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海から生まれ

海で育ち

海を活かす

一般社団法人日本埋立浚渫協会は昨年12月6日に設立60周年の節目を迎えました。
今日に至るまでの協会活動を
支えていただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、今号のマリンボイス21（vol.317）は設立60周年を記念し特別
編集版といたしました。 表紙は、当協会の設立60周年記念誌「海を拓くPROJECT ＆ TECHNOLOGY」に収録
された主要プロジェクトの写真で構成しました。会員各社が技術力を発揮し携わってきた、これら主要プロジェクト
についてはP18〜23で詳しく紹介しています。

P1

設立 60 周年を迎えて
一般社団法人 日本埋立浚渫協会 会長

P2
P3
Excerpting the photograph

P4

祝辞
国土交通省港湾局長
祝辞
公益社団法人 日本港湾協会 会長
祝辞
日本港湾空港建設協会連合会 会長

清水 琢三
浅輪 宇充
宗岡 正二
林田

博

海洋土木技術の未来
（日本埋立浚渫協会技術委員会４部会長による座談会）

P10 私たちが未来へつなぐ海洋土木の魅力

（会員各社の若手・中堅社員に「海洋土木の魅力」を聞きました）
P18 我が国の経済・社会を支えるビッグプロジェクト

（日本埋立浚渫協会設立 60 周年記念誌から）
P24 年表で振り返る 60 年の歩み
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設立 60 周年を迎えて
一般社団法人 日本埋立浚渫協会
会 長

清水 琢三

一般社団法人日本埋立浚渫協会は、2021
（令和 3）
年
12 月、設立 60 周年の節目を迎えました。1961
（昭和
36）年、社団法人日本埋立協会として設立されて

社会、企業統治）の観点から企業が評価される時代
になりました。
港湾建設産業においても､「サステナビリティ」
に

以来、海洋土木技術に強みを持つ企業集団として、

関わる喫緊の課題として、

技術の向上と普及、人材の育成を通じて我が国の

① 働き方改革 〜担い手にとって魅力ある産業を目

重要インフラである港湾・空港の整備ならびに
港湾建設産業の発展に取り組んでまいりました。
当協会の活動を支えていただきました国土交通省
港湾局をはじめとする関係機関や関係団体の皆様
に深く感謝申し上げます。
設立当時は、臨海工業地域の整備のための埋立
による土地造成が中心でしたが、その後は船舶の

指す
② 生産性向上 〜デジタル化の推進で働き方改革を
支える
③ カーボンニュートラル
（CN）への取組み 〜港湾
工事の CN 化、洋上風力発電の導入促進
④ 信頼される産業であるために 〜確実な施工と品
質確保で社会に貢献

大型化、貨物のコンテナ化に対応した国際競争力

に鋭意取り組んでいます。このようなサステナビ

強化のための港湾整備、三大都市圏の海上空港の

リティに対する取組みは、港湾工事のイメージを

建設等、我が国の重要な港湾・空港インフラの整備

刷新し、多様な担い手の確保と新分野を切り拓く

に貢献してまいりました。また、阪神淡路大震災

好機に繋がると確信しています。

を機に、全国的なネットワークと海上輸送を生か

また、働き方改革への取組みをきっかけに、港湾

した広域的かつ迅速な災害支援活動が、当協会の

建設 5 団体（日本港湾空港建設協会連合会、日本

社会的使命を果たす重要な活動の一つになりまし

海上起重技術協会、全国浚渫業協会、日本潜水協会、

た。東日本大震災以降、頻発化、激甚化する自然

当協会）が連携して港湾建設産業の諸課題に取り

災害やインフラの老朽化に対する防災・減災、国土強靱

組んでいます。今後も、港湾工事で働く全ての技術

化対策が我が国の重要課題となっています。当協会

者や技能者にとって魅力のあるサステナブルな

も技術力を生かして事業実施に貢献してまいります。

産業にするため、港湾建設関係団体との協働を継続
してまいります。

このところ、地球規模の気候変動問題や持続可能
な社会を実現するための開発目標である SDGs に

当協会並びに会員企業は、社会の動向や要請に

対応するため、「サステナビリティ」に関する取組

的確かつ迅速に応え、ESG の様々な観点からサス

みがグローバルに加速しています。企業も、社会

テナビリティに取り組むことにより、港湾建設産業

の一員として、環境や社会の課題に適切に対応し

が直面する諸課題を克服するとともに、港湾等の

つつ、持続的な事業活動を推進することが求めら

良質な社会インフラの建設に貢献してまいります。

れています。その根幹には高い倫理観とコンプラ

今後とも皆さま方のご指導、ご支援を賜ります

イアンス精神が求められます。まさに ESG
（環境、

よう心よりお願い申し上げます。
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祝

辞

平素より皆様には国土交通行政の推進に多大な
るご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
日本埋立浚渫協会が設立 60 周年を迎えられまし
たこと、心よりお祝い申し上げます。協会発足以
来の 60 年を振り返りますと、戦後経済復興及び高
度経済成長に対応した港湾の整備、コンテナリゼー
ションの到来、ウォーターフロント空間の創造、
阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめとする
自然災害対応など、港湾をめぐる社会情勢は大き
く変化してきました。協会におかれましては、時
代が求める様々な社会的要請に対し、特に、港湾
工事や埋立工事の施工技術に関する知見や技術の
蓄積、共有や海洋土木技術者の人材育成に多大な
ご尽力を頂きました。長年にわたり、同協会の発
展に関わってこられた皆様のこれまでの取組に心
より敬意を表します。
昨今、我が国港湾を取り巻く情勢は急激に変化
しています。一昨年の秋頃より世界的にコンテナ
物流が混乱し、我が国経済も大きな影響を受けて
います。サプライチェーンの強靱化に資する基幹
航路の維持・拡大が、経済安全保障の観点からも、
一層求められています。
このため、国際コンテナ戦略港湾における取組
を深化し、その一環である良好な労働環境と世界
最高水準の生産性を創出する「ヒトを支援する AI
ターミナル」の実現に向けた取組も進めてまいり
ます。また、港湾の手続やインフラ情報等を電子
化する「サイバーポート」については、NACCS
連携等の機能改善や利用促進をはじめ、港湾管理
分野及び港湾インフラ分野におけるシステム設計
及び構築作業を加速してまいります。加えて、非
接触・リモート型の働き方への転換と抜本的な生
産性や安全性の向上を図るため、i-Construction
の取組を推進しています。
また、地域の雇用と経済を支え、地域産業の国
際競争力を向上させるため、国際バルク戦略港湾
をはじめとする民間投資の誘発や集積した産業の
効率化等に資する港湾の整備を重点的に推進して
まいります。
さらに、カーボンニュートラルの実現に向け、
水素・燃料アンモニア等の大量・安定・安価な輸入・
貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、脱炭素化
に配慮した港湾機能の高度化、集積する臨海部産
2
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国土交通省港湾局長

公益社団法人 日本港湾協会

浅輪 宇充
業との連携等を通じて、温室効果ガスの排出を全
体としてゼロにする「カーボンニュートラルポー
ト
（CNP）
」の形成を推進しています。今後は、港湾
管理者における CNP 形成計画の策定や本計画に基
づく様々な取組を促進してまいります。
加えて、再生可能エネルギーの主力電源化の切
り札として期待される洋上風力発電のさらなる導
入に向け、経済産業省とともに積極的に推進して
います。これまで、発電事業者に海面を長期間占
用させる制度の創設や、促進区域の指定、事業者
選定に加え、洋上風力発電の建設及び維持管理の
拠点となる基地港湾の着実な整備を進めてきまし
た。本年２月に今後の風車大型化等を踏まえた規
模や配置の目安、地域振興をとりまとめ、港湾管
理者や市町村へ周知するとともに、基地港湾の指
定に係る意向調査を実施しているところであり、
引き続き、洋上風力発電の導入促進を着実に進め
て参ります。
自然災害から人々の命と暮らし、経済活動を守
るため、
「防災・減災、国土強靱化のための 5 か年
加速化対策」を確実に進めるとともに、離島等の
条件不利地域における住民の安全・安心な暮らし
を支えるための港湾整備や、海洋資源の開発等に
資する特定離島港湾施設の整備等を着実に進めて
まいります。
結びに、軽石対応をはじめ、昨今の頻発化する
災害に対し、協会会員企業の皆様には、協定に基
づき迅速に対応頂いておりますこと、この場で御
礼申し上げますとともに、設立 60 年となる本年が
日本埋立浚渫協会及び関係者の皆様方にとって素
晴らしい年となりますことを心より祈念し、私の
祝辞とさせていただきます。

