
 1

 （ａ）平水時（波浪のみ）      （b)出水時(波浪＋河川流） 

図１ 河口周辺の地形変化の計算結果例 

図２ 港湾周辺における砂の移動と地形変化（航路・泊地の埋没）の計算結果例 
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 第 ２５ 号     (平成 2５年１月４日発行) 

    

●●●●技術紹介 

＜＜＜＜NeCSTNeCSTNeCSTNeCST モデルモデルモデルモデル    河口河口河口河口～～～～沿岸域沿岸域沿岸域沿岸域におけるにおけるにおけるにおける波波波波・・・・流流流流れ・れ・れ・れ・地形変化地形変化地形変化地形変化のシミュレーションのシミュレーションのシミュレーションのシミュレーション＞＞＞＞    

（調査解析部） 

河口～沿岸域では、気象・海象や地形によって波と流れのパターンが複雑に変化します。この複雑な

波と流れの作用による土砂移動が、海岸侵食や河口閉塞、航路埋没などの地形変化・漂砂問題を引き起

こします。この地形変化現象を明らかにするために弊社では、波・流れ及び地形変化の相互作用を考慮

したシミュレーションモデル（NeCST；Nearshore Circulation and Sediment Transport model）を開発しました。 

NeCST モデルは、波浪変形計算、流れ場の計算、地形変化計算の３パートより構成され、各パート

の繰り返し計算により、波・流れ・地形の時間発展的変化を予測します。波浪変形計算は、波の屈折・

回折・浅水変形、構造物からの反射、波の再生を考慮した砕波減衰、流れによる波の変形を評価します。

流れの計算は、潮流、河川流、海浜流、吹送流等の、沿岸域で生じる多様な流れを計算します。地形変

化計算は、掃流と浮遊による土砂輸送モデルを導入し、地形変化を評価します。 

【【【【河口周辺河口周辺河口周辺河口周辺のののの地形変化地形変化地形変化地形変化へのへのへのへの適用適用適用適用】】】】    

河口周辺の流れ場は河川流と海浜流の重ね合わせにより多様な流れが形成されるため、２成分を同時

に解くことが重要です。河口幅 200m のモデル河口域の地形変化の計算を例に(図１)、波浪のみで計算

した場合(ａ)は河口中

央に向かう流れにより

河口砂州が形成されま

す。一方、河川流を加

えた場合(ｂ)は河口で

生じる強い流れにより

河口砂州がフラッシュ

され、河口テラスが沖

へと張り出します。

NeCST モデルはこの

ように平水時と出水時

の地形変化プロセスの

表現が可能です。 

【【【【港湾港湾港湾港湾のののの地形変化地形変化地形変化地形変化（（（（泊地泊地泊地泊地・・・・航路埋没航路埋没航路埋没航路埋没））））へのへのへのへの適用適用適用適用】】】】    

矩形の港湾をモデルに、砂と泥で構成された底質の移動が引き起こす海底地形変化を NeCST モデル

で再現しました。図２

の底質(主に泥分)の移

動を表す漂砂量のベク

トルを見ると、海岸で

巻き上がった泥分が防

波堤の沖側を移動し、

防波堤先端を回り込ん

で港内に堆積する状況

が表現できます。 
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水田地帯にある小さな閘門 

（千葉県香取市の扇島閘門） 

●●●●シリーズ 

                    日本日本日本日本のののの閘門閘門閘門閘門をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて（（（（第第第第７７７７回回回回））））    

                    地域を結ぶ運河と閘門 

     ～文化交流と経済発展をもたらす～ 

 

