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 第 ２３ 号    (平成 2４年１月５日発行) 

 

●トピックス（津波防災） 

 

＜東北地方太平洋沖地震津波の被災地視察報告＞ 

（構造・設計部 石本健治） 

（社）建設コンサルタント協会港湾専門委員会主催

の「東日本大震災の港湾施設被災状況と災害復旧の取

組に関する現場視察研修会」に当社から５名参加しま

したので視察概要を紹介致します。 

震災から約 7 ヶ月半が過ぎた 10 月 28～29 日に視察

に訪れました。コースは釜石港、宮古港、宮古市田老

町、大船渡港、陸前高田市と沿線の漁港・集落でした。 

釜石港では世界 大水深の防波堤である釜石湾口防

波堤を船上から視察しました。被災状況については事

前に理解しているつもりでしたが、約 12,000t の深部

ケーソンが被災している状況を目の当たりにし、あら

ためて津波の大きさとその破壊力に驚きました。 

次に釜石市内のガレキ処理の試行事業場を視察しま

した。ここではガレキ分別処理工程や処理後の有効利

用（リサイクル）等に関する検討がモデル事業として

行われており、ここでの試行結果を受けて、市内のガ

レキ分別を行う予定とのことです。分別（試行）の結

果、60～70％がリサイクルされて、 終埋立分は 30
～40％になるとのことでした。 
今回の視察地では、ガレキの多くはガレキ集積場に

集められており、被災した住宅地区等にはほとんど残

っていない状況でした。 

宮古港では、陸上から藤原地区の岸壁と神林地区の 
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釜石港湾口防波堤 

釜石市内のガレキ集積場 

宮古港神林地区（マリーナ） 
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リアスハーバー宮古（マリーナ）を視察しました。

ここでは、直立消波ブロックが上部工を付けたまま

岸壁背後で半回転した状態になっており、津波の衝

撃力の大きさを物語っております。 

宮古市田老町では、「万里の長城」として有名な防

潮堤を視察しました。田老町の防潮堤は、三面張り

の堤防形状の施設で全長 1350m、海面高さ 10m と

いう類を見ないほどの大規模な施設でしたが、被覆

コンクリートも大きく崩壊し、残存する防潮堤の背

後では地盤が洗掘されていました。 
  

大船渡港では以前に現地踏査で訪れた湾口防

波堤がなくなっており、食事や宿泊した市街地

の被災状況に津波の怖さを再認識しました。 
 陸前高田市では市街地を視察しました。市街

地のほとんどが津波被害を受け、比較的高いコ

ンクリートの建物以外はほとんど流されており、

もとの姿が想像できないような状態でした。 

 
 釜石市唐丹町の小白浜漁港の防潮堤の被災状況は

非常に印象に残りました。唐丹町は釜石湾の南の唐

丹湾の湾奥に位置しており、急峻で典型的なリアス

式海岸の入江となっています。その背後の集落を守

るために設置された高さ約 12m の防潮堤は、背後に

車が通れるほどの大きな施設でしたが、T.P.+17m 以

上遡上した津波によって写真に示すようになぎ倒さ

れていました。倒壊した防潮堤の背後は深く洗掘さ

れており、越流させない構造や背後洗掘を生じさせ

ない対策が重要と思われます。 
  
 私は、震災後、釜石港などを月に１度程度訪れて

おり、被災地も徐々に復旧し、皆さんの生活ももと

に戻りつつあると感じておりました。しかし、今回

初めて訪問した漁港や市街地の状況を目にし、失わ

れた生活の復旧にはどれほどの時間が必要かと感じ

ると同時に、私たちも土木技術者として出来る限り

のことをしなければとの思いを強くしました。 
 
 

田老町防潮堤 

大船渡港護岸 

 陸前高田市市街地 

 唐丹町小白浜漁港防潮堤 
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●シリーズ 

         日本の閘門を訪ねて（第５回） 

 関宿水閘門（茨城県五霞町）・江戸川水閘門（東京都江戸川区） 
          ～舟運維持と流量確保のために～ 

                               