会長

宗岡 正二

昨年 12 月、一般社団法人日本埋立浚渫協会が設
立 60 周年を迎えられましたことを心よりお慶び申
し上げます。貴協会及び関係各位の永年にわたる
港湾、海岸、空港等の建設技術の向上及び港湾建

日本港湾空港建設協会連合会
会長

林田

博

日本埋立浚渫協会が設立 60 周年を迎えられた
ことに心よりお祝い申し上げます。
貴協会は、1961 年の設立以来、海洋土木工事の施
工技術の開発研究や大型浚渫船の高能率化等を通
じて、港湾整備、空港整備、臨海部開発、海洋開

設産業の発展へのご尽力に深く敬意を表する次第

発など我が国の多数のプロジェクトの進展を支え

です。

てこられました。また、大規模災害に際しては、

港湾では、国内外の情勢変化に対応して、地域
の産業活動及び経済活動を支える物流の効率化、

卓越した施工技術を有する企業を結集して復旧・
復興を支援されてこられました。
また、洋上風力発電やカーボンニュートラルへ

生活を支える人流機能の強化、カーボンニュート

の対応など次世代の技術についても主導的な役割

ラルポートの形成、交流空間の形成や賑わいづく

を担うなど、我が国の海洋土木技術の発展に尽力

りなどによる地域の活性化、ハード・ソフト一体

されておられることに心から敬意を表します。

となった防災・減災対策の強化や国土強靭化など、
多様な取り組みが求められています。
他方、厳しい気象海象条件のもとでの港湾等の
工事においては、働き方改革に的確に対応し、担
い手の育成・確保、生産性の向上、デジタル化の
推進による品質確保など、港湾建設産業全体で取
り組むべき課題も山積しており、貴協会の果たす
役割と期待は益々高まっております。
記念すべき節目にあたり、港湾等の整備を通じ
た我が国社会経済の持続的な発展や国民生活の安
全・安心の確保への貢献のため、貴協会の益々の
発展を祈念いたします。

今、建設業にとって最重要課題は働き方改革で
す。ICT や DX の導入により生産性の向上を図る
とともに、週休二日を実現し、誰もが働きやすい
魅力のある職場とすることが求められています。
海洋土木の現場においても、海象条件から当たり
前のように行われていた休日作業を解消するなど、
働く人の視点で職場の環境を変えていく大胆な取
り組みが必要です。
貴協会におかれましては、今後とも従来の枠に
とらわれることなく、海洋土木技術の分野におい
て次世代につながる先導的な役割を担っていただ
くことを期待しています。
終わりに、貴協会のますますのご発展と会員各
位のご繁栄を祈念いたしまして、お祝いの言葉と
いたします。
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日本埋立浚渫協会設立 60 周年記念座談会