 日本の長大な運河と言えば利根川と江戸川です。家康の利根川東遷事業は河川工事であり、運河工事

でもありました。それも 400 年も前のことです。今では自然河川の風貌を見せている両河川ですが、江

戸時代は舟運で栄え、さらに明治期以降にはそれぞれの河口に閘門が建設されたことにより、昭和初期

まで沿川の地域活性化に貢献してきましました。 

 閘門が地域で存在する意味とは、単に水位差の異なる河川や運河に船を通すことだけでなく、そこか

ら地域の個性や人々の感性が伝わり、文化や情報ネットワークの接点にもなることです。二つの地域と

河川の境界に閘門が建設されると、異文化交流が始まり、経済活動も多面的に発展していくことが考え

られます。 

地域を結ぶ運河事業の例は、石巻から仙台までの沿岸を運河と閘門で結んだ貞山運河、琵琶湖と京都

を結んだ琵琶湖疎水があります。また、角倉了以による伊勢湾と琵琶湖を部分的に結ぶ計画を手始めに、

彦根藩では伊勢湾と敦賀を結ぶ江濃運河も計画され、1963（昭和 38）年から両地点を結ぶ約 107km に

も及ぶ中部横断運河開発計画が企画されましたが、惜しくも実現されませんでした。 

ヨーロッパではマイン・ライン・ドナウ運河のように分水嶺を跨ぎ、民族の数百年の宿願を達成した

事例もあり、国際運河として幾つかの閘門で結ばれています。 

隣国の韓国では約 18 ㎞の京仁運河（ソウル・仁川運河）が 2011 年に竣工し、漢江と西海をつないだ

5,000 トン級のコンテナ船の通航を可能としています。その両端には閘門が整備され、仁川側の閘門は

潮位差 9ｍに対して門扉幅約 20ｍ、閘長 100ｍ程度のスライドゲート方式で、小型船用の閘門も整備さ

れています。潮位差 9ｍは日本の有明海が 6ｍであることを考えると非常に大きい施設です。一方、漢

江側では仁川側と同程度の規模のマイターゲート方式が採用され、平常時の水位差は 1ｍ程度、洪水時

は 11ｍ程度になります。水の路が整備されたことにより、今後、どのように地域の活性化に寄与するか

注視したいところです。 

 日本の閘門は水郷と呼ばれるところに多くあり、特に信濃川や利根川で特徴的です。信濃川の閘門は

本川を主体としています。利根川の閘門は千葉県香取市から利根川河口堰周辺に密集し、横利根閘門の

他、大小含めて約 16 カ所の閘門が流域

界を跨ぎ、縦横に張り巡らされた「エン

マ（江間）」と呼ばれる水郷の舟運交通路

と合わせて活用されていました。多くは

昭和 30～40 年代に造られたもので、特

に利根川左岸～常陸利根川の水郷めぐり

に用いられるものや、かつての地域交通

に使われていたと考えられるものなどが

点在し、閘門が人々の生活に欠かせなか

ったようすが偲ばれます。船や閘門につ

いては規模の大きなものばかりが検討さ

れる傾向にありますが、小さな閘門が水

路間を結ぶ新たな価値を見いだすことも

必要です。 

 

（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 
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 ●●●●海外港湾視察 

                    ＜＜＜＜インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア国国国国港湾施設視察報告港湾施設視察報告港湾施設視察報告港湾施設視察報告＞＞＞＞    

 

