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 第 ４３ 号     (平成３０年９月４日発行) 

 

●技術紹介 

＜環境ＤＮＡに関する技術開発＞ 

 河川、河口域、海域と連なる水域の生物調査では、多くの種類を確認するため、様々な漁具・漁法を用

いた調査を行います。しかし、この調査手法では調査地点の地形や天候、調査員の熟練度、漁具の種類等

に結果が左右され、取得データの精度や種名同定のばらつきが生じる等の課題が指摘されています。 
 これら課題を解決する糸口として、

生態系の分野において近年「環境

DNA」による調査・分析が注目され

ています。野外調査は現地で採水する

だけ、その後は実験室で水中に含まれ

る生物由来の細胞断片から DNA を

抽出・増幅させ、既知の魚類DNAデ

ータベースと照会・確認することで、

その水域に存在していた生物相を把

握することが出来る技術です。 
環境 DNA 調査には、特定の生物種の有無を把握する手法（リアルタイム PCR 解析）、その水域に生息

する全ての種を検出する手法（メタバーコーディング解析）の2種類があります。 
環境DNAの分析手法とその有効性 

分析手法 内容 利点 課題 

リアルタイム

ＰＣＲ 
特定の種の生息の有

無を検出する手法 
希少種の探索等に適している。同

一条件で実施した場合、量的比

較も出来る。魚以外も検出可能。 

種判別のための DNA 配列リスト

を種毎に開発する必要がある。 

複数種は同時に検出できない。 

メタバーコー

ディング 

水域に含まれる全ての

種を網羅的に検出す

る手法 

簡単な現地作業で生息種リストが

作成出来る。魚類のＤＮＡデータ

ベースは開発済み。 

種によって検出されにくいものが

ある。分析機材が高価。魚以外

のデータベースは開発途上。 
 
この技術を用いると、水域中の種数や概ねの量を誰でも同一精度で把握することができ、希少種の調査、

自然再生や河道掘削等の事業評価、河口域の生態系やハビタット解析の基礎データとなるばかりか、調査

手法が簡便で環境に負荷を与えないため、安全な調査確保や調査コストの縮減に貢献する技術となります。 
 弊社では、この技術に着目し、河川の中下流域から河口域、海域をフィールドに技術開発を進めている

途上ですが、採水中に含まれる DNA 濃度が偏在しているため、効率的な調査地点や採水水深の設定に課

題が多いことや、野外におけるDNA物質の移動・拡散を考慮する必要があることがわかってきました。 
 
 これらを踏まえ、弊社では、平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 年間、国立研究開発法人 土木研究

所と環境 DNA による調査手法やモニタリング計画の立案、計画手法等の技術開発の共同研究に着手し、

河川や河口域、海域での実践的な技術活用に向けた実装に努めているところです。 
（7月27日付け日刊建設工業新聞で紹介されました） 

Env i r onm en ta l  C on su l t an ts  fo r  O cean  an d  Hum an  

エコー・ニュースレター 
 

現地作業は水を汲む 

だけで終了 

水２リットルを分析 

室に送ります 

機械的操作で生息種 

水中の遺伝子情報 

からリスト作成 
※分析の一例 

コイ、ボラ、 
ゲンゴロウブナ、ハ

クレン、アメリカナ

マズ、 
ギンブナ、アオウ

オ、ワタカ、 
ドジョウ (9種) 

をリストアップ 
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●海外技術研修 

    ＜APAC2017 の研修報告＞ 

 
APAC2017(9th International Conference on Asian and Pacific Coasts 2017)は、アジ

ア及び太平洋沿岸諸国の海岸工学に関する国際会議です。日本・中国・韓国の評議員とア

ジア太平洋諸国の委員の構成で、2年に1回開催されます。9回目の今回は、2017年

10月19日から21日までフィリピンにて開催されました。 

会場は夕日が綺麗なことで有名なマニラ湾の近くの

コンベンションセンターで、海辺は人々の散策やくつ

ろぎの場となっていました（写真－１）。Opening 
Ceremony では民族舞踊が舞う華やかな開幕となり

（写真－２）、日本・中国・インド・韓国・インドネシ

ア・フィリピンなどからの参加者により研究発表が行

われました。主な研究分野は、波・波浪変形、流れ・

河口循環、漂砂、港湾・海岸整備、生態系・水質、海

洋エネルギー、津波に関するものです。 

私の研究発表(Impact on Dissolved Oxygen of 
intermittent deep water intrusion from the outer 
bay after the 2011 Tohoku Earthquake Tsunami in 
Ofunato Bay, Japan)は、横浜国立大学社会人博士課程

