋䈦䈩ᓧ
䉌䉏䈢ᵹ᳖༛᳓ᷓ䈱Ყセ䊶ಽᨆ
(GD 

ᶏ⽎⸘

CH1,1 Volts/div,0.00025 s/div, 2500 points

TDS 2002 - 11:35:03 2007/02/22

ᵹ᳖䈅䉍

CH1,2 Volts/div,0.00025 s/div, 2500 points

TDS 2002 - 10:48:33 2007/02/23

㫀㪺㪼㩷㪻㫉㪸㪽㫋㩷㩿㫄㪀

㪌
㪋
㪊
㪉
㪈
㪇
㪉㪆㪉㪇㩷㪇㪑㪇㪇㪑㪇㪇
㪄㪈

ᵹ᳖䈭䈚

㪉㪆㪉㪇㩷㪈㪉㪑㪇㪇㪑㪇㪇

㪉㪆㪉㪈㩷㪇㪑㪇㪇㪑㪇㪇

㫋㫀㫄㪼

㫀㪺㪼㩷㪻㫉㪸㪽㫋㩷㩿㫄㪀

㪌

㪠㪧㪪

㪋
㪊
㪉
㪈
㪇
㪉㪆㪉㪇㩷㪇㪑㪇㪇㪑㪇㪇
㪄㪈

㪉㪆㪉㪇㩷㪈㪉㪑㪇㪇㪑㪇㪇

㪉㪆㪉㪈㩷㪇㪑㪇㪇㪑㪇㪇

㫋㫀㫄㪼

䉝䉟䉴䊑䊷䊛䈲䇮ᚒ䈏࿖䈪䈲䇮䉰䊨䊙ḓ䈮䈍䈇
䈩䇮ḓౝ䈻䈱ᵹ᳖ᵹ䈮䉋䉎䊖䉺䊁䈭䈬䈱㙃ᱺ
ᣉ⸳䈱ⵍኂ䋨ㆊ䈮䋲䋰ంએ䈱ⵍኂ䈅䉍䋩
䉕㒐ᱛ䈜䉎䈢䉄䈮ḓญㇱ䈮⸳⟎䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䈚䈎䈚䉝䉟䉴䊑䊷䊛䈱ᑪㅧ䈮䈲䉮䉴䊃䈏䈎䈎䉍䇮
䈠䈱⚻ᷣ⊛䈭⸳⸘䈫ᯏ⢻⹏ଔ䉕น⢻䈫䈜䉎䈢
䉄䈮䈲䇮↪᳖ജ䉕♖ᐲ⦟䈒ផቯ䈜䉎䈖䈫䈏䉅
䈫䉄䉌䉏䈩䈇䉎

図－11

䉰䊨䊙ḓ䈪䈱䉝䉟䉴䊑䊷䊛

図－12

ろが、模擬氷塊があると左のようにギザギザになり、
普通の波とは違う物質があることがとらえられるとい
うことがわかりました。
そこで現地において、先ほど説明しましたナウファ
スという紋別沖にある機器にＩＰＳという氷厚計を併
設して、その互換性を調べました。ＩＰＳによる測定
方法は、海底から流氷の下までの距離が超音波で測定
できます。それから、水圧をはかることで水深が測定
できます。
そうしますと流氷の喫水深が推定できます。
図－11の右下に実際測定した結果を掲載しています
が、下のグラフが紋別沖に設置されている海象計の
データで、流氷が通ったときに波が反応しています。
それに対しまして、研究所で設置したＩＰＳを検証し