 
江戸川は 1600 年代前半までは太日川と呼ばれる渡良瀬川

の下流部で、利根川とは別に東京湾に注いでいました。1641
年、利根川東遷事業により江戸川上流部が開削され、人工水

路として利根川の水が江戸川に注ぐようになりました。利根

川と江戸川が結ばれたことで関東の舟運は飛躍的に発展し、

北関東や東北地方との人流・物流のネットワークが構築され

ました。今では上流端の利根川との分派点には関宿水閘門が、

下流端の旧江戸川との分派点には江戸川水閘門が存在してい

ます。上下流端の水閘門によって水量が調整され、途中に利

根川へと繋ぐ利根運河があることにより、江戸川は運河のあ

る舟運路とも言えます。 
 上流端にある関宿水閘門は、江戸時代から明治中期まで活

躍していた江戸川頭流部の棒出しに代わって設置された水閘

門です。利根川・江戸川舟運の維持と低水流量の調整を目的

に、1918(大正 7)年に着工され、約 10 年後の 1927 (昭和 2) 年
に完成しました。明治時代に建造された利根川の閘門や水門

の多くは煉瓦造りですが、大正期になるとコンクリート構造

へと建設技術が転換され、関宿水閘門も大部分がコンクリー

ト構造になっています。しかし、隅石等の表面は花崗岩の石

張りによる一部煉瓦づくりの水門様式を残しており、閘門や水門の建設技術を知る上でも重要な水閘門

となっています。閘門は、閘室幅 10ｍ，長さ 100ｍ，マイターゲート式鋼製ゲートで、２門を手動で開

閉します。現在の閘門では完成当初のような舟運は見られませんが、カヌー等の川遊びの利用に転換さ

れ、03 (平成 15) 年には土木学会の土木遺産に認定されました。 
 下流端にある江戸川水閘門は、旧江戸川河口から 9.3 ㎞、江戸川放水路と分岐する個所に 1936 (昭和

11) 年に着工され、約７年の歳月を経た 1943 (昭和 18) 年に完成しました。水閘門の建設費は東京市の

水利統制計画に基づき、市が全額を負担しました。この水閘門建設の目的は、金町浄水場等の首都東京

の安定的な都市用水の確保、東京湾からの塩水遡上の防止、江戸川の水位低下の防止および旧江戸川へ

の流量確保でした。特に戦時中の建設であったため、関宿水閘門のような様式美は備えず、機能中心の

デザインとなりました。閘門は、閘室幅 16ｍ，長さ 100ｍ，ゲート長さ 13.4ｍ，高さ 6.5ｍのローラー

ゲート式の２門で、電動で開閉されます。 
 江戸川水閘門と行徳可動堰によって水位が安定され、現在でも常磐高速道付近まではプレジャーボー

トや水上バス、屋形船等が利用できます。それより上流部は小舟やカヌーが航行し、春は国府台の桜、

梅雨は葛飾の菖蒲、グラウンドでは各種スポーツ、堤防では散策やサイクリング、柳原水閘等の土木建

築物、松戸市のふれあい松戸川等、江戸川下流部の沿川を楽しむ多様な資源が存在し、舟運と連携した

魅力ある地域づくりが可能です。これらを活用することで江戸川の舟運・河岸の復活も期待され、地域

再生にも活用できるでしょう。また、都市用水として利用するためには水位確保による安定供給と同時

に水質の確保も重要になります。都市運河としての江戸川のあり方について、舟運を通して考える時期

に来ています。 
次回は「 上川さみだれ大堰」をご紹介します。   （日刊建設工業新聞掲載記事を一部再編集しています） 

技術営業推進部 江上和也

利根川 

江戸川 

関宿水閘門 

行徳可動堰 
江戸川水閘門 

江戸川周辺（Google Earth より引用） 
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●海外港湾視察 
＜台湾港湾施設（高雄港および基隆港）の視察報告＞ 

  