の課題の一つで、三陸沿岸に位置する大船渡湾で高い

溶存酸素濃度が維持されている要因についてです。大

船渡湾は毎年夏季に大規模な貧酸素水塊が形成されて

いましたが、2011年の東北地方太平洋沖地震による津

波後の観測では湾内が貧酸素とならずに高い溶存酸素

濃度が維持されていました。この湾内では時折、湾外

から低水温（高密度）・高溶存酸素濃度の水塊が湾内の

下層に侵入する現象がみられます。このような水塊が

侵入することで湾内下層の溶存酸素濃度が維持され、

侵入した低水温（高密度）の水塊の速やかな湾外流出

が、次の水塊の侵入を容易にする現象を発表しました。

質疑では、湾外からの低水温（高密度）の水塊は湾口

防波堤の基礎マウンドを越える高さで侵入するか、湾

内の溶存酸素の低下はどの程度底質に影響するか、津波で被災した湾口防波堤の復旧前と復旧後の違いは何

かなどの質問を頂き、貴重な意見交換をすることができました。 

最終日のBanquetでは土木学会海岸工学委員会の前委員長の東京大学佐藤（愼）教授、大阪大学青木教授、

現委員長の東京海洋大学岡安教授、韓国Handong Global UniversityのAhn教授はじめ、多くの参加者と

交流を深めることができ、大変勉強になりました。 

最後に、この度の貴重な機会を与えてくださった横浜国立大学中村教授、国土技術政策総合研究所岡田室

長、研究発表の共著者の皆様に心より感謝申し上げます。 

沿岸環境部 高尾敏幸 

写真－２ Opening Ceremony 

写真－１ マニラ湾の海辺 

写真－３ 発表状況 
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●港湾功労者表彰 

    ＜サンゴ礁調査の思い出＞ 

2018年度日本港湾協会第91回定時総会におきまして功労賞を賜りました。誠にあり

がとうございました。 

入社以来約 38 年間にわたり建設環境関連のコンサルタント業務に従事してまい

りました。主として沿岸域の自然環境調査、生物共生型構造物の計画・調査、サン

ゴ礁の保全計画・調査等の業務を担当しました。以下に私が主に携わってきたサンゴ礁調査の思い出を紹介

します。 

サンゴとの業務上の出会いは 1989 年で、テトラポッ

ドにサンゴがたくさん着いた一枚の写真からです。上司

がこの写真を見て、防波堤はサンゴの生息場になると考

えました。港湾整備とサンゴ礁との共生です。社内自主

研究で那覇港の防波堤のサンゴ調査を行い、この成果を

もとに那覇港防波堤周辺のサンゴ調査業務を企画提案し

ました。一連の調査で、那覇港の防波堤に造礁サンゴが

着生していく過程が分かりました。さらに、消波ブロッ

ク表面に凹凸の加工をすることでサンゴが早く着

生・成長できることが分かりました。港湾整備はサ

ンゴの生息域に影響を及ぼしますが、一方でサンゴの生息域を積極的に拡げることの可能性が確認できまし

た。これらの成果を 1992 年に那覇市で開催された土木学会の海岸工学講演会で「サンゴの人工構造物への

着生状況」として発表しました。その後も新しい成果を 1995 年、1998 年、2002 年の海岸工学講演会で発

表しました。これらの成果は、港湾整備における自然との共生の方法をまとめた「海の自然再生ハンドブッ

ク-その計画・技術・実践-第4巻 サンゴ礁編」(2003) 国土交通省港湾局監修、海の自然再生ワーキンググ

ループ著として株式会社ぎょうせいから出版されています。 

 2006年からは水産庁の沖ノ鳥島におけるサンゴ増殖技術開発業務に携わることができました。貴重な沖ノ

鳥島のサンゴ礁を有性生殖技術で守るサンゴ増殖技術を開発することを目的とした技術開発調査です。成果

は日本サンゴ礁学会講演会や日本水産工学会学術講演会に発表しています。2017年度には一連の成果をとり

まとめた「有性生殖によるサンゴ増殖の手引き（改訂版）」を作成しました。 

 成果の一部は PIANC（国際航路協会）の国際 WG に参加させていただいて Dredging and port 
construction around coral reefs (2010)にとりまとめ、港

湾・漁港や航路整備時のサンゴ礁への配慮技術を紹介し

ました。また、４年に１回開催される国際サンゴ礁シン

ポジウムでも随時発表し、サンゴ礁保全の重要性を感じ

ている国内外の人々とディスカッションするとともに各

地の海に潜ることができ、良い思い出となりました。 

 このように、藻場・干潟やサンゴ礁などの沿岸域の重

要な生態系の調査に携わり、全国各地の海に潜り、現場

を見て新たな技術開発業務に携わってまいりました。 

関係していただいた皆様に心から感謝致します。 

写真－１ 那覇港防波堤の消波ブロックに着生したサンゴ群集 

写真－２ 沖ノ鳥島でのサンゴの調査 

事業管理部 山本秀一 
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●表彰 
１．平成２９年度優良業務表彰 

