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まえがき  
 北海道は全国の約 4 分の 1 の漁業生産量を占めており、我が国の水産食料基地とし

ての役割を果たしている。さらに、近年では、世界の水産物の需要の高まりから、国

際価格が上昇しており、我が国の輸入業者が海外の水産物を購入できない「買い負け」

も発生している。今後、世界の人口の急増により、水産物需給はさらに逼迫すると予

想されており、わが国の水産食料基地としての北海道の役割は更に重要になると考え

られる。  
 このような中、新たな北海道総合開発計画の策定作業が進められており、平成 19
年 12 月の国土審議会北海道開発分科会で示された新たな計画の素案の中でも、食料

供給力の強化と食にかかわる産業の高付加価値化・競争力強化が施策の大きな柱とし

て掲げられ、安全性や高品質性の確保による高付加価値化とともに、海外の農水産物

や食品にも対抗し得るような競争力の強化と輸出促進が重要であるとされている。  
北海道の港湾及び漁港は、漁業生産を支える水産物の陸揚げ拠点であることはもち

ろんのこと、市場・流通等の様々な漁業活動が行われており、北海道の水産食料基地

の役割を支えるためには、港湾・漁港の更なる機能強化が必要である。また、他の地

域と比べて厳しい気象・海象条件を克服し、安定的な漁業生産活動を実現するととも

に、漁業従事者の高齢化や減少が急速に進む中、生産活動の効率化を図ることが必要

である。  
 北海道の水産食料基地としての役割を将来に渡り確固たるものにするため、本研究

は、安定的・効率的な漁業生産活動を支援する港湾及び漁港の機能の高度化方策を提

案することを目的とする。  
 
１．研究の内容  

昨年度の研究では、水産物の食料基地として必要な港湾及び漁港の役割についてと

りまとめるとともに、これまで実施してきた港湾及び漁港の整備をレビューし、現状

の諸課題について「効率的生産」と「安定的生産」の観点から、表－１－１のとおり

整理された。  
 
 
 
 



 

表－１－１ 港湾・漁港における諸課題  

効率的生産  
①漁業活動の効率化に対する定量的評価  
②身体負荷軽減による荷揚効率向上の定量的評価  
③鳥ふん･日光･雨などの外的要因が水産物に与える影響評価  

安定的生産  

④漁船における長周期波の整備指標（港形･波浪条件･整備水準）  
⑤漁港における異常時波浪の整備指標（警戒係留水域の設定、休憩

時の整備水準）  
⑥風による港内発生波を含めた静穏度評価手法  
⑦水産物陸揚げのための耐震強化岸壁の計画手法  

 
 なお、表－１－１で整理された課題を踏まえると、港湾及び漁港の高度化の方向に

ついては、以下の４つに整理することができる。  
 Ⅰ  冬期の厳しい就労環境の克服（①、②）  
 Ⅱ  消費者のニーズに応える衛生管理の高度化（③）  
 Ⅲ  安定的な漁業活動を支える港内静穏度の更なる向上（④、⑤、⑥）  
 Ⅳ  災害時における水産物流通の確保（⑦）  
 これらについては、新たな北海道総合開発計画の素案で示されている食料供給力の