（社）建設コンサルタンツ協会港湾専門委員会の活動として、インドネシア国首都ジャカルタ特別市

周辺の国際物流ターミナルの現状及び日本の技術協力による施設の整備状況を視察してまいりましたの

で、概要を報告いたします。 

（（（（１１１１））））タンジュンプリオクタンジュンプリオクタンジュンプリオクタンジュンプリオク港港港港    

タンジュンプリオク港は、ジャワ島北西部に位置する首都ジャカルタ特別市の中心部から北へ約

20km、ジャワ海に面した静穏な海域にあります。コンテナ貨物の取扱量が急増しており、2011 年現在

では 562 万 TEU、世界第 24 位の取扱量となっています。既に取扱容量の限界に達しているため、既存

用地をコンテナターミナルに転用するなど、応急的に対応

してきましたが、周辺部の慢性的な交通混雑も相まって、

新規港湾開発等の抜本的な対策が必要になりました。 

このため、インドネシア政府からの要請を受けたＪＩＣ

Ａにより 2010 年から新規コンテナターミナルの候補地選

定を含めた港湾開発マスタープラン策定調査が実施されま

した。沖合の大規模な埋立てによる国際コンテナターミナ

ル（北カリバル）開発計画に加え、西方約 80km の海岸に新港を整備するチラマヤ新港開発計画が早期

実施事業として位置づけられております。北カリバル開発計画では 2030 年までに段階的に水深 20m、

岸壁延長 2,500m、面積 128ha 以上を、チラマヤ新港開発計画では 2020 年までに水深 12.5～17m、岸

壁延長 5,010m（コンテナ 12 バース，ＲＯＲＯ3 バース）を整備し、港全体で年間 2,000 万 TEU 以上

の取扱能力を目指すという、いずれも大規模な開発計画となっています。 

インドネシアでは高速道路や水道等のインフラ事業も民間が実施しており、港湾施設も早期供用を図

るために、日本政府開発援助（ＯＤＡ）等に頼ることなく国有港湾運営会社のもと、官民パートナーシ

ップ（ＰＰＰ方式）による整備が行われる予定になっています。経済発展の著しいインドネシアが国際

物流においても近接するシンガポール港と競争し合いながら、東南アジアのハブ港から世界のハブ港を

目指している勢いを強く感じました。 

一方、100 年以上前のオランダ統治時代に整備された防波

堤は沈下によって水没しており、現在、防波堤の再整備及び

浚渫工事が行われています。地盤は軟弱な粘土層のため、重

力式の構造物を建設するには地盤改良が必要になりますが、

後述するジャカルタ漁港の整備事例を参考に、竹杭・竹マッ

トを基礎とする捨石防波堤形式が採用されていました。ジャ

カルタ漁港整備段階に、豊富な労働力と成長の早い竹を利用

してほしいという、インドネシア政府の技術アドバイザーか

らの強い要望を受け、採用されたとのことです。 

（（（（２２２２））））ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ漁港漁港漁港漁港    

ジャカルタ漁港は、タンジュンプリオク港の西方約 10 ㎞に位置し、1980 年代初めに日本政府開発援

助（ＯＤＡ）円借款プロジェクトにより、旧港湾施設の沖合を埋立て建設されました。防波堤や護岸の

建設にあたっては前述のような竹杭・竹マットを基礎として建設されましたが、約 30 年を経過して沈

下が進行したことから、「ジャカルタ漁港リハビリ事業」として 2004 年から 2012 年にわたって岸壁の

防波堤、護岸の嵩上げ工事等が行われました。 

防波堤等は越波を許さない天端高までコンクリート構造物を設置することが一般的ですが、軟弱地盤

では荷重が増加することによって、全体的な構造物断面も大きくなり、建設費用の増大につながってし

沿岸計画部 白井英一 

タンジュンプリオクタンジュンプリオクタンジュンプリオクタンジュンプリオク港港港港    

竹杭竹杭竹杭竹杭のののの打設工事打設工事打設工事打設工事    
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まいます。そのためジャカルタ漁港では、日本人技術者のアイ

デアにより、海水が進入する土壌でも生育できるマングローブ

（ヒルギダマシ等）を活用し、植栽帯に消波機能を待たせた防

波堤が整備されていました。このマングローブ防波堤・護岸は

単に消波機能だけでなく、景観の向上、生態系の工場、暴風林

の働き、アメニティ空間の提供などの機能も果たすため、今後

のマングローブの生育が期待されています。 

インドネシアでは、ジャカルタ漁港の整備により大型船によ

るマグロ類の延縄漁業が可能となり、漁獲高が大幅に増大する

とともに、エビ類等の水産加工場の背後用地への進出によって

年間 350 億円の生産額、4 万人の雇用が創出されているそうで

す。水産加工製品の約半数は日本に輸出されるなど、日本によ

る途上国支援、国際協力の成功事例となっているそうです。 

今回の視察では、国際競争力の確保のためには大規模な港湾

施設と利便性の高い港湾サービス提供だけでなく、急速に変化

する世界経済や国際物流環境に対応する事業スピードも重要で

あることを改めて実感しました。インドネシアでは経済が成長

している一方、入国初日には最低賃金の引き上げを求める労働者 1.5 万人の大規模なデモが発生するな

ど、地域格差や所得格差が大きい国情も抱えています。また、17,500 もの大小さまざまな島しょからな

る東西 5 千 km、海岸線延長 81 千 km にも及ぶ国土を有し、スマトラ沖地震に代表される地震、津波、

火山などの自然災害の危険性が高いことなどが日本と共通する地勢になっています。日本の支援は経済

的にだけでなく、防災対策をはじめとする技術的な支援も引き続き必要であると感じました。                    

●●●●発表論文紹介    
１１１１．．．．土木学会論文集土木学会論文集土木学会論文集土木学会論文集ＢＢＢＢ２２２２（（（（海岸工学海岸工学海岸工学海岸工学））））Vol.68Vol.68Vol.68Vol.68    2012201220122012    [2012.[2012.[2012.[2012.11111111]]]]    

台風ボーガスを導入した WRF の計算方法に関する研究 鈴山勝之、柴木秀之 

波数スペクトル解析による微気圧変動の水平及び鉛直伝搬特性 仲井圭二 

非線形エネルギー輸送による周波数ダウンシフトに関する数値的検討 仲井圭二 

沖縄地方の港湾に影響を与える津波に関する検討 田中聡、岩瀬浩之 

東日本大震災における釜石湾口防波堤の被災メカニズムに関する研究 長谷川巌、稲垣茂樹 

現地データを用いた潜堤背後の地形変化と流況に関する検討 片野明良、久留島暢之 

二重パラペット型護岸（透水型）に対する数値波動水路と水理模型実験を用

いた効果的な設計に関する考察   

石本健治、松原弘晃 

周防灘における流動・濁り・低次生態系結合型モデリング 柴木秀之、白木喜章 

尼崎港の直立護岸での化学繊維を用いた自立的なワカメ藻場創出実験 山口奈津美 

（執筆者欄は当社社員のみを記載） 

●●●●役員人事のお知らせ〔平成２４年１２月１日付〕         

   執行役員 永 井 紀 彦 元独立行政法人港湾空港技術研究所理事 （別紙参照） 
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入社のご挨拶と自己紹介 

