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函館港弁天地区の岸壁整備に当っては、国内外からの水産・海洋に係る調査・練習船等の利 

用に対応した岸壁機能の検討や、その背後用地に函館市が整備計画中である「国際水産・海洋 

総合研究センター」の整備スケジュールと合わせる必要がある。 

本報文では、水産・海洋に係る調査・練習船等と背後の研究センターが一体的に利用できる

岸壁整備について検討した内容を報告する。 
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1． はじめに 

 

函館市では「函館国際水産・海洋都市構想」を策定し、 

その中核施設として函館港内の弁天地区（旧函館どつく

跡地）（写真－１）に、「国際水産・海洋総合研究セン

ター（以下、研究センターという。）」の整備が計画さ

れている。 

一方、函館港は海上交通の要所として港内各ふ頭にお

いて多数の貨物船や官公庁船・作業船・調査船・漁船等

による多様な利用形態が混在している。 

この様なことから、平成１７年３月に改訂された港湾

計画では、弁天地区に函館港内及び国内外からの水産・ 
海洋に係る調査・練習船（以下、調査・練習船等とい 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

う。）を集約し、各ふ頭での港湾活動の効率化を図るこ

ととされた。 

弁天地区に集約される調査・練習船等の中には研究セン

ターの利用が見込まれている船舶もあることから、岸壁

整備に当たってはこれらの船舶に対応した岸壁機能を検

討するとともに、研究センターの整備スケジュールに合

わせる必要がある。 

本報文では、調査・練習船等と背後の研究センターが

一体的に利用できる岸壁整備について検討した内容を報

告する。 
 
 

2．函館港が抱える問題点 

 

函館港が抱える問題点の１つとして、慢性的な係留施

設の不足が上げられる。その原因は津軽海峡に面してい

る地理的要因により様々な海上業務の拠点であるからで

ある。函館港を数多くの各種船舶が在港及び利用してい

るため、港内の係留施設不足が生じ、小型船舶の護岸等

への暫定係留（写真－２）や不法係留が常態化している。

これら暫定係留や不法係留は船舶や港湾施設の損傷の恐

れが高く、港内の回頭や航行水域を侵害している外、滞

船や多そう係留が発生し荷捌き作業効率の低下を招いて

おり、港内利用上においては著しい非効率な状況である。 

この様な船舶の非効率な係留状態を解消し、函館港を

利用する船舶の安全性及び利用の適正化を促進するため

には、新たな係留施設の整備が急務となっている。 

 
 
 
 

【位置図】 

函館港 

函館港弁天地区 

写真－１ 函館港全景と弁天地区の位置 
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3．国際水産・海洋総合研究センターの概要 

 
函館市では豊富な水産資源を有する恵まれた漁場と学

術研究機関の集積した地を生かし、国際的な水産・海洋

都市の形成による新たな産業創出等の地域再生を目指し

た街づくりが推進されており、産学官と協働で平成１５

年３月に「函館国際水産・海洋都市構想」を策定した。 

 この構想の研究拠点基地となる函館港弁天地区には、

国・大学・道・民間等の学術研究機関や研究機能が集積

した複合的な研究施設とした研究センター（図―１）を

整備して水産・海洋研究ゾーンを形成する計画がある。 

 

図－１ 研究センターイメージ図    

 

4．調査・練習船等の利用形態の把握調査内容 

 
 弁天地区に整備する岸壁は、調査・練習船等が利用す

る施設として全国的にみても数少ない岸壁となるため、

当該岸壁をどのように整備し環境を整えれば利用者が利

用しやすいか等を具体的に把握して、利用コンセプトに

沿った整備が必要である。そのため、平成１８年度と平

成１９年度に調査・練習船等の利用形態の把握調査を実

施した。 

 
（1）平成１８年度アンケート調査と結果 

当該箇所の利用が見込まれいる船舶３４隻（函館港を

母港とする船舶含む）に、アンケート調査を行い、岸壁

付帯施設及び研究センターの利用への要望を確認した。  

表―１及び－２に確認結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）平成１９年度実態調査 

背後施設を含む実際の岸壁利用形態をより具体的に収

集整理するために、以下の手法で調査実施した。 

ａ）ヒアリング調査  

当該箇所へシフトが予定されている函館港在籍の調

査・練習船７隻等に対して、岸壁付帯施設やふ頭と周辺

写真－２ 暫定係留の状況 

若松地区作業船係留状況

西埠頭地区官公庁船縦付け係留状況

項  目 アンケート結果 

研究センターとの具体

的な連携活動内容 
「物資搬入」「研修」「福利厚生」 

交流窓口の拡大を図る

際に必要と思われる施

設やサービス等 

「交通機関（バス・貸自転車等）」「売店・コンビニ」「展示・

学習施設」「乗組員・実習生の宿泊・休憩施設」 

函館港利用の必要な情

報 

「緊急医療機関情報」「研究センターに関する情報」「市内公共

交通機関情報」「函館市観光情報」「日用品等の売店・コンビ

ニ情報」「乗組員休憩施設に関する情報」 

情 報 発 信 の 方 向 
埠頭利用専用ＨＰの整備が必要。 

下船時の対応のため、埠頭案内標識の整備が必要。 

 