強化と食にかかわる産業の高付加価値化・競争力強化に資するものであり、今後の港

湾及び漁港において非常に重要なものとなっている。  
 本研究は、表－１－１に示す課題を踏まえた港湾及び漁港の高度化方策の提案を

終的な目標とし、今年度については中間的な報告として、「作業効率指標による防風雪

施設の評価方法」、「静穏度向上のための新たな視点」及び「災害時の水産物流通への

影響」について検討する。  
 
２．作業効率指標による防風雪施設の評価方法  
２．１ 検討の内容  
 積雪寒冷地である北海道における漁業従事者は、野天における厳しい環境下におけ

る漁業活動や漁船の係留を強いられており、これらの問題を解消するため、全道の港

湾及び漁港において防風雪施設として屋根付き係留施設の整備を実施している。今後

とも、漁業従事者の減少・高齢化が進むことが予想されることから、効果的・効率的

な対策を実施するため、施設整備の評価を十分に行う必要がある。  
防風雪施設の整備効果をより的確に評価するには、防風雪施設整備による作業環境

改善が作業効率すなわち生産性に与える効果を定量的に評価する手法の確立が不可欠

である。本報告では、温冷感覚や温熱的快適感（苦痛の程度など）を温熱環境指標と

して数値化し、温熱環境指標による作業効率（生産性）を評価する方法について、寒

地土木研究所が有する低温室及び屋外における被験者実験により検討する。  
被験者実験では、人体の温冷感覚や温熱的快適感に関するデータを取得するととも

に、既存温熱指標の低温環境下における妥当性を検討する。さらに、温熱環境が作業

能力へ及ぼす影響（作業能力低下）に関する基礎的な実験を行い、温熱指標による作



 

業効率の定式化に関する検討を行った。  
 
（１）温冷感覚及び温熱的快適感  
 温冷感覚及び温熱的快適感を左右するのは、人体と外気との間の熱収支であり、こ

の熱収支量を考慮する主な要素として、気温、平均放射温度、相対湿度、風速、代謝

量、着衣量等がある。これらの要素を用いた温熱環境指標としては、オフィスなど室

内の作業環境評価に標準的に用いられている SET*（標準有効温度）等があり、これ

らの防風雪施設を評価する温熱環境指標としての妥当性を検討する。また、防風雪施

設の評価への適用が試みられている WCI（風冷指数）についても検討する。  
 SET*は人体熱収支モデルにより表現した熱平衡方程式に基づく精度の高い体感指

標である。また、WCI は局所冷却による凍傷発生の危険の予測に用いられる指標であ

り、風速と気温により簡単に算定することが可能である。  
なお、主な実験条件は表－２－１のとおりであり、温熱環境指標の妥当性を検討す

るため、表－２－２に示す被験者の心理的な反応を把握した。  
 

表－２－１ 実験条件  

気温  － 10.1～＋ 10.4℃、 1 ケースのみ 27℃  

グローブ温度  － 9.96～＋ 10.5℃  

平均風速  0.66～ 2.31m/s 

相対湿度  52.2～ 60.5% 

着衣量  Light： 1.9clo、 Heavy： 2.9clo 

   ※表中の数値は，各実験ケースの暴露時間内での平均値  

※指標計算に必要な平均放射温度はグローブ温度 , 風速より推定  

 
表－２－２ 被験者の心理的反応  

 

 
（２）作業効率  
 作業効率の検討においては、網外し作業が中心となることから、以下の点を考慮す

る必要がある。  
・網外しの中心となる身体部位・作業の複雑さ及び継続時間  
・熟練の度合い（実験の継続による作業効率の向上）  
・作業能力計測としての妥当性  



 

 このため、本実験では、厚生労働省の一般職業適性検査として使用され、作業能力

試験として十分実績があるペグボード試験（写真－２－１）及び網外しの模擬作業試

験（写真－２－２）を実施した。  

   

写真－２－１ ペグボード試験   写真－２－２ 模擬網外し試験  
 
（３）実験内容  

被験者は、表－２－１に示す実験条件で、30～ 45 分間の試験を行った。また、表－

２－２に示す心理的な反応 15 分間隔で自己申告した。なお、被験者は実験終了後、

温室内で 60 分間程度の休息を取った後に試験を実施している。  
 
２．２ 温熱環境指標の妥当性  
 図－２－１及び図－２－２は、 SET*及び WCI と心理的反応の平均値の相関を示し

たものである。両指標とも心理的反応との相関は概ね良好となっている。WCI は気温

と風速のみの関数で計算も容易であり、既存の指標として良く利用されている SET*
とほぼ同等の相関も見られることから、低温環境下における作業環境評価指標として

有効であると考えられる。  

 
図－２－１ SET と心理的反応     図－２－２ WCI と心理的反応 

 
２．３ 作業効率改善の評価  
 実験においては、作業継続時間が長いほど、作業効率が低下することが確認された。



 

このため、作業能力が温熱環境指標に応じて、業継続時間 t の増加により指数的に減

少する式（２－１）を検討する。  
 W = a exp（－ bt）  （２－１）  

ここに、W：作業能力、a：作業能力の初期値、ｂ：温熱指標等に関する係数である。  
図－２－３は、WCI と係数ｂの関係を示したものである。WCI の増加とともに、