図－13

ますと、
上のグラフの海氷の動きを捉えていますので、

施設です。実際の写真を右下に示します。進入してき

この海象計の解析精度をもっと上げることで、将来的

た流氷を、アイスブームでトラップしていることが確

に海氷の監視装置として利用する可能性が検証されま

認できます。

した。
これらを利用することで、紋別地域の冬期の観光に
も貢献する可能性があると思われます。

では、そのアイスブームの設置ですが、施設は非常
に高額なものですのでコスト縮減の必要性がありま
す。さらに、それぞれの地域に適用した形で設置する

海氷の動きについては、動きの観測だけでなく、接

ためには、設計手法の確立が必要です。そこで、図－

岸してくる流氷をどう処理するかが問題です。図－12

13に示しますように理論解析と水理模型実験を行いま

の写真はサロマ湖の実例ですが、右上の写真のように

した。模擬氷を流しまして、トラップ能力を測定し、

実際に流氷が海から湖の中に進入してきます。湖内に

同時に、シミュレーションも行いました。右下の写真

ホタテの養殖施設とかがありまして、それらへの流氷

で示しますように、解析による捕捉予測と、実際の現

の被害が大体20億円以上という報告もあります。

地での捕捉状況が一致しており、シミュレーションの

この海氷の進入を何とか阻止したうえで、漁船の出
港は妨げないようにできないかということで、現地に

解析結果が良好で、合理的な設計法の提案ができまし
た。

実際に設置しましたのが、アイスブームという、図－

提案しました設計法を活用するために、能取湖に設

12のポンチ絵に示す施設です。上部が海面からでてい

置しました。図－14の左の写真は設置前でして、氷の

る杭を垂直に設置し、その間に設置した網で流氷をト

進入が認められます。右の写真はブームの一部を示し

ラップします。湖口の境界を一部開放して、漁船の出

ますが、このような３スパンのアイスブームを設置し

入に配慮したうえで進入する海氷については阻止する

ています。これによって漁船、それから養殖施設の被
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図－14

ᵤᵄ䊋䊥䉝

図－15

害といったものを防ぐことができることになりました。
次に、津波の関係の研究について説明します。
皆さん方の記憶にまだ３．11の災害の様子が鮮明に
残っているとは思いますが、このような災害時におい
て津波が襲来した際に、海氷、氷が混合していた場合
の影響についての研究です。図－15の右上の写真のよ
うに民家に氷が飛び込んで人が亡くなる等の被害例が
過去に報告されています。
この研究はスタートしたばかりの研究でして、海氷
の構造物への接触や衝突のメカニズムというのを解明
するための研究を行いました。
例えば海岸には図－15下部の写真のような石油タン
クのような重要構造物や、津波からの避難所もありま

図－16

す。避難所は写真にあるようなポールで高い位置に支

トしたばかりでして、今はこのような基礎的な研究を

えられていますので、このポールに海氷が衝突したと

行っています。この実験の結果から、簡易な推定式と

きに強度上問題が無いのかどうかが問題になります。

いうのを提案しました。しかし、実際の現地において

さらに、右の写真のような津波バリアというのが実際

は、さきほど説明しましたラブルのような塊の氷がど

に現地に設置されています。これは、網状の構造物で

ういう動きをするのか、どういう被害を与えるのかと

ありまして、津波襲来時に海水は通過するが、一緒に

いうことは、今後の研究において解明されるものと考

運ばれてきた漁船等が民家へ飛び込んだり、施設に被

えております。

害が及ばないように食い止めるための施設です。しか
し、
これは基本的には漁船を食い止めるためのもので、
ラブルの塊になった海氷が来たときの影響について

４．寒冷地港内水域の水産生物生息場機能向上と水環
境保全技術の開発

は、
全く今のところわかっていないといった状況です。
研究では、図－16の左写真のように板氷をポール状

三番目の個別課題ですが、生産性向上の研究となり

の構造物に落下させ、衝突時にどのぐらい壊れて、ど

ます。図－17にありますように、港湾や漁港施設の周

のぐらい衝撃があるのだろうという実験を行っており

辺は、防波堤や消波ブロック等の構造物が設置されて

ます。

いますので、波が非常に静かで穏やかな水域がありま

それから、先ほど図－９で鉄の鋼矢板が摩耗してい
る写真を紹介しましたが、接岸した氷が波で動いて、

す。ここにおいて生物生産性を向上させる研究です。
当然生産性が向上すれば、沖合まで行かなくても安

どのぐらい削るのかを、実際の氷を鉄の平板の上に置

定した漁獲が期待できるという利点もあります。さら

いて動かす実験も行いました。この研究はまだスター

に、周辺域だけではなく、港内で稚魚を育てるために
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はそれぞれの漁港によって違いますので、適応した整
備手法を提案することは非常に重要なことです。研究
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ㅢ᳓ሹ䈅䉍ታ↪ဳ⽴Ზ␂

ᄢဳ⽴Ზ␂

㪈㪈㪅㪋㪆㪺㫄㪉

㪇㪅㪈㪉㪆㪺㫄㪉

▵⿷േ‛

㪈㪌㪅㪉㪆㪺㫄㪉

㪈㪅㪈㪊㪆㪺㫄㪉

ታ↪ဳ⽴Ზ␂䈮චಽ䈭Ⲇ㓸䈏⏕䈘䉏䈢䇯

図－18
㽶䋭䋳 ኙ಄᷼ౝ᳓ၞ䈱᳓↥↢‛↢ᕷ႐ᯏ⢻ะ䈫᳓ⅣႺోᛛⴚ䈱㐿⊒

䋳

→㆐ᚑ⋡ᮡ㽲䈱ᚑᨐ

䈻䈱ᔕ↪

䊖䉺䊁⽴Ზ␂䉕ข䉍Ꮞ䈒㘩‛ㅪ㎮䈱⸃
ቯหᲧ䉕ಽᨆ䈚䇮㘩‛ㅪ㎮䈱㑐ଥ䉕⺞ᩏ䈚䈢䇯
㝼㘃䈱㘩ഀว䈏್䇯

ᳯ⦟Ṫ᷼䋨᧻೨↸䋩䈱⫾㙃᳓㕙䈱⸘↹┙᩺╬䈮ᤋ

の中では港内の水質の浄化のための循環の関係、それ
から構造物として既成している離岸堤等もありますの
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図－17
設置した畜養施設の効果を検証しました。港内の状況