受 賞 業 務 表 彰 者 
能代港大森地区泊地(-13m)保全対策検討調査 国土交通省東北地方整備局長 

平成２９年度黒部川魚類等生息環境調査検討業務 国土交通省北陸地方整備局長 

潮位観測データ解析業務 国土交通省国土技術政策総合研究所長 

港湾施設の設計法高度化・影響検討業務（JV業務） 国土交通省国土技術政策総合研究所長 

鹿島港長周期波対策施設水理模型実験（その２） 国土交通省関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所長 

徳島小松島港等整備検討業務（JV業務） 国土交通省四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所長 

松山港外港地区外郭施設検討業務 国土交通省四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所長 

宿毛湾港整備効果等検討業務 国土交通省四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所長 

中城湾港地形変化調査検討業務 内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所長 

２．平成２９年度優秀技術者表彰 

受賞者 業 務 名 表 彰 者 

山田貴裕 能代港大森地区泊地(-13m)保全対策検討調査 国土交通省東北地方整備局長 

團村 肇 新潟港（東港地区）検潮所実施設計 国土交通省北陸地方整備局長 

仲井圭二 潮位観測データ解析業務 国土交通省国土技術政策総合研究所長 

黒木敬司 中城湾港地形変化調査検討業務 内閣府沖縄総合事務局長 

長谷川巌 鹿島港長周期波対策施設水理模型実験（その２） 国土交通省関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所長 

森伊佐男 平成２９年度黒部川魚類等生息環境調査検討業務 国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務所長 

原  信彦 松山港外港地区外郭施設検討業務 国土交通省四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所長 

原  信彦 宿毛湾港整備効果等検討業務 国土交通省四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所長 

●発表論文紹介（執筆者欄は共著であっても当社役職員のみを記載）  
１．土木学会平成30年度全国大会 第73回年次学術講演会講演概要集 [2018.8] 

湾奥部で移植されたサンゴの10年後の状況 岩村俊平、岡田亘、高橋由浩 
石垣港内で実施されたサンゴ移植結果の分析・評価 
 

岡田亘、岩村俊平、高橋由浩 
陸奥湾における周期数時間の副振動 仲井圭二、額田恭史 
四国沿岸域を対象とした防災総合数値解析システムの改良 原信彦、森谷拓実 
港湾における粘性土の一軸圧縮強度の変動係数と試験データ数に関する実態調査 松原弘晃 

２．土木学会論文集B3（海洋開発）特集号Vol.74, No.2 [2018.7] 

全国沿岸における副振動の振幅と周期の出現特性 仲井圭二、額田恭史 
消波ブロックを用いた長周期波対策工のマウンド構造に関する検討 長谷川巌、宮里一郎 
没水堤周辺での不規則波の波高及び周期の変化に関する考察 柴田邦善、森谷拓実 
台風1721号に対する3つの第三世代波浪推算モデルの推算特性 鈴山勝之 ,Chathura MANAWASEKARA 
海面水温の将来変化パターンによる近未来の台風特性相違に関する研究 井手喜彦 

３．Proceedings of 36th International Conference on Coastal Engineering [2018.7] 
Development of wave overtopping model incorporating water overflow for vertical walls 田中陽二、鈴山勝之、樋口直人、柴木秀之 
A DESIGN METHOD OF THE SEA WALL AND WATER APRON BY THE TSUNAMI 岩瀬浩之 
Sand Wave Evolution model for Efficient Channel Depth Management 小野信幸 
NUMERICAL FLOW MODELING AROUND OKINAWA FROM CORAL REEF AREA TO OPEN OCEAN 白木喜章、鈴山勝之、柴木秀之 

４．PIANC-World Congress Panama City, Panama 2018 [2018.5] 
DEVELOPMENT OF CORAL REEF PROPAGATION TECHNOLOGY BY SEXUAL REPRODUCTION IN JAPAN 田村圭一、岡田亘 

５．Proceedings of the International Conference of the Grand Renewable Energy 2018 [2018.6] 
STUDY ON ACCESSIBILITY AND DESIGN CONDITION OF OFFSHORE WIND TURBINE  BASED ON 
FIELD OBSERVATION OFF KITA-KYUSYU CITY 永井紀彦、仲井圭二 

６．28th International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE 2018) [2018.6] 
A Generation Method of Harbor Ship Wave for Boussinesq-type Wave Transformation Model 樋口直人 
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