指数的に b も増加する傾向にある。 小２乗方により定式化した b は式（２－２）の

ようになる。  
b＝ 1.1×10－ 5  exp（－ 0.0053t）  （２－２）  

図－２―４は、式（２－２）を用いて、WCI と作業効率（ W/a）の関係を作業時間

をパラメータとして試算したものであり、WCI 及び作業時間の増加による作業効率の

低下が現れている。  
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図－２－３ WCI 及び係数ｂ       図－２－４ 作業効率の変化  

 
作業効率を定式化するための被験者実験については、被験者及び暴露される環境条

件等の実験ケースのデータを蓄積することも重要である。また、実際の作業能力を考

える場合、本研究で実施した実験のような単位時間における作業能力だけでなく、あ

る程度長時間における平均的な作業能力を評価する必要がある。  
今後、蓄積されたデータにより、防風雪施設有無による温熱環境指標を用いた作業

環境改善効果及び作業効率改善についての分析を行う予定である。  
 
３．静穏度向上のための新たな視点  
３．１ 検討の内容  
 昨年度の報告において、漁船等の小型船については異常時波浪や長周期波により、

陸揚や係留に支障を来たしていることが明らかとなった。外郭施設の整備計画の指標

としては、限界波高の出現頻度から係留施設の稼働率を評価する方法が使われており、

本報告では、港湾及び漁港における外郭施設の適切な整備方策の提案に向け、異常時

波浪や長周期波に対する静穏度評価の考え方を整理する。また、提案した評価の考え

方により、古平漁港の外郭施設の検討に係るケーススタディーを行った。  
 さらに、外郭施設整備の更なる高度化を図るためには、波高のみではなく船体の動



 

揺を把握した上で施設計画を行う必要があり、数値シミュレーション手法の開発に向

け係留船舶の動揺解析モデルの構築が不可欠である。しかしながら、既往の解析の事

例は中～大型船が中心であり、漁船等の小型船については十分に検討されていない。

本報告では、動揺解析モデルの構築に向け、GPS を利用した三石漁港における現地観

測結果による船体動揺特性について報告する。  
 
３．２ 静穏度評価の考え方  
（１） 静穏度評価の問題点  
 港湾及び漁港における外郭施設の適切な整備方策の提案に向け、昨年度に引き続き

宗谷港、天塩港、熊石漁港、古平漁港及び三石漁港の５港をモデル港とし、利用者の

ヒアリングに基づき仮説を立て、現地調査や数値シミュレーションにより検討を行っ

た。各モデル港における仮説と主な検討結果（中間報告）を表－３－１に示す。  
 

表－３－１ モデル港における仮説と検討結果  

 仮説  検討結果（中間報告）  

物揚場の直立壁化による影響  港形に係る固有振動による影響がある。  

宗谷港  
強風、港内発生波による船体動揺

港内発生波による影響ではない。（風による

影響は引き続き分析）  

天塩港  強風、港内発生波による船体動揺

港内発生波が港内擾乱の主要因。また、長周

期波の影響もあり、小型船に対応した長周期

波評価が必要。  

異常時波浪による被害の発生  
異常時波浪が要因であり、漁港での異常時評

価の実施が必要。  
熊石漁港  

長周期波による被害の発生  
長周期波が要因であり、小型船に対応した長

周期波評価が必要。  

異常時波浪による被害の発生  
異常時波浪が要因であり、漁港での異常時評

価の実施が必要。  
古平漁港  

長周期波による被害の発生  
長周期波が要因であり、小型船に対応した長

周期波評価が必要。  

 
 本報告において、各モデル港における詳細な分析結果は割愛するが、漁港での異常

時波浪の評価及び小型船に対応した長周期波評価の確立が必要であり、本報告ではこ

れらの基本的な考え方について整理する。  
 
（２） 異常時波浪に対応した静穏度確保の考え方  
 昨年度の研究において、漁港においては、異常波浪に対して比較的漁船被害が生じ

やすいことが明らかになった。漁港における外郭施設の計画においては、異常時波浪

を想定した十分な評価を行っていなかったのが現状である。なお、港湾においては、



 