日本埋立浚渫協会設立 60 周年記念座談会

〜 海洋土木技術の未来 〜
◆ 技術委員会委員長兼洋上風力部会長

◆ 環境・海洋部会長

野口 哲史

氏

峯松 麻成

氏

井上 博士

氏

松村 貴文

氏

五洋建設㈱ 取締役専務執行役員 土木部門土木本部長
◆ 技術委員会副委員長
（当時）
東亜建設工業㈱
◆ 技術部会長

梯 浩一郎

土木事業本部設計部長

氏

五洋建設㈱ 土木部門土木本部副本部長

いて検討しています。海外における洋上風力発電の普

いのではないかと

及に日本の制度的、技術的ノウハウを役立てることは、

思っています。こ

インフラの海外展開とともに世界の脱炭素化を通じた

のほかカーボン

SDGs（持続可能な開発目標）への貢献の観点からも意

ニュートラルポー

義深いと考えます。

トの実現に向けた

野口

要 素 技 術 と し て、

まっており、経済産業省と国土交通省による「洋上風

低炭素型コンクリ

力の産業競争力強化に向けた官民協議会」が2020 年秋

ートの使用や、浚

に洋上風力産業ビジョンを策定しました。政府は洋上

渫土中の CO2 のカ

風力発電の導入目標に「2040 年までに 30 〜 45GW の

ルシア改質材
（転

案件形成」を掲げています。こうしたことも弾みとな

炉系製鋼スラグを

り、洋上風力部会では洋上風力発電施設の建設に必要

成分管理・粒度調

な基地港湾のあり方をはじめ、風車が大型化していく

整 し た 材 料 ）に よ

ことの影響などを分析し、日本における洋上風力発電

る固定化でカーボ

施設の建設、維持管理に関わる官民協議会などに積極

ンニュートラル化に貢献します。

的な提言を続けているところです。

野口 ニーズの議論が不十分とのことですが具体的には。

それではここから生産性の向上などテーマに沿った

野口 哲史

氏

例えば水中で動く作業機械の位置が測定できる

技術の開発は重要ですが、バックホウのような作業機

いくつかの共通した課題を提示いただきます。

械が何台も水中で稼動している状況というのは通常工

生産性向上、カーボンニュートラルの実現へ

国際事業本部営業部営業三課長

ニーズの議論を深め技術開発に生かす

出席者の所属・役職は座談会を実施した 2022 年 3 月 8
日当時のものです

事では考えにくいと思われます。機械の位置特定だけ
でなく、例えばケーソンの目地を計測するなど出来形
検査にも活用されていけば用途は広がっていくと考え

梯

国交省は BIM ／ CIM モデルの実施率を 2022

ます。こうしたニーズについて議論を深めておく必要

年度に直轄工事の 70％、2023 年度に 100％とする方針

があります。

を示し、さまざまな試行工事が進められています。こ

峯松

のうち横浜港新本牧埠頭整備事業では地盤改良や床

じ、14 では海の豊かさを守ろうという目標が立てられ

掘、基礎工など施工担当の各 JV がそれぞれに CIM

ています。こういう視点に立ってマリコンとして今ま

モデルを作るのではなく、統一したモデルを作るため

で培ってきた技術、工法でどのような貢献ができるの

の取り組みが展開されています。これまでに課題も分

かを考えていくことが重要です。一つの例として、梯

かっており、一つはファイル形式が公開されていない

部会長が話されたように港湾整備に不可欠な浚渫で生

実現へ再生可能エネルギーの大量導入が必要になって

ことです。これを国際規格である IFC 形式を基本とし

じる土砂の有効活用だけでなく、CO2 の吸収源として

話ください。

くる中で、大きく注目されているのは電力貯蔵、エネ

梯

たクラウドに拡張し、取り出し機能などを加えること

のブルーカーボンについてもいろいろ検討していくべ

技術部会では以前から将来の港湾や空港の大規

ルギー貯蔵の媒体としての水素です。こうした分野に

が必要です。この機能がないとクラウドの中にデータ

きことは多いと考えます。

模プロジェクトに関する自主研究を行ってきました

もマリコンが貢献していけると考えています。まずは

を入れても監督検査や竣工検査などでの使い道に限ら

野口 作業船の自動・自律化はどうですか。

が、現在はそれに加えて働き方改革の実現に向けた生

どのように水素を作り、どうやって貯蔵し運搬するの

れてしまいます。登録データを自由に取り出せるよう

梯

産性向上を大きなテーマとして取り組んでいます。具

かという基礎情報を収集・整理し、中間報告にまとめ

にすれば、施工者も工事の出来形や進捗を確かめなが

起伏、ウインチを使った小移動までの自動化は業界が

体的には港湾 BIM ／ CIM クラウドの拡張、品質出来

る予定です。
松村

ら施工でき、施工後にデータを取り出して次の工事へ

足並みを揃えて取り組んでいこうと勉強中です。自動

形検査の ICT 化、作業船の自動・自律化、港湾工事

の準備も行えます。また維持管理や何か問題が生じた

化のプログラミングで熟練したオペレーターの領域に

のカーボンニュートラル化に向けた検討などを進めて

織となり、自主研究に取り組み始めました。過去には

際にも活用できます。

近づくのは非常に難しく、自動化できても歩掛かりや

います。

ODA（政府開発援助）に採用されるべき本邦技術につ

峯松

ICT 化については出来形検査を対象に、測量船から

施工能力が格段に上がるものではないと段々に分かっ

いて検討してきた経緯があります。部会で取り組むの

海底に向けて発信した音波で面的に計測を行うナロー

てきました。一時的に歩掛かりが落ちて、コストが上

海洋土木工事にどのような影響が出てくるのか、また

は日本企業が途上国や新興国のインフラづくりに長く

マルチビームによる捨石本均し検査などを検討してい

がることも想定されます。一方で自動化により 1 日の

マリコンとしてどのような対応が求められるのかにつ

貢献でき、技術移転も可能な持続性のある事業テーマ

ます。水中測位技術については官民で研究開発が進め

作業時間を増やせ、オペレーターが休めるようになる

いて検討しています。今後、カーボンニュートラルの

が望ましく、現在、その一つとして洋上風力発電につ

られていますが、どうもニーズの議論が成熟していな

など働き方改革につながる副次的な効果も期待されま

一般社団法人日本埋立浚渫協会の設立 60 周年を記念し、技術委員会メンバーによる
座談会を企画しました。働き方改革のための生産性向上、政府が目標に掲げる 2050 年
までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする
「カーボンニュートラル」
の実現、国際事業
への貢献など、技術委員会の研究テーマは多岐にわたります。座談会では技術、環境・
海洋、国際、洋上風力の 4 部会が取り組んでいることをベースにしながら「海洋土木技
術の未来」について議論してもらいました。
野口

4

梯

委員長兼洋上風力部会長

意見交換をお願いします。その後に井上副委員長から

東洋建設㈱ 土木事業本部土木技術部部長
◆ 国際部会長（当時）
東亜建設工業㈱

日本で洋上風力発電を整備していく機運は高

最初に各部会における最近のテーマについてお

環境・海洋部会は気候変動で今後の港湾工事、
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国際部会は 2018 年度から技術委員会の下部組