 （社）建設コンサルタント協会港湾専門委員会の一員である当社の企画部 溝口忠弘が、11 月 19 日か

ら４日間、台湾の高雄港と基隆港の現状を視察してきました。以下に、視察報告の概要を紹介致します。 
 
（１）高雄港（カオシュン港：Kaohsiung Harbor） 

台湾の南に位置する高雄港は、内海に平行

して張り出す旗津半島が天然の防波堤の役割

を果たしており、大変地形的に恵まれた良港

です。港区面積 26.8k ㎡，埠頭の総延長 26.6
㎞，埠頭数 118（うちコンテナ埠頭 26），コ

ンテナヤードの全面積 293.5ha，増置能力

116,500TEU という港湾機能を有し、近年で

は年間 900 万 TEU 前後のコンテナを取り扱

う台湾 大の港湾（2010 年コンテナ取扱量

860 万 TEU：世界 13 位）となっています。 
高雄港は 1856 年に開港され、埠頭の整備

は日本統治下の 1908 年に始まり、第二次世

界大戦後に臨海部の工業化と共に本格的な整

備が進められました。トランシップの比率で

はシンガポールや香港には及ばないものの、

トランシップ貨物が全取り扱い貨物量の約半

分を占めています。 
台湾政府は、1995 年から高雄をアジア太平洋オペレーションセンターとして位置付け、高雄港を海運

のキーステーションとして発展させる計画をスタートさせ、極東～北米、極東～欧州／地中海、極東～

中東航路、極東～オセアニアのターミナ

ルとして発展させる計画を進めています。

高雄港を利用する国際的な船会社は、欧

州航路と北米航路を接続するリレーハブ

として位置付けており、各航路の二つの

船が隣接したバースに同時に接岸し、コ

ンテナヤードに積み荷を滞留させること

なく積み替える方式も行われています。 
また、コンテナ港としてのハブ化を進

めるため、基隆港，台中港，高雄港との

間に限り、外国船会社にも国内コンテナ

輸送を許可しています。さらに、高雄経

由で他の国・地域に貨物を転送する場合

に限って中国との直航を認めています。

航路は高雄～廈門（アモイ），高雄～福州の

二航路であり、高雄港では第５コンテナタ

ーミナルのあるマークスの埠頭を利用しています。転送貨物の取り扱い額は、ライバルとなる香港を意

識して、1997 年からコンテナ１個あたりの取り扱い額を香港より約 100US$安い水準に設定していると

のことです。 

高雄港（第６コンテナターミナル：ＫＭＣＴ社） 

高雄港（第３コンテナターミナル：ＨＡＮＪＩＮ社）
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高雄港務局では、2020 年までに港湾区域を用途別に、バルクおよび一般貨物区，コンテナターミナル

区，工業区，港湾サービス区，軍用区に分けて整備していくこととしています。この過程で、前鎮漁港

やその周囲の一般埠頭をコンテナ埠頭化してコンテナターミナルを集約する一方、他のコンテナターミ

ナルから離れている第一コンテナターミナルは多目的埠頭に変更される予定とのことです。 
また、将来の大型貨物船の就航に備えるため、第二港口の航路に沿って両側を埋め立て、左岸（南側）

の埋立地には外海コンテナターミナルセンターと多目的埠頭を、右岸（北側）の埋立地は大林商港区を

拡張し、その外側を将来の港湾管理区域および工業区域とする計画があります。この計画による埋立面

積は、現在の高雄港の陸上港湾区域に匹敵する大きさとなり、埠頭は 13 を予定し、11 の埠頭は水深 18m、

2 つの埠頭は 15,000TEU のコンテナ船が接岸できる水深 20m を予定しているとのことです。 
   
（２）基隆港（キールン港：Keelung Harbor） 

基隆港は、台湾北部の天然の良港を基礎と

して発展し、現在海運の中継港として、台湾

国内の内航航路と組み合わせた物流ネットワ

ークを形成しています。取り扱い貨物はコン

テナを中心に年間およそ200万TEUを扱い、

高雄港に次ぐ台湾第２位を誇っています。し

かしながら、近年は台中港や現在建設中で一

部供用が始まっている台北港に徐々に押され、

取り扱い貨物量が減少してきているとのこと

です。 
基隆港は、日本統治下の時代に大規模な建

設・整備が進められ、太平洋戦争時には物資

輸送や海軍の基地として重要な位置づけの港

でありました。このため、大戦末期には米軍

の爆撃の主要目標となり、港湾埠頭施設は深

刻な被害を受けました。戦後の 1945 年に基隆港務局が設立され、港湾施設の復旧・再建が進められま

した。1953 年からは港湾施設の増設，1974 年か

らは外港の拡張工事が進められ、現在では５７の

埠頭数（日本統治時代は１８埠頭）を数えます。

港湾施設の一部には、今なお日本統治下に建設さ

れた岸壁が残されており、昔の港湾土木の技術を

目にすることができます。 
 
今回の視察において、国際競争力を持つために

は、改めて大規模な港湾施設と利便性の高い機能

が必要であり、特に船会社に対応したサービス（安

価で速度アップを図ったサービス）の展開が重要

と感じました。今後は、我が国の地理的，経済的

特性を見極め、我が国の港湾の優位性をさらに高

めていく努力が必要ではないでしょうか。 
 

 
 