異常時波浪に対する係留施設前面における限界波高による外郭施設の検討が行われて

いる。  
 「漁港・漁場の施設の設計の手引き（ 2003）」においては、異常時波浪に対しては、

対象来襲波浪、利用限界波高および評価対象係船岸については以下のような条件が推

奨されている。  
 ・対象来襲波浪 ： 30 年確率波  

・利用限界波高 ：泊地水深が 3m 未満の場合は 0.4m 
泊地水深が 3m 以上の場合は 0.5m 

・評価対象係船岸：休けい岸壁  
 しかしながら、現地ヒアリングでは、異常時波浪が来週した際には、漁船は常時利

用している岸壁ではなく、比較的静穏な一部の水域に避難している実態が明らかとな

った。このため、経済性や既存ストックの有効活用の観点から、漁船が避難する 低

限必要な水域を安全避難水域として設定し、その水域での静穏度を確保することを提

案する。なお、対象来襲波浪及び利用限界波高の条件については、「漁港・漁場の施設

の設計の手引き（ 2003）」を準用する。ただし、利用限界波高については、安全避難

水域において、係留索の強化とともに様々な漁船の係留が想定されることから、一律

0.5m を採用することが望ましいと考えられる。  
 
（３）長周期に対応した静穏度確保の考え方  

昨年度の研究において、現在の風波による利用率評価や荒天時を想定した異常時の

評価だけでは説明できない長周期波による被害の実態が明らかとなった。しかしなが

ら、漁船のような小型船を対象とした長周期波対策に関する検討が十分でないことか

ら、ここでは休けい時及び陸揚げ時について、外郭施設の検討における対象とする波

浪と限界波高について整理する。  
休けい時については、モデル港において１年確率波程度の長周期波により被害報告

があったことから、１年確率波による評価が妥当であると考えられる。また、利用限

界波高については、モデル港において 0.25m 程度で被害が発生していたことから

0.25m が妥当であると考えられる。  
また、陸揚げ時については、漁業活動が行われていることが前提となることから、

出漁限界波高である 2.5m の有義波にともなう長周期による評価を行い、荷役限界長

周期波高については、モデル港において荷役が中止された船体動揺量により、 0.10m
～ 0.15m が妥当であると考えられる。  
 
（４）古平漁港でのケーススタディ  
① 被害の状況  

古平漁港においては、現行の評価基準により外郭施設を整備しているにも関わらず、

荒天時の港内擾乱により、船体動揺による損傷や係留索の切断被害等が報告されてい

る。利用者へのヒアリング調査では、港外の波高が 2.0m 以上になると被害が発生す

る可能性が高くなるとの結果であった。波高 2.0m 以上の波浪については、現行の評



 

価手法に用いている常時波浪による波向別波高頻度を考えると、その発生確率が 1.0%
未満となる。このため、古平漁港における被害については、異常時の波浪により被害

が発生したと考えられる。また、ヒアリングでは、風波では想定されない「漁船が水

面を滑る。」という結果もあったことから、長周期波による影響も考えられる。  
 

② 異常時波浪対策  
安全避難水域の選定にあたっては、漁船の受け入れが可能な十分な水域面積及び係

留施設を有し、利用者の静穏度向上に対する要請を考慮し、図－３－１に示す水域と

した。現港形での静穏度解析の結果、異常時波浪に対しては全ての係留施設で利用限

界波高を満足しない結果となり、図－３－１で示す J～M で囲まれた水域を安全避難

水域とし、そこから伸びる２本の突堤により必要な静穏度を満足することが可能とな

る。  
 
③ 長周期波浪対策  

長周期波による静穏度解析を行った結果、被害が報告されている水域等で利用限界

波高を満足しない結果となった。長周期波対策としては、図－３－１の A 及び B で示

す位置に吸収層としての消波工の設置することにより必要な静穏度を満足することが

可能である。  
 

 

図－３－１ 古平漁港静穏度対策  
 

吸収層（長周期波対策）

突堤  
（異常波浪対策）  



 

３．３ 船体動揺計算に向けた現地観測  
（１） 現地観測の概要  
 現地観測は三石漁港において実施しており、高精度で夜間や荒天などの視程障害時

でも観測可能な GPS を用いることとした。GPS の測位方式には様々な種類があるが、

観測精度や動体に対する追随性等からキネマティック測位に分類される RTD(Real 
Time Dynamics)を選定した。対象とした船舶や観測期間については、表－３－１に示