SDGs の13 では気候変動に具体的な対策を講

クレーンによる吊り荷の昇降やブームの旋回・

marine voice 21 Spring 2022 vol.317

5

日本埋立浚渫協会設立 60 周年記念座談会

献していける分野だと考えています。

たと聞いていますので、ベトナム現地からの要請を得

です。水素産業はこれから発展していく分野です。今

松村

国際貢献の観点からも洋上風力発電の基地港

るには啓蒙も含め地道な活動が必要と認識していま

地域や作業環境によっては職員を配置できな

後は水素を国内で製造していくことに加え、港湾に

湾、カーボンニュートラルポートなどについて、日本

す。基地港湾の必要性が認識されても事業の全体像や

い、あるいは人手による作業が難しいケースもありま

脱炭素エネルギーの大量・安定・安価な輸入、貯蔵を

のマリコンの強みとして海外に展開していけることを

周辺インフラ整備の見通しが立てられないと、ODA

す。欧米では自動化で人を極力減らし、機械化により

可能とする受け入れ環境も整備していくことが必要で

リスト化できると、いろいろな関係機関に本邦技術の

で整備しようというモチベーションにはつながらない

出来高を上げて完成させることもあるようです。それ

す。私たちはこれらと洋上風力発電を結びつけた検討

特徴を話しやすくなります。

でしょう。相手国が受け入れやすい事業全体の絵を官

が一人当たりの出来高や利益の向上につながっている

も進めているところです。洋上風力発電所の建設時に

のではないかと思います。新型コロナウイルス感染症

は広大な面積の基地港湾が必要となりますが、建設が

拡大で海外工事もリモートで対応しなければならない

終わると大幅に縮小されます。このため基地港湾の機

ことが多くなっています。自動・自律化はどのくらい

能付加や機能転換が必要になるわけです。そこで洋上

野口

のスパンで実現していくものなのでしょうか。

風力発電サイトに近い臨海部でいろいろな水素関連事

梯

いますか。

業の展開を図れるのではないかと考えています。

松村

ラブ浚渫船の自動

野口

基地港湾は洋上風力発電施設を建設するために

揮できる地域であり、その中でも電力需要や風況など

化について実証

作られるもので、500MW クラスの発電所を建設するの

も確認した結果、多くの洋上風力発電事業が計画され

し、引き続きモデ

に 25ha の面積を要すると考えています。これが建設後

ているベトナムに着目しました。2021 年に開かれた

ル工事を発注いた

にオペレーション＆メンテナンスの段階へ移ると、10 分

COP26（ 第 26 回気候変動枠組条約締約国会議）で岸田

だければと考えて

の１ほどの面積でよくなると言われています。この跡地

文雄首相は日本がアジアなどの脱炭素化のために支援

います。続いてク

をどう有効活用するかは大きなテーマとなっています。

していく方針を表明しました。外務省の対ベトナム共

す。また、CIM との連携により、施工計画策定も含

究開発が進められている段階のものが非常に多い状況

めた生産性が格段に向上するものと思われます。
松村

これまでの検討成果を基に、2022 年度以降グ

ベトナムを対象国に検討

必要です。そうして事業をより魅力的なものにしてい
国際部会ではどのような国を対象に検討されて
アジア大洋州は本邦企業が地政学的な強みを発

洋上風力発電の基 地港湾を有効利用

松村部会長

洋上風力発電はどうしても安定的な発電ができ

和国の国別開発協力方針においても、重点分野の一つ

うな所に適用でき

ず、余剰電力が出てきます。そうした系統に接続され

にエネルギーの安定供給等を支援することが掲げられ

る も の で あ れ ば、

ない電力を捨ててしまうのはもったいなく、これを水

ています。ベトナムを検討対象とするのはこうした政

コストが掛かっても機械で行う必要があるという考え

素に変換することによって貯蔵保管できます。洋上風

府の方針とも一致します。

方についてはいかがでしょうか。

力発電の適地と、産業が集積している場所は必ずしも

野口

峯松

海洋工事には潜水作業がつきものです。現在は

一致していないケースもあり、これらが少し離れてい

ような課題がありますか。

潜水士が水中で作業していますが、それが ICT や水

るような場合では輸送のことも考えていく必要があり

松村

中測位技術の導入によりロボット、ROV（無人潜水機）

ます。しかし、実際に電力を水素に変換し、どう使っ

られる建設運営が主流です。ODA による事業化は難

などで対応できるようになっていきます。潜水士の仕

ていくかというような実例はほとんどない状況と言え

しいという見方が多く、国際部会で検討を進める上

事はそうした機器類のコントロールを行うことに広

ます。ですから現在あるものを例に取り、このぐらい

で、事業全体の中から ODA 化に適した部分を切り取

がっていくのかもしれません。安全性が向上するだけ

の余剰電力に対してこのぐらいの規模の施設が必要に

る必要がありました。ベトナムでは港湾施設や発電設

でなく、例えば現在は１日に 3 〜 4 時間しかできない

なるだろうと想定するところから検討を始めていけれ

備の整備・運営で、制度上の民間参入の柔軟性が高く、

仕事の時間を 2 倍に増やし、生産性を大幅に向上でき

ばと思います。

るのではないでしょうか。

松村

本邦企業の参入も期待できます。日本では洋上風力発

水素輸送はどういった現状なのでしょうか。

梯

峯松

電施設整備の基盤となる基地港湾を国が整備して事業

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

主体に提供する制度が確立しています。我々はそのス

それは十分に考えられます。一方で潜水士の仕

海外の洋上風力発電事業に対する支援にはどの
洋上風力発電は民間事業者が主体となって進め

事がなくなるのではないかという見方もあるかもしれ

の助成を受けた研究機関により、水素を海外から日本

ペックに関する知見、地震国の日本における高い地耐

ませんが、潜水士がいないとできない仕事は必ず残っ

にどう持ってくるのかという研究が進められていま

力を持った岸壁整備のための地盤改良技術を保有する

ていきます。そういった付加価値の高いところで潜水

す。これは水素キャリアと呼ばれ、例えば液化水素

など、本邦企業の技術力を生かすことが可能と考えま

士に活躍いただくようになっていくかもしれません。

にする、あるいはトルエンと水素を結合させた液体

す。こうしたことからベトナムのラックフェン港で実

（MCH：メチルシクロヘキサン）として運搬するなど、

績のある上下分離のような PPP 仕立てによる基地港

これからの水素産業と港湾

6

いろいろなやり方について実証実験的な形で研究が行

湾の ODA 化に着目しています。

われている状況です。LNG（液化天然ガス）の運搬では、

野口

そのための船がどんどん大型化されていき、受け入れ

部会とも共通した検討テーマとなっています。

はどうですか。

側の港もそれに応じた整備が行われてきました。水素

松村

峯松

についても同じことが想定され、日本のマリコンが貢

るという概念が定着するまでにはかなりの時間を要し

カーボンニュートラルポートに関する取り組み
カーボンニュートラル関連の技術は、現在も研

marine voice 21 Spring 2022 vol.317

きも反映させなが
ら、相手国の経済
発展につながるよ
うな拡張性のある
開発がイメージで
きれば、より良い

井上

ODA で洋上

風力発電事業を進
めるに当たり、発

峯松

野口

かし、カーボンニュートラル実現のための国際的な動

ます。

入っていけないよ
氏

も日本の産業立地型港湾開発モデルのノウハウを生

も実証していく予

が話された人が

浩一郎

かなければなりません。基地港湾の利活用について

提案になると考え

野口

梯

者となりうる日系企業の投資を呼び込むための対話も

レーン船について
定です。

技術部会長

民で描くことが大事ですし、電力会社や商社など事業

基地港湾については洋上風力部会、環境・海洋
日本で洋上風力発電事業に基地港湾が必要であ

電設備本体につい
ては欧州が先行し
ていますから、日

環境・海洋部会長

峯松 麻成

氏

本に何ができるかを考えると基地港湾に着目できたと
いう流れでしょう。峯松部会長のお話にあったように
ＯＤＡで基地港湾を整備しても、建設後に跡地が使い
ものにならなくなっては困るので、ぜひ建設後も利活
用できますというところまでセットで検討いただきた
いと思います。
野口

日本における洋上風力発電の展開には大きく三

つの課題があると考えます。一つ目は、日本独自の厳
しい自然条件の克服にどう取り組むかです。二つ目は
すでに話が出ているように新たな基地港湾整備を必要
とすることです。先行する欧州ではこの 20 年間に 18
の基地港湾が改造、新造されています。これに匹敵す
る基地港湾を日本にどう整備していくのか。まさに国
交省港湾局が委員会を設置して検討されていることで
あります。三つ目は、欧米のメーカーが主導している
洋上風力発電設備の大型化への対応です。風車の大型
化が進められていくと発電効率は高まりますが、せっ
かく基地港湾を整備しても水深が足りなくなったり、
建設に必要な SEP 船（自己昇降式作業台船）のサイズ
が小さくて対応できなくなったりすることが懸念され
ます。風車を大型化すると１回あたりの施工サイクル
タイムが延びます。日本の気象海象は厳しく、1 回仕
marine voice 21 Spring 2022 vol.317
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事したら次は１週

す。港湾分野にもこうした現場で実証できる制度のス

術が評価されて仕事に結びつき、また技術開発が進む

によって異なるで

間後というのも珍

キームを考えていただくと非常にありがたく思います。

という好循環が生まれていきます。

しょう。どこの何

井上

自動・自律化した当初は人間が操作するよりも

をターゲットとす

しくない中で、大

井上

型 化 の メ リ ッ ト、

ありますが、もっと活用しやすいものになっていけば

生産性が低く、コストも高くなるとしても、今後の方

るのかも議論しな

デメリットも整理

と考えます。水素サプライチェーンなど新しい分野の

向性として取り組んでいくべきことです。DX につい

ければなりません。

する必要がありま

ことを考えていこうとすると、これまでと全く違う産

ても同じで、最初の要素技術だけを取り込んでもなか

峯松

す。こうした課題

業のことも知らなければならなくなります。そういう

なか生産性向上には直結せず、長い目で考えていかな

自の気候、地震な

に対する検討内容

ところとのコラボレーションが求められ、梯部会長が

いといけないでしょう。途中で成果を求められ過ぎる

どに対する優れた

はすでに官民協議

お話になったような制度をうまく利用していければと

と実現が難しくなってしまいます。

防護対策、防災技

会で発表してお

思います。

梯

術があります。気

り、基地港湾のあ

峯松

新技術は普及して慣れてくればコストが下が

り、生産性は上がっていくものです。これまでの技術

候変動に伴う海面

り方などについて

指して進められてきた面が大きいと思います。これに

開発の歴史がそれを証明していると思います。

上昇の問題が深刻

私たちの意見をか

ICT による機械化や CO2 排出量の最小化、また労働

野口

コロナ禍となり 2 年が過ぎ、私たちはいつしか

化していく国など

なり反映していた

生産性をどれだけ上げられるかという評価軸がより明

オンライン会議にも慣れ、もし明日からこれが無いと

に対し、そうした

だいています。日本が技術的に先行しているとされる

確に加えられていく可能性があります。ですから井上

なったら非常に困ってしまいます。この２年にわたる激

技術の移転を通じて海岸保全などにも貢献していける

浮体式洋上風力発電についても洋上風力部会で検討し

副委員長が話されたようにこれからは他業種とのコラ

変の中でやむを得ず順応したという感じです。自動・自

と思います。

ていく予定です。

ボレーションがいろいろな部分で必要になってくると

律化やデジタル化などもいずれ何らかの形でやらなけ

野口

いう印象を持っています。

ればならない状況になれば一気に進むと思うのですが。

が欧米メーカー製のものかもしれませんが、港湾には

国際部会長

松村 貴文

氏

現場実証の制度スキームを
井上

技術開発を実証するのは現在も仕組みとしては

土木技術の開発はこれまでコストの最小化を目

副委員長

井上 博士

氏

洋上風力発電については、日本に入ってくるの

圧倒的にしっかりとした設計基準、気象や海象のデー

建設産業を支えていく技術基盤は人材

これまでの各部会の取り組みを聞いても我々建

設業は技術で成り立っている産業であることがよく分

タが整備されています。そうした整備された手法を使
い、特定地域のことや特殊なケースを考えることがで
きます。これまでに蓄積された技術体系での日本らし
い整備のあり方というのは非常に大きな強みになると