 

日本統治下に建設された岸壁（一部修繕） 

基隆港（コンテナバース） 
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族旅行はその

続表彰の休暇

くれ、私の勤

受け入れには

市内・町内や

いところも多

け入れていて

い、宮城県南

亘理町は仙台

海沿いの町で

ころです。 

、1 週間ほ

宅の床下や庭

ーダーとな

頼の書類から

す。家や庭を

を続けました

で終わる家も

アセンターで

中泊をしてい

事は自前で、

缶詰をおかず

 

たため、5 人

の中には、自

らっしゃいま

れ、住宅の修

務を行ってい

い浮かび、力

いでいきたい

の報告＞ 

防災・水工部 

災され

強く持

しく、

円の補

の休暇

暇を使って被

勤続 20 年休

は条件があり

や県内からの

多くありまし

て、私が住ん

南部の亘理郡

台空港がある

で、地震津波

ど活動しまし

庭の泥出し作

り、ボランテ

ら必要な人数

を覆い尽くし

た。出されて

あれば、15
で決められ、

いました。（

朝食と夕食

ずにしました

人程度とはほ

自らも被災し

ました。また

修理が無事に

います。これ

力が湧いてき

いと思います

長谷川巌）

被災地にボラ

休暇と補助金

り、宿泊所

のボランテ

した。県外

んでいる神

郡亘理町を

る名取市・

波が遡上し、

した。主な

作業でした。

ティアセン

数や道具を

している泥

ている泥を役

人がかりで

朝 8 時半に

（後に車中泊

食はカセット

た。昼食は活

ほぼ毎日、活

して職を失っ

た、活動先で

に済んだとの

れらの業務を

きます。被災

す。被災地が

 

金

役

で

に

泊

活

活

で

を

災
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エコー本社 6～11 月分電気量 

●トピックス 

＜エコー節電対策および節電対策に連動した義援金活動＞ 

                                                   
 東日本大震災の直後から、当社でも節電対策への取り組みを行っています。今回の電力不足に対応す

るためだけでなく、低炭素社会の構築に向けたビジネススタイル・ライフスタイルを目指し、エネルギ

ーの使い方を見直そうとするものです。併せて、節電した分の電気料金を東日本大震災被災者支援のた

めの義援金として積み立てを行うものです。 

Ｈ23 年 6 月より正式に社内で左記のような

具体的節電ルールを取り決め、実行してきた結

果、Ｈ 23 年 11 月までの電気使用量は

41,809kwh の削減となり、節電分の電気料金

（過去２カ年の同月電気料金の平均額との差額）

の累計金額は 696,119 円になっています。（下

記表参照）夏場での削減が大きく、冷房抑制が

功を奏しているものと思われます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

エコー本社 6～11 月分電気料金削減結果 
（過去２カ年の平均値との差額）

節電対策例 

１．エアコン設定温度厳守 

２．クールビズ・ウォームビズ  

３．蛍光灯の間引き 

４．その他電気機器の節電 

   ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ・電気ﾎﾟｯﾄ等の使用禁止・制限

５．毎週水曜日全社ノー残業デー実施 

６．夏季一斉休暇の実施 

 電気料金 
削減額(円) 

６月 214,525 
７月 300,614 
８月 86,384 
９月 67,729 
10 月 －22,461 
11 月 49,329 
合計 696,119 

削減率 21％減 
 0 

5,000 
10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
30,000 
35,000 
40,000 
45,000 