表－２ 研究センターの施設利用への要望

表－１ 岸壁付帯施設への要望 

項  目 アンケート結果 

函館港への寄港頻度 函館港への寄港可能性のある官庁船は 20隻 

主 た る 寄 港 目 的 「研修生・実習生等の研修・見学・休憩」「給油・物資の補給」

岸壁付近での活動内容
「給油・物資補給」「船内見学会」「調査・研究機材の搬出入」

「船舶・機材の修理」 

乗 り 入 車 輌 と 位 置

「一般乗用車」「トラック」「タクシー」「ユニック・クレー

ン」 

接岸場所から 10ｍ以内への乗り入れを希望 

岸壁付帯設備・施設

「船舶給電給水施設」「廃棄物（船内ゴミ）分別案内標識及び

受入設備」「落水者に対応した救命はしご・救命浮環」「駐

車場（関係者）」 

岸壁構造への工夫点

「移動式フェンスの設置」「陸電施設の設置」「駐車スペースの

確保」「岸壁のビット番号の付与」「船体に汚れが付かない防

舷材」「保安設備・照明」等の整備 

係留時の安全対策施設
「立ち入り制限標識」「夜間照明」「船への侵入防止フェンス」

「警備員の配置」 

安全対策上の要請事項
「係留岸壁への立入制限柵の設置と施錠」「夜間照明の完備」 

「港湾側での保安体制整備」 
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地域が備えるべき具体的な要件を把握するために、前年

度実施したアンケート結果を基にヒアリングを実施した。 
ｂ）先進事例の把握 

国内における既存の先進事例を調査して、実際の岸壁

利用形態での利点や欠点を具体的に把握することとした。  
 更には、背後に整備予定の研究センターは諸外国の数

多くの研究者との研究連携・交流の場ともなるため、可

能な限りの国外事例アンケート調査も実施した。 

ｃ）利用予定者との意見交換会 

 ヒアリングを実施した函館港在籍船７隻に対して、具

体的な意見・要望等を聞き取り、より利用者のニーズに

合った施設整備を図るため、学識経験者も交えた意見交

換会を実施した。 
 
 

5．平成１９年度調査結果の要旨 

 
（1）岸壁の利用形態 

ａ）荷捌き作業として、調査・研究資材の積卸しや漁

具・漁網やサンプルの積卸し、食料品や船用品の積込み

がある。この時、研究装置が増加し各分野の研究者の機

材の積み替えが大変なため、コンテナ化が一部進んでい

る（コンテナを移動式研究室として利用）（写真－３，

写真－４）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｂ）船舶や調査・研究機材の点検修理、漁具・漁網の点

検修理、船内公開見学等の利用がされている。 
ｃ）縦付けと横付けの係留形態があったが、前者は比較

的長期間係留の場合、後者は短期間係留時と使い分けし

ていた。 

また、係船曲柱には係留予定船舶の係留場所を示す張

り紙（写真―５）がバース延長分複数箇所に貼り付けら

れており、係留場所が特定出来るよう工夫されていた。 

一方、外来船入港時の対応としてはナンバー付け等の

目印や岸壁敷きへ出向いての誘導で対応しているとのこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）埠頭に設置要望の高い施設及び設備 

ａ）調査・研究装置としてコンテナを使用していない場

合、個別の機材等積込みが必要不可欠であるため、広い

ヤードと実験用機材・船用資材や練習用漁具等を保管す

る大型の倉庫（調査資材庫）が必要であることが判った

（網等の漁具を用地で広げて作業・修理等を行うため）。  

この時、倉庫等がエプロン背後に位置して船舶への積

込みが容易なことも望まれている。   
ｂ）エプロン上に給電施設及び埋設された給水栓が１バ

ースに１～２箇所程度の設置されていた。 

特に給電施設に関しては、函館港においても現係留箇

所に既存給電施設があるため、 も必要な設備の１つと

なっている。 

なお、先進事例ではエプロン背後に配電ボックス（写

真―６）が設置されており、そこから船舶まで電源ケー

ブルが張られている。ケーブルはエプロン舗装を凹型に

カットした部分に配線し、通行車両とのトラブル回避を

図っていた（写真―７）。  

給水施設に関しては、エプロン背後に設置されている

コイン式の自動給水機で２４時間給水サービスが可能と

なる工夫がされていた。給電施設同様、利用者の細かな

ニーズを組み入れることが重要であると判った。 

 