かります。各分野で検討中のものを実現しようとする
井上

と、どうしても新しい技術開発が必要となります。今

DX 推進に明確な目標が必要

後、技術開発をどのように進めていくのか。それが担
える人材をどう育成していくのかも含めて大きなテー
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日本には独

陸上ではバックホウやダンプを遠隔で操作でき

考えます。

る機械が活躍しており、大手メーカー数社が競争して

松村

そうした機械を世に送り出しています。しかし、港湾

波による海岸浸食の問題は世界中で起きています。そ

おっしゃる通りです。温暖化による水面上昇や

マと言えます。

井上

他業種と技術開発を進める上でどう協会として

の機械は一品生産が多く、小さなクレーン船や専用船

うした面で日本の技術は生かせるはずで、私たちも取

梯

建設業の技術開発はスケールが大きく、実証す

取り組んでいくのかもそうですが、官民にもどこかで

を保有しているのは中小企業です。これがなかなか投

り組みやすいテーマとも言えます。

るための現場サイトが必要になります。ただ、民間企

棲み分けが必要でしょう。先ほどお聞きした水中測位

資できない背景であり、公的支援があれば技術開発は

野口

業 1 社ではなかなかそういった実証の場に恵まれるこ

技術について、そうしたものが公的機関で開発された

進むのかと考えます。

設産業と海洋土木を支えていく技術基盤となる人材の

とは少ないです。やはり発注者にモデル工事のような

ら私たちもぜひ使わせていただきたいし、技術開発に

野口

陸上に比べるとマーケットが小さく、技術開発

育成、基準づくりなどについて、我々は積極的に意見

形で現場サイトを提供いただくなど、官民が連携した

も参画したいと思いますが、民間はどこでどう競争し

を担う会社自体も限られます。しかもマーケットが不

を発信していくべきですし、引き続き協会活動の中で

取り組みが求められます。

ていくのか。これが整理されていないと民間の適正な

透明では投資しにくいのが現状でしょう。だから、海

しっかり取り組んでいきたいと思います。

峯松

港湾工事により新たな環境創造につながる場合

競争が成り立たないのでないかと思います。建設業界

洋土木のマーケットはこうなっていくというのを示

は多々あります。これからはそうした環境の視点を

でも DX（デジタルトランスフォーメーション）が喫緊

し、予見性を高めてあげることが必要と考えます。

持って技術開発に当たれる人材の育成もより重要に

の課題となっています。このあたりの取り組みについ

なっていくと思います。

てはどうですか。

井上

梯

我々は今までも官民連携でさまざまな技術開発

日本の強みを発揮し国際貢献

カーボンニュートラルや DX にしても取り組ん

を進めてきましたが、学界との連携は少し薄かったと

でいかなくてはいけないと分かっているのですが、対

井上

言えるかもしれません。官民に学が加わった連携を深

象分野が広く、目標を立てにくい面があります。あま

どこにあり、どういうところで国際貢献できるのかに

められれば、人材育成につながることも期待できます。

り遠いところばかり見ていても分からないので、まず

ついて意見をください。

何か良い考えはあるでしょうか。

は近いところから攻めて広げていくというアプローチ

松村

梯

2018 年度から内閣府の官民研究開発投資拡大プ

グローバル化が進んでいる中で、日本の強みは

過去には日本ならではの新しい技術を持って海

が大切だと思っています。

外に出ていました。日本で経験値として蓄積されたも

ログラム
（PRISM）が運用されています。これは民間

野口

例えばカーボンニュートラルへの取り組みで目

のでなくては売り込めず、一方で、すべての国が受け

企業が一つの直轄現場でこういう技術開発や研究開発

標となるのは、CO2 排出量の最小化です。我々はその

入れるとは限りません。これまでもそうですが、これ

を実施したいと提案し、採用されれば助成金も付いて

ためにいろいろな技術を開発したり、建設の工夫をし

からも課題です。今後はＤＸやカーボンニュートラル

進められるものです。建設業界だけではなく ICT 関係

たりして努力するわけです。DX にもそういう指標が

などがキーワードとなり、それらを後押しする助成金

の企業や大学の研究者などと共同で進めるのも特徴で

あると、さまざまな技術開発が進むでしょう。その技

や補助金といった制度も、先進国や新興国、途上国
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本日はありがとうございました。これからの建
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人と船が安心・安全と思えるための仕事

復旧・復興への貢献

中村 次郎

小林 慶太

青木マリーン株式会社

船舶部

あおみ建設株式会社

管理本部総務部

2016 年

電気・機械技師

2018 年

総務

日本埋立浚渫協会の設立 60 周年記念企画の一つとして、今号のマリンボイス 21
では、改めて「海洋土木の魅力」にスポットを当て、海や港湾の素晴らしさ、海洋
土木の役割や可能性をより多くの人たちに知ってほしいとの思いから、会員企業
（28 社）で活躍する若手・中堅社員の方々にそれぞれが思う「海洋土木の魅力」を

私たちの仕事は、船の航路に堆積した土砂を浚
渫工事船で吸い上げ・圧送する仕事です。航路に
堆積した土砂を取り除くことで、船が安心・安全に
航行してもらうことができます。みなさんの大事な
荷物を届けることができると思い、日々頑張ってい
ます。

私は東日本大震災による津波の被害を目の当た
りにし、海洋国家である日本において堤防や防波
堤が重要なインフラの一部であることを改めて認識
させられました。復興に向けた多くの協力がなけれ
ば、あれほど早く港が復旧することはできなかった
でしょう。震災から立ち直る様子を見届けることが
モチベーションの一つにもなっていました。

未来につなぐ海洋土木の魅力

起重機船を使用した施工の達成感

陸地を守り拡げる、縁の下の力持ち

お名前

北野 祐基

中村 泰雄

短い言葉で挙げてもらい、その理由や関連エピソード、仕事に対する思いなどを
紹介してもらいました。一人ひとりが仕事を通じて感じた思いに触れることで、
知られざる「海洋土木の魅力」
を再発見できるに違いありません。

会社名

部署名

入社年

主な業務内容

株式会社淺川組

土木部土木課

家島建設株式会社

東京支店工事部

2014 年

施工計画・施工管理

2020 年

施工管理

お写真

海洋土木の魅力にまつわるエピソード

10
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入社 2 年目に携わった和歌山港の防波堤延伸に伴
う赤灯台新設工事は、陸上で製作した灯台を起重機
船で楊重したまま海上輸送し、防波堤先端に据え付
ける計画でした。垂直に吊り上げられるか、輸送時
に波で揺れて灯台が破損しないか、計画位置に正確
に据え付けできるかと不安ばかりでしたが、無事完成
した時の達成感は忘れられないものとなりました。

現在従事している横浜港新本牧地区護岸築造工
事では、家島をはじめ各地から石を手配し、ガット
船で運搬・投入して、水深 27.5ｍから 15ｍまでケー
ソンの基礎マウンドを積み上げています。水面下で
起こることは、レッド測深や音探のデータを基に想
像力を働かせながら管理し、新たな港湾事業や沿岸
地域の人々の生活を見えないところで支えています。

marine voice 21 Spring 2022 vol.317
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ダイナミックな仕事と社会への貢献

大規模な海上作業の壮大さと高揚感

私たちの暮らしを海から支える重要な仕事

スケールの大きな仕事

伊藤 宏志

柳井 優樹

山内 香里

川原 千夏

株式会社大本組

土木本部工務部

株木建設株式会社

大阪支店土木部

株式会社小島組

営業部

五洋建設株式会社

土木本部船舶機械部

2003 年

施工計画、工事費用積算

2011 年

施工管理、計画書等作成

2005 年

営業事務

2017 年

船舶管理、現場支援
協会業務、
受注支援

国内最大 4,100t 吊り起重機船「海翔」
によるケー
ソン据え付け時には、その豪快な作業を実現する
ために、多くの関 係 者と綿密な計画を練り上げ、
私史上最大級の達成感を得ました。島国・日本で
は、海上輸送や防災・減災を担う港湾施設の整備
が必要不可欠であり、海洋土木工事を通じて多く
のエンドユーザーへの貢献を実感できます。