2012 年 12 月 1 日付採用  執行役員   永井 紀彦 

 

１．はじめに 

 12 月 1 日付で入社した 永井紀彦（ながい としひこ） です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 以下に、自己紹介をさせていただきます。 

 

２．経歴 

（１）業務歴 

1977.4. 運輸省採用（港湾技術研究所 研究官） 

  1988.6. 運輸省第二港湾建設局 横浜調査設計事務所 次長 

  1991.2. 運輸省港湾技術研究所 海象調査研究室長 

  2001.4. （独法）港湾空港技術研究所 海象情報研究室長 

  2006.4. （独法）港湾空港技術研究所 海洋・水工部長     

  2008.4. （独法）港湾空港技術研究所 統括研究官 

  2009.4. （独法）港湾空港技術研究所 理事 

  2011.4. （独法）港湾空港技術研究所 客員研究官 （勧奨退職後に委嘱、－2012.11.） 

  2011.7.  （財）沿岸技術研究センター 客員研究員 （現在に至る） 

  2012.12. （株）エコー 執行役員 （現在に至る） 

（２）学位 

  1997.3. 博士（工学） 東京大学 第 13263 号 

   論文名：ナウファス（全国港湾海洋波浪情報網）による我国沿岸の波浪特性の解明 

（３）主な受賞等  

1998.5. (社)土木学会 技術開発賞 （ナウファスの開発・改良） 

2002.5. (社)日本港湾協会 論文賞 （『波を測る』：ワーキンググループ執筆座長）  

2004.10. 第６回 国土技術開発賞 最優秀賞（GPS 津波計測システム）   

2010.10. 韓国海洋研究院 院長感謝牌 （２国間研究協力活動） 

 

  1998 年土木学会技術開発賞     2004 年国土技術開発賞最優秀賞     2010 年韓国海洋研究院院長感謝牌 

  



 

３．最近の研究活動 

 

（１）海象観測情報の解析・活用に関する研究会 （2012.11 から委員兼幹事長を担務）  

東日本大震災をふまえて、沿岸防災活動や海洋エネルギーの有効活用などの新たな海域利用活動が展

開されつつある中で、沿岸域の地域社会が真に必要とする、より高度化された海象観測データを有効活

用した情報発信が求められています。こうした動きの中では、地方整備局等の国の港湾関係機関や港湾

管理者が、各地域から期待され海の技術の専門機関としての存在感を高めることができるような、海象

観測情報の発信を支援するという視点が重要です。このため、海象観測データの解析活用に関する研究

会を、（財）沿岸技術研究センターを事務局として立ち上げました。 

 

（２）環境省浮体式洋上風力発電実証事業検討会委員（2010 年度より継続） 

環境省では、2010 年度より、浮体式洋上風力発電実証事業を長崎県五島列島椛島沖海域で進めており、

実証研究を円滑に進めるため検討会を設け技術的検討を進めています。本検討会事務局を環境省から受

託されている京都大学の宇都宮智昭准教授から推挙を受け、検討会委員として参画し、海象調査の観点

から本実証事業に助言をさせていただいています。本検討会では、環境省ばかりでなく、国土交通省や

経済産業省など、関係行政機関からも数多くのオブザーバ参加を得て、活発な情報交換と議論が行われ

ています。 

 

（３）港湾における再生可能エネルギーの導入の円滑化及び利用方策に関する検討会委員 

洋上風力発電の実現に向けて、施工条件の優位性や、公物管理者としての港湾管理者の存在等により、

特に港湾区域が注目されています。このために、2011 年度における“港湾における風力発電導入推進及

び非常時等の電力供給方策に関する検討会”から継続して、本検討会に委員として参画させていただい

ています。本検討会は、国土交通省港湾局と環境省地球環境局の連携のもとで運営されています。 

 

 

 

2012.11.27.第 1 回海象観測情報の解析・活用に関する研究会   2012.6.13. 椛島沖に設置された浮体式洋上風車 

 