コンテナ研究室の保管状況（赤線）

奥が日産岸壁

潜水調査船整備場前に置かれたｺﾝﾃﾅ研究室

写真－３ コンテナ研究室の保管状況 

（(独)海洋研究開発機構横須賀本部の例）

写真－４ コンテナ研究室 

写真－５ 係留状況（三崎漁港の例） 
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ｃ）エプロン及びその背後ヤードに関して、資機材の積

込み積み降しや漁網の補修などの作業があるため、岸壁

背後は広い方が使いやすく、且つ岸壁付帯施設はシンプ

ルに自由度の高い方が望まれていた。 

ｄ）SOLAS 対応として、保安対策フェンスが岸壁エプロ

ン背後を取り囲む様に張り巡らされていた。 

保安制限区域に船舶が係留していないときは、区域内

の出入りは自由で解放されている。 

また、保安制限時でも特段の不便を感じたことはない

とのこと。  

調査・練習船等は外航が多いため、SOLAS 対応は必要

である。その際、警備員等を配備出来ない港は、ゲート

の開閉に時間制限が発生するため、そういった港へは寄

港しない傾向にあるらしい。 

 

（3）岸壁との連携に際し研究センターへの要望の高い

施設及び設備 

ａ）調査研究室(機器保管場所) 
ｂ）乗組員の休憩・宿泊施設 
ｃ）見学者に対する研究成果や展示物の紹介スペース 

ｄ）コンビニエンスストア・売店 

 

（4）その他 

ａ）寄港地選択の考え方について、研究ニーズを基本に

考えるが、寄港後の地理的条件や交通条件等の行動範囲

が決め手になるらしい。 

ｂ）埠頭と背後市街地との距離 

一般的に調査・練習船等の寄港地選択の際、乗組員の

休息や買い物等の利便性及び市街地へのアクセスの容易

性が重要な要素となっているとのこと。三崎漁港の場合、

係留埠頭と周辺の商業施設との距離が以下の通りであり、

漁港内から容易に商店街へアクセスできる環境にある。 

 

6．主要施設の施設規模と施設整備イメージ 

 

これまでの調査結果や先進事例視察等から弁天埠頭に

おける施設整備の考え方及びイメージ案を以下に整理す

る。 

 

（1）倉庫及びコンテナヤード 

 倉庫は岸壁から近い位置に配置するのが望ましい。ま

た岸壁延長が長いため、倉庫は２箇所以上の分散が望ま

しい。 

 コンテナヤードに関して、２０Ft コンテナ研究室３

０個分、配置箇所は岸壁直背後でなくても可能と考える。 

 
（2）給電・給水設備、照明等（ケーブル地下埋設類） 

 給電・給水設備及び照明等に関しては、係留船舶への

引き込みを考慮し随所に配置することが望ましい。 
なお接岸中の船舶は、通常補助エンジンを動かして必

要とする電力を得ているが、給電施設を整備することで

陸上から電力を供給可能となり、接岸中船舶のアイドリ

ングをストップさせることが出来る。特に調査・練習船

等は貨物船と比較して係留時間が長いため、接岸中船舶

から発生する二酸化炭素等の大幅な削減に繋がり低炭素

社会づくりにも役立つものと考える。 
注意する点の１つとして、船舶により使用電力等が当

然違ってくるため、可能な限り計画上想定している利用

船への対応を検討・対処することが必要である。 
 
（3）道路・駐車場（係留船舶への通勤が主体） 

 駐車場は倉庫同様に岸壁から近い位置で、岸壁延長が

長いため、３箇所以上の分散が必要と考えられる（歩い

て 100m 程度）。分散された駐車場へのアクセス道路及

び安全管理上の一般車両進入制限のためのゲート等を考

慮した道路整備が必要である。 

 
（4）荷捌き用地内道路 

 岸壁のエプロンに隣接して荷捌き用地道路（通路）が

位置していることが望ましい。エプロン上での資機材の

給電ケーブル

給電ボックス

写真－６ 給電ボックス 

写真－７ 給電ケーブル 
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積込み積降し作業や漁網の展開作業等の、荷捌き用地上