海上作業は、船舶・機械等の大きさに圧倒され
ます。気象・海象の影響を大きく受けるため、困難
なことも多いですが、ICT を活用した大規模な港
湾構造物の施工が日々進捗していく光景は壮大で
あり、とても高揚感にあふれています。海洋インフ
ラ整備の一翼を担っていることを実感でき、働き甲
斐を感じる仕事です。

たとえば航路。人や荷物を載せた大きな船が海
上を行き交う、そんな当たり前の光景は、船が通る
「道」を作ってこそ可能なこと。海に囲まれた日本で
は、海洋土木の担う社会的役割はどれも重要で欠
かせないものです。物流を支え、災害から人々を護
り、
「当たり前」の日常を
「当たり前」
に維持するため
の仕事。海洋土木ならではの魅力だと思います。

人々の安全を支える

見えない海底をイメージして作業船を操る

作業船で社会インフラに貢献する

豊島 康平

福田 剛三

森 大介

株式会社河村産業所

建設事業部

土木部

2019 年

安全管理、
写真管理等

私は、人々の生活に欠かせないものを作る仕事
がしたいと思い建設業界を志望しました。海洋土
木の工事で普段の生活に直接役立つものを作ると
いうことは少ないかもしれませんが、津波や地震等
の災害が起きた時に自分の作ったものが人々を助け
ることになると思うと、とてもやりがいのある仕事
だと思います。
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印象深いのは、施工管理を担当した沈埋トンネ
ルの現場で、巨大な沈埋函を沈設し貫通した時で
す。今までにない大きな達成感が得られました。現
在は、作業船に搭載している重機の修繕を担当し
ています。自分が計画して整備した重機がスケール
の大きな仕事の一端を担っていることに喜びと共に
働き甲斐を感じています。

大きな機械を使い、
チームで仕事ができること
川井 貴晶

五栄土木株式会社

船舶部

信幸建設株式会社

船舶工事部

大旺新洋株式会社

2002 年

海上職

2010 年

作業船の運転

2013 年

施工前に資料で知り得る限りの情報を組み合わ
せ、目に見えない海底地盤の複雑な地形を頭の中
に描く。実施工では、地形、地盤の硬度・粘度そ
して気象・海象すべての条件をゲージから読み取り、
その瞬間の最善な方法を導き出して浚渫船で効率
的に掘る。その結果として地図に残る仕事ができた
と実感した時に大きなやりがいを感じる。

東日本大震災の翌年に作業船を使用した災害復旧
工事に携わる機会がありました。津波により甚大な
被害を受け、一年経ってもなお生活環境が非常に厳
しい状態であったことが忘れられません。数々の苦
難を乗り越え竣工を迎えた時は、復興の一助に参画
できた達成感とともに、改めてそこで暮らす人々の生
活基盤を創る・守る仕事にやりがいを感じました。

土木事業本部船舶部
クレーンオペレーター
（第25龍王丸）

浚渫工事を７〜８人で行い、さまざまな問題を
チームで乗り越えて工事を完成させています。海上
ゆえに、作業時間が長く大変なこともあります。し
かし、浚渫後、出来形に対してぴったりと完成した
時には感動とやりがいを感じます。先人の技術を
越えていくことが私の将来の夢であり、これからも
腕を磨き続けます。
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瀬戸内海を守っていく海洋土木
大年 達也
福山営業所
施工管理
（監理技術者
工事責任者、工事主任）

大新土木株式会社
2012 年

港湾工事は形に残り、
繫栄の先駆けとなる
山田 航平

すべてにおいてスケールが大きい

受け継がれるべき技術

安藤 勇望

中神 勝信

タチバナ工業株式会社

船舶部

徳倉建設株式会社

本店土木部

株式会社トマック

DCM8 号船船長

2011 年

船長代理、クレーン
オペレーター
（拓海）

2016 年

施工管理

2000 年

船舶施工代理人主任
技術者・安全衛生責任者
※左側

瀬戸内海の古い港町や自然豊かな環境で仕事を
しています。その中で特に印象に残った工事が、港
町独自の景観を保つため自然石で階段式護岸を造
り、さらにその上部には海岸保全設備を設けると
いった工事です。インフラ整備に携わることでも社
会貢献を実感できる仕事ですが、それに加えて美
しい瀬戸内海の景観も守る魅力のある仕事です。

海洋土木工事はスケールが大きく奥が深い仕事
で、工事を終えた時の達成感は何物にも代えがたい
ものです。一番印象に残るベトナムのラックフェン
港航路浚渫工事は海外での大規模工事で苦労も多
かったですが、ベトナムの繁栄に寄与できる貴重な
経験となりました。他社の方からも一目置かれるよ
うな船長になることを目標に頑張りたいと思います。

普段見られる建設機械とは比べ物にならないくら
い大きい重機や、それにかかる莫大な金額など、陸
上工事では滅多に経験することができないようなこ
とを当たり前のように経験できます。また、私は海
が好きで、なにか嫌なことがあっても、好きな海を
見ることで心を落ち着かせることができるので、海
が好きな人には結構楽しくできる仕事だと思います。

作業船に乗船しさまざまな港湾工事に携わって
きました。現場状況・気象海象に左右され、海中
での工事でもあり、目視では確認できず苦労も多
いですが、良い結果が得られると報われます。時代
の進化で自動化が進んでおりますが、機械だけで
はできない技術（人の技術）を、後生に伝えていき
たいと思います。

スケールの大きさ、くらし・未来への貢献

日本の海を造る・守る使命感

海中に沈むケーソンの行方

産業を支える役割を担っていること

元 忠將

新井 淳平

石原 利典

谷本 尚希

東亜建設工業株式会社

国際事業本部営業部

東洋建設株式会社

大阪本店土木部

日起建設株式会社

東北支店

日本海工株式会社

技術部

2010 年

ODA案件の新規受注
活動、
既存案件フォロー

2013 年

施工管理

2013 年

現場管理、
出来形管理、
写真管理、
測量

2018 年

設計・積算、技術開発

海洋土木は現場も、つくる構造物も、使う機械も、
とにかくデカい。初めての港の現場で 100 ｍに近
い高さのガントリークレーンを受け入れた時、その
スケールの大きさにただただ感動を覚えました。ま
た、つくった港がひとやモノをつなぎ、経済の発展
や人々の日々のくらしへ貢献できることも海洋土木
の大きな意義の一つだと思っています。
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海洋土木業界では、港湾や空港など島国である
日本にとって重要な施設の工事・プロジェクトに携
わることができ、人々の安全や豊かな暮らしを守る
という使命感を持って仕事に取り組んでいます。海
という大自然を相手に一筋縄ではいかないこともあ
りますが、スケールの大きな仕事を成し遂げること
に達成感があります。

担当した工事は鹿島港 6,000t 級ケーソン製作。
ケーソンは海中に沈む運命にあり、一般社会の目
に触れることはありません。しかし半永久的に太平
洋の荒波から港の機能を護る防波堤の礎となりま
す。まさに縁の下の力持ちです。私はそのような運
命にあるケーソンが、地震にも負けないでほしいと
心を込めて製作しました。

弊社の主要事業は、サンドコンパクションパイル
などの地盤改良工事である。改良した海底地盤は、
空港や人工島、岸壁など港湾施設を支える基礎地
盤となる。すなわち、地盤改良工事は我が国の産
業を支える施設を支えるという非常に重要な役割を
担っている。その設計・施工に携わる者として、強
い責任とやりがいを感じて日々仕事している。
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大きな海・船・ものづくりにときめいて