6月 7月 8月 9月 10月 11月

過去2カ年平均 H23年実績kwh

IPCC 第 4 次レポートでは、化石エネルギー源を重視しつつ高い経済成長を実現する社会では、2100 年には地球

の平均気温が約 4℃（2.4~6.4℃）上昇すると予測しています。そうなったら地球はどうなるのでしょうか？ 

１．海水の熱膨張や氷河が融けて、海面が 大 59 センチ上昇します。南極やグリーンランドの氷床が融けるとさ

らに海面が上昇します。 
２．現在絶滅の危機にさらされている生物は、ますます追い詰められ、さらに絶滅に近づきます。 
３．マラリアなど熱帯性の感染症の発生範囲が広がります。 
４．降雨パターンが大きく変わり、内陸部では乾燥化が進み、熱帯地域では台風、ハリケーン、サイクロンといっ

た熱帯性の低気圧が猛威を振るい、洪水や高潮などの被害が多くなります。 
５．気候の変化に加えて、病害虫の増加で穀物生産が大幅に減少し、世界的に深刻な食糧難を招く恐れがあります。

                                     （全国地球温暖化防止活動推進センターHP より）
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生きものコラム №５  ヤナギの根っこを掘り返したら。。。。 

◆ある下流域の河川工事で樹木の伐採を行うことになり、せっ

かくの機会なのでヤナギの根茎調査を行いました。調査は今ま

でにない色々な知見が得られ、大成功だったので、今回はその

副産物を紹介します。掘り出しは真冬の２月でした。 
◆ 初に小さい幼虫が出てきました。これではよく分かりませ

んが、そのうち、大きな終齢幼虫を発見。アブラゼミです。こ

の場所は年間 10 数日は水没する筈ですが、本種は 5 年ほど地

中の根に取り付いていますので、洪水による水没で虫が死滅す

ることは無いようです。 
◆今度はクワガタを発掘。

クワガタは夏の子どもの相

手ですが、実は成虫で冬越

しする個体も少なくありま

せん。どうやって洪水をや

り過ごしたのでしょうか？ 
   

◆さらに、ヤナギの根が絡んだ空洞からネズミが飛び出して来ました。

土中にはかなり空隙があり、ねぐらにしているようです。ネズミは冬

も活動しますので、出来るだけ暖かいところを探しているようです。 
◆このように、一見、土壌生物しかいないと思われる土中にも、樹木

の根系が張り巡らされることによって、多くの生物の利用空間が形成

されていることが分かります。 
◆ところが、この樹木を土壌ごと移植等で動かすと、これらの生物も

移動してしまいます。 近東日本への北上が話題となっているクマゼ

ミ（西日本が生息地）も、明らかに植木による移動としか考えられな

い例があります。技術者としては生物への配慮と共に、不用意な移動

についても気を付けなければなりません。 

●発表論文紹介 
１．海岸工学論文集 Vol.58 [2011.11] 

ＷＲＦの計算特性に関する幾つかの検討 鈴山勝之,柴木秀之 

副振動に関係した微気圧変動の時空間特性 仲井圭二 

人工海浜の空洞化調査と不陸の発生メカニズム 小野信幸,伊東啓勝 

地域頻度解析手法による日本海沿岸域の確率波高の推計とＬ-モーメント法の改良 合田良実,久高将信 

消波工に斜めに入射する波の反射率に関する一考察 宮里一郎 

２．ＧＥＯＭＡＴ 2011  [2010.11] 

首都圏大規模震災時における河川舟運の傷病者輸送の可能性に関する調査研究 江上和也 

３．環境情報科学 [2011.11] 
災害時利用を考慮した防災船着場設置の制度設計に関する一考察 江上和也 

（執筆者欄は，共著であっても当社社員のみを記載）  

  
http://www.ecoh.co.jp     編集・発行 企画部 

本 社/110-0014 東京都台東区北上野 2-6-4 上野竹内ﾋﾞﾙ  TEL03-5828-2181  FAX03-5828-2175 
ダイヤルイン  総務部 03-5828-2181  企画部･技術営業推進部 2182  営業部 2183 
 河川･環境部 2187  環境･計画部 2188  防災･水工部 2173  調査･解析部 2184  
 構造･設計部・白島ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 2186  国際部 03-5828-8412  技術研究所/土浦 
事務所等/北海道,東北,北陸,茨城,横浜,中部,近畿,中国,四国,九州,沖縄,北九州,鹿児島,ソウル 

こちらのヤナギを掘りました

（2005.02.23） アブラゼミ終齢幼虫

コクワガタ

アカネズミ

（河川・環境部 
平田真二） 
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