に各船舶の必要作業スペースの確保が必要であるからで

ある。 
 
（5）SOLAS対応（ゲート） 

 岸壁への一般車両の進入禁止が望まれている。そのた

めには鍵付きゲート等の管理体制を今後検討する必要が

あるが、利用者の利便としてはゲートを通らないで且つ

24時間駐車利用が可能等の配慮も必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7．研究センターと岸壁整備スケジュール 

 

函館市では、研究センター全体を同時期に整備するこ

とは市財政的にも厳しい状況にあるため、「第１期整備 

に向けた基本的な考え方」を公表（平成１９年８月）し、

同センターの早期な一部供用開始を図るべく整備に取り

組むこととしている（図－３）。 
背後の研究センター第１期整備分でセンター利用が既

に見込まれている対象船舶は、各岸壁施設に対して１隻

ずつしかいないが、研究センターの利用の有無に関わら

ず、函館港在籍船７隻は当該岸壁に係留予定となってい

る他、外来調査船等の受け入れ体制も想定している。 

 

 

（6）廃棄物受入施設（ゴミステーション） 

 廃棄・回収をしやすくするため、岸壁から近く且つ駐

車場と併設する必要がある。 
 

これらの項目に対して、弁天埠頭における施設整備イ

メージ図におとしてみると図―２の様になる。 
各種作業スペースとなるエプロンの背後には大型倉庫

や駐車場が位置することとなり、研究センターの一部が

大型倉庫の役目を果たす等の調整が今後必要となってく

る。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 主要施設の施設規模と施設整備イメージ図 

第１期整備分で背後の研究
センターの利用が既に見込
まれている船舶

第１期及び第２期整備等に関係無く、
係留可能となった時点で、シフトして
くると見込まれている船舶

船舶使用施設
海水取水設備
・飼育棟

共同利用施設

図－３「国際水産・海洋総合研究センター」と 
岸壁整備箇所との位置関係 
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 したがって直轄事業においても、背後に位置する研究

センターの一部供用開始に合わせて整備を進め、当該構

想との連携を図っていく必要がある（表―３）。更には、

港内各ふ頭の混雑緩和が図られることとなり、一般貨物

船等の係留需要に対応が可能となる。 
 

 

 

 

 

8．まとめと今後の課題 

 
本件事業計画上、函館港在籍船７隻は、弁天地区岸壁

整備後に集積することを前提としている。 

このため、それら船舶に対し今後検討として、岸壁の

静穏度の確保、市街地との円滑なアクセス確保、臨港道

路の越波対策、係留需要の増大に対応した岸壁利用への

対応や施設拡張域の確保、一般客の侵入を制限し関係者

が２４時間利用できる管理体制の検討、船籍港船舶の専

用施設展開検討の必要性、研究センターと地域及び国内

外連携による岸壁高度利用への継続的対応等、多くの課

題を解決し利用促進を図らなければならない。 
また、寄港係留船に対しても可能な限り同様な対応が

必要と考える。 
 
 

9．おわりに 

 
平成２４年度、函館国際水産・海洋都市構想の中核

施設となる研究センターの一部供用開始される予定で

あり、その前面に位置する岸壁の整備となる直轄工事

も供用開始に併せるべく平成１９年度より現地着工し

ている。海洋都市構想がいよいよ実現に向けて具体に

動きだしたところである。 

まだ解決・調整しなければならない事項もあるため、

研究センターの実施主体の函館市を始め、当該施設利用

を予定している在来船機関とも３者一体となって連携し

ながら情報を共有して、利用促進策を熟度の高いものと

していく必要がある。使いやすい、望まれた岸壁施設を

整備して地域貢献に繋がるよう願うところである。 
 

表－３ 函館港弁天地区岸壁直轄整備と

研究センターとの整備スケジュール 
　 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

国際水産・
海洋総合研
究センター

事前調査

基本計画

基本設計

実施設計

工事

供用

岸壁

（-6.5m）
（改良）

地盤改良工

基礎工

本体工

上部工

裏埋工

舗装工

岸壁

（-5.0m）
（改良）

地盤改良工

基礎工

本体工

上部工

裏埋工

舗装工 H26施工完成予定

　 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

国際水産・
海洋総合研
究センター

事前調査

基本計画

基本設計

実施設計

工事

供用

岸壁

（-6.5m）
（改良）

地盤改良工

基礎工

本体工

上部工

裏埋工

舗装工

岸壁

（-5.0m）
（改良）

地盤改良工

基礎工

本体工

上部工

裏埋工

舗装工 H26施工完成予定

年　度
項　目

一部供用開始

岸壁（－6.5m）(改良)完成