すとおりである。  
 

表－３－１ 三石漁港現地観測の概要  

観測場所  新港地区－ 4.5m 岸壁  旧港地区－ 3.5m 岸壁  

対象船舶  
外来漁船  
全長 24.8m, 幅 5.4m, 19GT 

地元漁船  
全長 20.0m, 幅 4.5m, 19GT 

観測期間  2007-10-20 10:16～ 12:41 2007-10-20 13:40～ 15:23 

 
観測日の天候は曇り～雨、外海はやや時化ており、うねりなどが港内に進入してい

る状況であった。このため、旧港地区の地元漁船は動揺に備え係留方法を縦づけとし、

係留索を長くとって船体を岸壁から離していた。新港地区の外来漁船は通常どおり横

づけであった。 GPS の衛星電波受信状態は良く測得率は新港地区で 99.99％、旧港地

区で 98.97％と良好であった。  
 
（２） 船体動揺特性  
 船体動揺については、図－３－２に示すとお

り、各軸方向の並進 3 成分 (Surge、Sway、Heave)
と各軸回りの回転 3 成分 (Roll、 Pitch、 Yaw)の
合わせて 6 つの運動成分で定義する。観測結果

の一事例として、新港地区の外来漁船の船体動

揺の並進 3 成分の時系列を図－３－３に示す。 
 新港地区の外来漁船では、振幅 0.5m 程度の Surge が見られるが、 Sway、 Heave
は比較的小さくなっている。また、周期については、10 秒程度のうねりと同程度の周

期が確認できるとともに、２分程度の長周期も見られる。Surge の動揺量については、

短周期の振幅よりも、長周期成分によるものが大きくなっている。  
なお、図示していないが、回転成分では、Yaw の振幅・周期が大きく、Roll は振幅

大・周期短で、 Pitch は更に振幅小となる傾向であった。旧港地区の地元漁船につい

ては、縦づけのため、横づけの新港地区の外来漁船に比べ並進・回転とも動きが大き

くなっていた。  
 

 sway

surge

heave

yaw

pitch

roll G

sway

surge
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yaw

pitch
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図－３－２ 船体の運動成分



 

  
図－３－３ 観測結果（新港地区の外来漁船）  

  
また、新港地区－ 4.5m 岸壁前面の水位のパワースペクトルを図－３－４に示すとと

もに、新港地区の外来漁船の船体動揺（並進 3 成分）のパワースペクトルを図－３－

５に示す。水位スペクトルについては、 10 秒（ 0.1Hz）前後にピークがあり、船体動

揺についても同様なピークが見られる。また、 Surge については、 100 秒（ 0.01Hz）
付近にもピークを有している。しかしながら、水位については 100 秒付近のピークが

見られず、係留系の固有周期が 100 秒付近にあると考えられる。  
なお、図示していないが、回転成分については、縦づけの旧港地区の地元漁船で Yaw

が非常に大きくなっているが、どちらの船にも周期 3～ 5sec に Roll のピークが見られ

た。  
 

 
図－３－４ 水位のスペクトル      図－３－５ 船体動揺のスペクトル  

 



 

（３）船体動揺モデルの構築に向けて  
 船舶を剛体と仮定し水の粘性を無視すると、船舶に作用する力は以下のようになる。 

・船体を動揺させる強制力 (風、波浪及び流れ )  
 ・動揺により生じる造波抵抗による慣性力 (付加質量係数 )及び減衰力 (減衰係数 )  
 ・Roll 等に伴う水圧による船舶の復元力  
 ・動揺で生じる係留系の反力 (防衝工・係留索の変位復元力 )  
 また、運動方程式については、船体を質量点とみなし、両端がばねで固定されたモ

デルを検討する。つまり、係留中の船体が動揺する状態とは、端を固定されたばね (変
位復元力を持つ防衝工・係留索 )の中間におもり (船体 )が付いていて、そのおもりに外