⽴Ზ␂䈱ቢᚑ
䋨ⷙᮨ䋺㪊㪅㪇㬍㪉㪅㪇㬍㪇㪅㪌㫄䋩

⽴Ზ␂䈱Ⲇ㓸㊂䋨1cm2ᒰ䈢䉍䋩

▵⿷േ‛䋨ᢙ䋩

← ታ↪ဳ䊖䉺䊁⽴Ზ␂
䋨ᱷ㙄䉇♮䈮䉋䉎ᐩ⾰ᖡൻኻ╷䋩
ᳯ⦟Ṫ᷼

䊖䉺䊁⽴Ზ␂䈱ታ⸽⹜㛎▎ᚲ
䈖䈖䈪ၮ␆䊂䊷䉺䉕ขᓧ
䈖䈖䈮ㆡ↪

上のための研究を進めました。詳細につきましては、

᷼ౝ䈱‛⾰ᓴⅣ䋨⓸⚛䋩੍᷹࿑
̪䊖䉾䉬
䋸/m3

後ほど説明します。
図－18がホタテの貝殻礁の実証実験です。ホタテの
貝殻というのは臭い等の面から厄介物でして、廃棄処
分に困っているのが実情ですが、その貝殻を写真のよ
うに金網の枠に入れ、海に沈めて魚礁にしたときの効
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果を検証しました。貝殻のすき間にヨコエビやゴカイ

図－19

類が蝟集します。これらが生育すると、それをえさと

した。水質浄化だけではなく、畜養施設の一部として

する魚も集まりますので、その効果を検証しました。

使うために、岸壁に生けすを設置し、ホッケを畜養し

付加要素として、ヨコエビやゴカイ類は汚濁物質を食

ました。図－19に示しますように、ホッケのえさの残

べる習性がありますので、水質浄化にも十分役に立ち

りや、ホッケの糞が沈降し、貝殻礁にあるヨコエビ、

ますので、水質浄化と漁獲量向上の２つの効果につい

ゴカイが分解、浄化し、そのエビやゴカイを食料とす

ての検証を行いました。

る魚も蝟集する非常に良好な循環状況が形成されまし

最初に、図－18の左の写真のようなクリスマスツ
リー状の試験礁を海に沈めまして、エビやゴカイ類の

た。このような物質循環を明らかにすることで、漁獲
量の安定供給に結びつけられると考えています。

蝟集についての効果を検証したうえで、実用実験を行

図－20に示すのは、施設に付加機能を加え、生産性

いました。上部の写真のような横3.5、縦2.5、高さ0.5

向上をはかる研究です。このような護岸施設には消波

の大型貝殻礁で実験しましたが、効果はそれほど確認

ブロックが設置されてます。施設の内側は波が静穏で

されませんでした。分析しましたところ、魚礁が大き

すので、昆布、藻を育成する施設を設置しまして、昆

過ぎ、エビ、ゴカイ類が表面にしか蝟集しないことが

布の定着効果を確認しました。

検証されました。そこで、改良型として15個の穴をあ
けた魚礁を沈めまして効果を検証しました結果、最初
の大型貝殻礁に比べまして、形が小さいにもかかわら

次に、施設の一部に隙間をつくることで、ヤリイカ
が産卵しましたので、その効果も検証されました。
昆布の育成場所は非常に波が静穏ですので、ハタハ

ず、100倍近い魚体数を蝟集することができました。

タの魚礁を設置しました。ハタハタは、ホンダワラに

この結果で、
非常に効果のある魚礁が開発できました。

卵を産みますが、図－21に示すような人工の海藻を設

現地への応用ですが、江良漁港に貝殻礁を設置しま

置し、ハタハタの産卵を観察しましたが、自然海藻よ
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水温や流速等の条件を満足した位置に設置すると良好
な結果が確認されました。
図－21に写真を掲載していますが、産卵場所、産卵
時期を調査するためカメラを設置し、ハタハタの産卵
シーンを撮影しました。これから画像を見ていただき
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図－22に研究内容をまとめておりますが、ヤリイカ
の産卵礁等以外に左端に違う写真が掲載されていま
す。これは昆布を育てるための動揺基質です。昆布は
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育ちません。そこで、動揺基質に昆布の種をつけまし
て、ウニを波ではじき飛ばす施設を設置し効果を確認
しました。この試みは、漁獲量向上のための有効な方
策となります。
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図－22