港湾工事の特別な景色

世界とつながる海洋土木

無限に広がる可能性

松村 健悟

鈴木 敦子

小松 英二

岡 寿明

株式会社不動テトラ

土木事業本部工事部工事課

株式会社本間組

土木事業本部技術部
技術開発研究室

株式会社吉田組

東京支店土木部

寄神建設株式会社

海洋部

2017 年

施工管理

2013 年

港湾工事を中心とした
技術の開発・改良・管理

2010 年

施工管理、
書類作成

2002 年

土木施工管理

海洋土木は大きな海の上で、大きな船を使って、
大きなものづくりができる。数千トンもある船が、
さらに巨大な作業船に吊り上げられた時は、仕事
のことを忘れ童心に帰って楽しんだ。海の現場は、
天候の影響を受けやすく、思うように仕事ができな
い日が続くこともあるけれど、日常では見ることが
できない景色に私を連れていってくれる。

島国日本を守る防災の要
前潟 孝行

海から始まる復興と
災害から守る都市づくり
喜多 芳弘

みらい建設工業株式会社

東京支店工事部

ヤマト工業株式会社

大阪本店

2007 年

作業所長
（監理技術者）

2000 年

現場代理人

海洋土木は、島国日本において重要な防災の要
です。全国さまざまな港で仕事をしましたが、どの
港でも海象状況との闘いです。圧倒的な自然の力
を目の当たりにするたび、海洋構造物の必要性を肌
で感じます。私たちの仕事は生活に直結するものば
かりではないけれど、いつの日か来る災害に対し人
命や財産を守る重要でやりがいのある仕事です。
16

港湾工事にはときめく景色が沢山あります。初め
て防波堤に上がったときはケーソンの大きさに圧倒
され、起重機船が悠々と消波ブロックを吊り上げる
様子はいつ見ても胸が高まります。浸水前のケーソ
ン全景は、施工者だから見ることができる貴重な
姿です。海洋土木はワクワクする魅力に溢れた仕
事だと思います。
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土木部

阪神・淡路大震災を経験し、
「復興と防災」に興
味を持ち建設業界へ。東日本大震災の災害復旧の
ため気仙沼市の復興事業に従事。桟橋や岸壁を早
期に復旧することで橋梁や道路の陸上事業が行わ
れ、被災地が復興していく過程を実感することが
できた。人が生きていくための「復興と防災」に貢
献できる仕事にやりがいを感じている。

東京湾大井・青海・お台場ライナーふ頭に行き
来する物流の要となる、大型コンテナ船の安全航
行を維持するため、グラブ浚渫船による維持浚渫
を行った。浚渫作業は、世界と日本の物流を支え
る大切な誇り得る仕事である。

海には地面が無い 当たり前のことですが、
これが中々面白い。道路が無い、作業床が無い。
不利なことも考え方を変えてみれば…。道路が無い
なら重量制限が無いので、大量の物や重量物を
一括で運べる。作業床が無いなら地耐力を気にす
る必要が無いので、大型重機の作業船を使用でき
る。創意工夫でピンチもチャンスに。

新しい技術が次々に開発されるところ

知られていないけれど役に立っている

山田 凱登

山田 有香

りんかい日産建設株式会社

土木本部技術部技術課

若築建設株式会社

東京支店茨城営業所

2017 年

各支店の技術支援業務

2016 年

施工管理

工期が短い工事でも、期間が短い中に内容が凝
縮されており、毎回工事内容が違うので、得る体験
の濃密なところが海上土木工事の魅力です。私は元
来飽きっぽい性格ですが、毎日飽きることがありま
せん。古い業界と思われがちですが最近では海上土
木も ICT での施工が身近になり、進化を続けていま
す。これから発展していく業界の未来が楽しみです。

防波堤工事に携わる中、防波堤の内側と外側で
静穏度が全く違うことを体感したときに、この仕事
の重要さを知りました。海上工事は厳しい海象条
件の中で思うように進まず、見渡す限りの水面に寄
る辺なさを覚えることも多くありますが、海から昇
る朝日や船と並走するイルカを見ながら今日もがん
ばろうと思えます。
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日本埋立浚渫協会の創立 60 周年記念誌

海洋土 木へ の 理 解 深 め
創立 60 周年記念誌では、会員企業が過去 25 年

などを紹介しています。

ほどの期間に関わった主要な 24 のプロジェクト

巻末には 6 つのビッグプロジェクト（東京国際

を紹介しています。各プロジェクトが担う社会

空港（羽田）D 滑走路事業／関西国際空港 2 期事

的な機能・役割などを踏まえて「海上輸送」
「航空

業／茨城港常陸那珂港区事業／ラックフェン国際

輸送」
「 陸上輸送」
「 空間創造」
「 安全安心の確保」

港事業（ベトナム）／東日本大震災への対応／東京

「環境保全創造」
「 海外貢献」といった 7 つのテー

港海の森トンネル〈臨港道路南北線〉事業）につい
て、関係者らによる座談会「大規模プロジェクト

マに分類しました。
第 1 章は各テーマに関わるプロジェクトが社会・
経済にもたらした効果や影響などを概説し、第 2 章
ではテーマごとにプロジェクトを技術的側面から詳

を振り返る」を載せています（協会広報誌『マリン
ボイス 21』2020 年冬号〜 2021 年春号に既報）
。
記念誌では海洋土木の世界で活躍を志す学生の
皆さんにも読んでもらえるよう、写真や図表を多

報しています。
第 3 章では海洋土木技術の未来を見据えたト

用し、平易な表現を心掛けました。協会の業務や

ピックスとして、海洋開発と港湾機能の高度化に

会員企業の事業活動などをアーカイブとして整理

向けた重点施策をはじめ、生産性と品質向上を両

し、これまでの取り組みを通じた社会貢献につい

立させた浚渫工事や港湾の ICT（情報通信技術）

て、多くの方々に一層の理解と関心を持っていた

施工、再生可能エネルギーの主電源化の切り札

だけたら幸いです。

と目される洋上風力発電、会員企業の海外展開

― 我が国の経済・社会を支えるビッグプロジェクト紹介 ―
日本埋立浚渫協会と会員企業は海洋土木技術に強みを持つ専門集団
として、臨海部で展開される多様な事業を効率的に進めるため、
技術の向上・普及や人材の確保と育成、海上施工に関わる課題解決
に尽力してきました。
創立 60 周年の節目を機に、会員各社が携わってきた主要プロ
ジェクトを取り上げ、磨き続けてきた関連技術などにスポットを当て
を作成しました。
た記念誌「海を拓く PROJECT ＆ TECHNOLOGY」
国土づくりの歩みを振り返りながら、経済・社会を支える海洋土木
プロジェクトへの理解を深め、海洋土木技術の未来を示す羅針盤の
一つとして、多くの方々に活用されることを願っています。
18

marine voice 21 Spring 2022 vol.317

技
示

術
す

の
羅

未
針

来
盤

を
に

marine voice 21 Spring 2022 vol.317

19

【 第 2 章・24 プロジェクトの概説 】
〈海上輸送・港湾ターミナル〉
1）茨城港常陸那珂港区

人工島を、ほぼ同じ工期で完成させました。衛星利用

4）那覇空港第二滑走路

測位システム（GPS）など先進技術を活用した ICT 施

既設滑走路と平行に飛行場用地を造成し、新滑走路

所の浚渫工法を選択しながら事業の円滑化に取り組み

工を積極的に導入し、工事スピードを加速。軟弱地盤

を増設。生態系保全のため、通水函を築造し内外海域

ました。

を克服し、不同沈下の少ない埋立を実現しました。

の海水循環を行いました。水中バックホウなど現場特

北関東の物流拠点および首都圏のエネルギー基地を

性に応じた機械化やプレキャスト（PCa）化などにより

担う重要港湾として整備を推進。さまざまな技術・シ

工程を短縮しました。

ステムが導入され、大型ケーソンや埋立の急速・大量

〈陸上輸送・沈埋トンネル〉

施工を実現しました。

1）那覇港沈埋トンネル
那覇ふ頭港口部を横断する西海岸道路の一区間とし
て施工。沈埋トンネルでは画期的な最終接合技術「キー
エレメント工法」
を初採用し、大型起重機船が不要とな
り、工期の短縮やコストダウンのほか、安全性の向上
も実現しました。
ナローマルチビーム測量の概念図