力 (風、波浪、等 )が作用して動揺する状況であり、これを数値モデルで再現すること

となる。  
おもり付きのばねは固有の周期を持つため、外力の周期がこれに一致すると外力自

体は小さくてもおもりの揺れが大きくなる。つまり、船体を含めた係留系の固有周期

と、港内進入波などの周期が船体動揺に大きく影響を及ぼすこととなる。  
また、Heave、Roll、Pitch は船体の質量または慣性モーメントと船体が変位したこ

とによる静水圧的復元力によってそれぞれの固有周期（概ね数秒から十数秒）が決定

される。Surge、Sway、Yaw は船体自体に復元力はなく、防衝工及び係留索からなる

係留系で固有周期が決定される。大型船では固有周期が比較的長く、特に Surge は係

留索のみで拘束され、ばね定数は一般に小さいので Surge 方向の固有周期はきわめて

長く、かつ運動に対する減衰が小さいため、長周期の動揺が増幅しやすい。ただし、

これは中～大型船の場合であり、船体が小さい漁船などの小型船は固有周期も短く、

より短い周期で動揺が起こる可能性がある。  
モデルの構築にあたっては、種々のパラメータの設定が必要となるが、既存の解析

の事例は中～大型船が中心で、小型船については事例も少なく、中～大型船のパラメ

ータをそのまま適用することの妥当性が確認されていないものもある。  
今後、蓄積された小型船の動揺観測データをもとに、既存の動揺計算プログラムに

適用する小型船用パラメータの検討を行う。  
 

４．災害時の水産物流通への影響  
４．１ 検討の内容 

北海道沿岸域においては、平成５年の北海道南西沖地震や平成 17 年の十勝沖地震が

発生したこともあり、地震防災対策の強化が必要となっている。また、日本海溝・千

島海溝周辺では、これまでにマグニチュード７や８クラスの大規模地震が多数発生し

ており、平成 16 年には「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法」が制定された。 

特に、北海道の水産業については全国の漁業生産量の約４分の１を占めており、大

規模地震災害による水産物供給への支障は、北海道の水産業のみならず、わが国全体

の社会・経済にも大きな影響を与える可能性がある。このため、北海道における災害

時の水産物流通機能を確保するための対策を早急に推進する必要がある。 



 

本報告においては、平成 17 年の福岡県西方沖地震による博多漁港の被災事例を整理

し、港湾及び漁港における災害時の水産物流通を確保する対策の検討に必要な視点を

整理する。 

 

４．２ 地震被害による水産物流通等への影響 

（１） 地震被害の概要 

福岡県西方沖地震は、平成 17 年 3 月 20 日（日）に発生し、震源の深さは約 9km で

あり、マグニチュードは 7.0 であった。福岡市東区及び中央区等において震度 6 弱が

観測され、震源に近かった玄界島では震度 7 とも推定されている。 

図－４－１に示すとおり、地震の被害が大きかった地域内には全 7 漁港が位置して

おり、各漁港とも係留施設、外郭施設等が被災し陸揚が一部困難となった。通常時は、

玄海漁港及び西浦漁港が生産・蓄養の拠点、博多漁港は「福岡市鮮魚市場（地方卸売

市場）」として地域内水産物が集約され、水産物生産流通拠点となっている。 

 

 

図－４－１ 岸壁等が被災した漁港 

 

（２） 市場機能への影響 

博多漁港には福岡市中央卸売市場が位置しており、大消費地福岡市域の水産物供給

を支えている。このため、通常、圏域内漁港で水揚げされた水産物は、陸送により博

多漁港へ集荷される。また、博多漁港においても、巻網・イカ釣り・延縄などの漁業

が営まれており、圏域内では も陸揚量の多い漁港となっている。 

地震当日（3/20）及び翌日（3/21）は定期休場日で翌々日（3/22）には開場する予

定であったが、取水施設（配管）や舗装などが被災していたため、各市場関係者で



 

低限必要な復旧項目を協議し、地震発生後の翌日（3/21）には取水施設の応急復旧に

より取引を行った（3/22）。しかし、床面の不陸（写真－４－１）やエレベーターの故

障により、通常時と比べ非効率な作業を強いられた。 

 