ウニを育てるためにはえさとして非常に重要ですが、
ウニは昆布が育つ前に芽を食べてしまうことで昆布が
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５．結氷する港湾に対応する水中構造物点検技術に関
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四番目は、港湾施設の維持管理を人力に頼らず安全
に点検する技術の開発研究です。
図－23の右写真のように、港湾施設は、冬期間海氷
に覆われることで大きな被害を受けます。被害状況点
検のために、
今は潜水士が左写真のように実際に潜り、
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図－23
一点目が下段の左写真のように船にカメラをつけ、

目視確認しています。目視確認ですので、被災位置等

岩壁に沿って撮影した写真により、コンクリートの傷、

が非常に確認しにくく、海が濁りますと目視できなく

傷みを診断する技術です。二点目は、流氷の研究で説

なるので、時間的制約や、コストが高いといった欠点

明しましたような損傷した鋼矢板について、真ん中の

があります。そこで点検を安全な形で実施するため三

写真のように、バックホーの先端に超音波を出す装置

点の提案を行いました。

を設置し、陸から鋼矢板に押しつけて、損傷状況を調
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図－24
べる機械を開発しました。
また、港内に堆積した砂により漁港が埋まることが
問題です。今は船を使った深浅測量により測定してい
る砂の堆積状況を、陸から測定する研究を行い、装置
を開発しました。
図－24の中央の写真は、コンクリートを撮影するた
めに使用した市販されている音響カメラです。超音波
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アで解析しますと、下の写真のように、おおよそ横
100メーター、深さ11メーターに渡り一連の写真とし
て整理することが可能となりました。
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図－26
撮影面積が一定程度大きくなりますと、機器を使った

これを連続検証し、コンクリートの損傷状況といっ

ほうが安価になる結果です。ここで、機械自体の船体

たものを確認することが可能になりました。データと

設置に多少経費がかかりますが、撮影面積が大きくな

して保管し経年変化を確認して、毎年毎年の維持管理、

ると、潜水よりも安価で可能になるということが検証

補修計画に活用することができます。ここではソフト

されました。ただし調査日数については、実際機械を

ウェアの開発に非常に苦労しまして、実際の撮影では

使ったほうがずっと短く済むという結果が出ていまし

海中写真のため、図－25の写真のように破損箇所がぎ

て、機器の効果が確認されました。

ざぎざで写ります。それをきれいな画像に補修する機
能を持たせました。

次に、鋼矢板の点検ですが、図－26の写真のように
鋼矢板に端子を押しつけ、発信した超音波の反応によ

それから、移動して撮影しますため、縦の継ぎ目が

り実際の鉄の劣化状況、摩耗状況、損傷状況を調べる

微妙にずれます。それをきれいに補修することもソフ

機器です。右側のグラフでは、下が全然傷のない鉄の

トの中で行うようにしました。

状況で、その際はグラフ中の黄色い線の波形になりま

精度が約３センチの解析度が確保できまして、人間

す。傷がなければ、黄色い線より下方に青い波形が出

による目視の精度は、この機械により十分確保できる

てきます。しかし、右の写真のように傷がありますと、

ことが検証されました。

上のグラフのように青い線が大きく乱れまして、傷の

図－25の右下に、コストについての比較のグラフを

存在の確認がこの機械で即座にできます。これも鋼矢

示します。
点線が実際に人間が潜った時のグラフです。

板の維持管理・補修計画の中に活用できると考えます。

青線が調査に当たる日数、赤線が実際にかかる経費で

次に、港内に堆積した砂の測定ですが、これまでは

す。それから、
実線が機械による測定結果なのですが、
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ために、図－27のポンチ絵に示すマルチビームの活用
効果を検証しました。マルチビーム自体の角度を遠く
まで届くように30度傾けまして、左右に振り、到達距
離や調査能力を検証しました。中間のグラフ中の赤い
線が堆砂状況を示しています。一部切れていますが、
これは大きな岩の存在を示しています。検証結果では、
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大体半径100メートルの範囲について、この機械によ

れました。
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次に、この機械を海中から海面に向け、流氷をどう
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図－27

港内に進入した流氷の喫水深等の調査にもこの機器は
活用できることが検証されました。
以上で、最初のプロジェクトの説明を終わります。
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