（３）岸壁の陸揚作業等への影響 

漁港施設では、岸壁の前傾、エプロン沈下、背後地や市場との段差（写真－４－２）、

排水溝沈下、舗装亀裂などの被害があった。背後用地との段差が無い岸壁で隙間のみ

生じた岸壁で、被災後 10 日間程度で土砂での間詰めによる応急復旧により使用可能と

なった。一方、沈下や段差が生じた箇所については、鉄板を敷くなどして仮設で利用

していたものの、フォークリフトの作業箇所が制限され、漁業作業は非常に非効率と

なった。 

また、当該漁港の主要漁業大型巻網漁業については、岸壁背後の大型巻網用選別機

を使用しての陸揚形態となっている。地震により、背後に選別機が設置された岸壁が

被災したことから陸揚が困難と判断され、代替漁港として大型選別機を有する長崎漁

港での陸揚げが行われた。翌々日（3/22）から 5 日間は毎月の休漁日であったため操

業は行われていないが、3/28 以降は博多漁港の大型選別機を他の岸壁に移設して陸揚

げを行った。このため、平成 19 年の岸壁の完全復旧まで、延縄漁業等との利用と輻輳

し、入港時間の調整など時間的な制約の中での作業となった。 

 

  
写真－４－１ 市場内の不陸      写真－４－２ 岸壁と市場間の段差  

 

（４）陸揚量への影響 

博多漁港は巻き網・イカ釣り・延縄などの漁業が営まれており、１日の 多陸揚量

が約 900 トンにもなる大規模な漁港である。特に、200 トンクラス以上の巻網漁船に

よるアジ・サバが多く陸揚げされている。また、漁港内の卸売市場では年間 14 万トン

という大規模な水産物取引が行われており、周辺地域は水産加工業などが盛んに営ま

れている。 

 なお、緊急対策として大型巻網漁業の長崎漁港での陸揚は実質的には大型選別機の

移設を終えるまでであったが、その陸揚げ量は約 387t であり、博多漁港およびその周

辺の水産加工場にとっては、相当の陸上輸送コストの増加があったものと考えられる。 



 

４．３ 耐震強化岸壁等の対策の検討の際の視点 

 前節での博多漁港の事例検討により、耐震強化岸壁等の対策を実施する際の視点を

整理すると以下のようになる。 

・関係者による応急復旧等に係る連携体制の確保が重要である。 

・市場機能を有する漁港では様々な流通関連施設が集中していることから、施設の

被害が発生した場合の影響が大きい。 

・市場機能を有する漁港の岸壁の被災により、代替港を経由した市場への流通等、

特に非効率な流通体系となる。さらに、市場等は早期に復旧される傾向にあるが、

岸壁の復旧には長期間要することから経済被害が大きくなる可能性がある。 

・利用漁港が被災した場合、代替港の選択には、漁業形態に関わる施設の状況が考

慮される。 

・水産物陸揚量・取扱量が多い漁港においては、被災により陸揚機能が減少した場

合、水産業のみならず地域経済への影響が大きい。  

 今後、上記の視点等に基づき、耐震強化岸壁等の対策を実施する拠点漁港等の考え

方を整理する。 

 

おわりに 

 本報告においては、「作業効率指標による防風雪施設の評価方法」、「静穏度向上のた

めの新たな視点」及び「災害時の水産物流通への影響」について整理した。今後、安

定的・効率的な漁業生産活動を支援する港湾及び漁港における機能の高度化方策を提

案するため、以下のような検討を行う予定である。 

 

Ⅰ 冬期の厳しい就労環境の克服 

 防風雪施設の評価方法を確立するとともに、評価方法を踏まえた今後の防風雪施設

の整備の留意点等を整理する。 

Ⅱ 消費者のニーズに応える衛生管理の高度化 

鳥ふん･日光･雨などの外的要因に対する衛生管理型施設の効果を把握するとともに、

輸出も踏まえた衛生管理の高度化方策について整理する。 

Ⅲ 安定的な漁業活動を支える港内静穏度の更なる向上 

 異常時波浪、長周期波、港内発生波及び強風に対する対策の考え方を整理するとと

もに、船体動揺モデルを用いた分析の有効性を検討する。 

Ⅳ 災害時における水産物流通の確保 

 災害時の水産物流通を確保するための耐震強化岸壁の整備等の考え方について整理

する。 
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