2）中山水道航路浚渫
浅瀬や暗礁などを浚渫事業でなくし、三河湾諸港へ
茨城港常陸那珂港区の全景

2）横浜港南本牧ふ頭

関西国際空港２期工事（奥側）の人工島

2）中部国際空港
国内初の民間が整備・運営する空港の建設では、愛

出入港する海上交通の要衝として航行の安全性を確

知万博の開幕に合わせ非常に厳しい工期目標を設定。

保。世界最大規模の大型グラブ浚渫船の導入により、

ICT を取り入れた情報化施工では、海底から造成部に

悪条件下でも安定して浚渫できました。

至る一連の施工管理・出来形測量を効率的に行えるシ

横浜港の国際貿易機能の強化を目的に建設。国内最

ステムなどを採用し、工期を厳守し開港を迎えること

大級の鋼板セルの規模は直径 24.5m、高さ 32m、重さ

ができました。
浮遊する沈埋函への高流動コンクリートの打設状況

約 40 トン。海上で正確に据え付けるため、情報化施
3）東京国際空港（羽田）D 滑走路

工が全面的に適用されました。

現空港の南東沖に新設された D 滑走路島は、工事

世界最大規模の大型グラブ浚渫船
「五祥」

2）大阪港夢咲トンネル

に携わる企業数、契約金額ともに非常に大規模となり

咲洲のコスモスクエア地区と夢洲地区を結ぶ臨港交

ました。国内の大規模工事では初の設計・施工一括方

通施設として大水深部で工事を実施。沈埋函の沈設に

式を採用。多摩川の通水性を確保するため、世界的に

はサイドワンタワー・ポンツーン方式や「キーエレメ

も事例の少ない桟橋・埋立組み合わせ工法で計画され、

ント工法」などを採用。大地震の発生を見据え、新形

最新の技術を結集して 24 時間 365 日昼夜連続施工で

式の可とう性継手が導入されました。

進められました。

3）備讃瀬戸航路浚渫
航行隻数の増加と船舶の大型化を踏まえ、航行障害
鋼板セルの大組台状況

の除去や被害の未然防止のための航路整備事業を実
施。ポンプ浚渫船による作業では ICT 活用の施工管

〈海上輸送・浚渫〉
1）関門航路浚渫

理システムなどを採用し、施工精度の向上や円滑化を
図りました。

大型船舶の輸送効率化と航行船舶の安全性向上に向
けた航路の増深、拡幅整備を実施。戦中に投下された
機雷や海底地盤などの詳細調査のため、ナローマルチ
ビーム測量など建設 ICT を積極的に活用し、適材適
20
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〈航空輸送・海上空港〉
1）関西国際空港 2 期
1 期工事よりも水深が深い沖合にひとまわり大きな

東京国際空港（羽田）の全景。手前がＤ滑走路

タワーポンツーン方式（ツータワー方式）による施工状況

marine voice 21 Spring 2022 vol.317
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3）東京港海の森トンネル（臨港道路南北線）

2）東日本大震災への対応

航路泊地整備促進事業で発生した浚渫土を有効活用

東京五輪・パラリンピックの開会までの供用開始に

被害が甚大かつ広範囲に及ぶため、港湾関連団体が

して人工干潟を造成。藻場やタイドプールなどの地形も

当たり、通常 8 〜 10 年を要する工事期間を半分の約

協力して復旧を迅速に支援。緊急輸送路になる航路の

形成され、自然の干潟に劣らない生物相や景観が創出さ

4 年で整備。
「キーエレメント工法」など沈埋トンネル

啓開作業に向け、全国から起重機船やガット船などが

れました。干潟を継続的に維持するため、住民など地域

の最新技術を結集して沈埋函を 1 年に 7 函沈設し、国

続々と投入されました。津波外力に対して港湾構造物

の関係者も連携し横断的に整備・管理を行っています。

内実績では最速を記録しました。

を「粘り強い構造」とする考え方が示され、復旧事業で
2）環境に優しいカルシア改質土工法

採用されました。

浚渫土砂を有効利用できるよう開発されたカルシア改
質土は、埋立用材や航路埋没対策用材のほか、浅場や干
日本海側最大級の斜張橋の新湊大橋

潟基盤材などの環境修復用材に活用。改質土を採用した
初の大規模浅場造成工事を函館港で実施し、環境に優し

3）小名浜マリンブリッジ

い資材を利用した効率的な施工技術を確立しました。

人工島である東港地区から背後地域への物流を支え
る臨港道路として整備。橋梁の航路部基礎にはニュー
キーエレメント工法の概念図

マチックケーソン基礎、鋼管矢板井筒基礎を用い、施
工時の精度管理で技術・ノウハウを結集しました。
釜石港の復旧作業

〈陸上輸送・橋梁〉
1）東京ゲートブリッジ（東京港臨海道路Ⅱ期）

〈空間創造・埋立〉
1）北九州人工島（新北九州空港）

〈安全安心の確保・防災〉
1）既設構造物の液状化対策技術

東京港の物流の円滑化、背後圏とのアクセス向上に

新たな環境問題の発生を最小限に抑えるため、新門司

よる物流の効率化などを目的に整備。国内最大級の鋼

沖土砂処分場を空港用地に選定。処分場の埋立事業で
「自

地震災害時に緊急物資輸送の拠点になる国内空港の

管矢板井筒基礎の築造や大型トラスの架設など、施工に

動係船および浚渫土砂の自動陸上排送システム」を開

耐震対策を目的に、北海道の石狩湾新港西地区で現場

はいくつもの最新技術を採用し、東京湾の新たなラン

発、導入しました。浚渫土砂の分級には高効率で大量施

実物大実験を実施。地震の代わりに発破で液状化現象

ドマークを完成させました。

工が可能な
「ソイルセパレータ工法」
が採用されました。

を再現し、対策技術を検証しました。

浚渫土砂の解泥作業

〈海外貢献・港湾施設〉
1）パシルパンジャン 3、4 期埋立（シンガポール）

2）名古屋港高潮防波堤改良

新コンテナターミナルの用地造成工事でジオテキス

建設後約 50 年が経過し老朽化が著しい高潮防波堤

タイルチューブを用いた巨大な仮築堤を構築。近接す

の機能強化を目的に改良事業を実施。地震や津波に対

る自然保護区への汚濁拡散防止工も兼ね、シンガポー

して粘り強く機能を発揮できるよう、さまざまな対策

ルで最初の大規模固化処理土施工となりました。

を行いました。

東京湾のランドマークの東京ゲートブリッジ

2）伏木富山港新湊大橋
臨港道路富山新港東西線の一部として日本海側最大
級の斜張橋を整備。施工性や経済性を考慮するととも
に、地域の景観と融和した新たな観光資源の創出を目

ソイルセパレータ工法で浚渫土砂を分級

〈安全安心の確保・震災復興〉
1）阪神・淡路大震災への対応

指し、高さ 127m の主塔を持つ 5 径間連続複合の斜張

埋め立てる方法を採用。協会の各委員会では新技術の

橋となりました。

導入や工事船舶の運航管理などでサポートしました。
ど、早期復興に貢献しました。
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2）ラックフェン国際港（ベトナム）

くしの歯状に伸びる摩耶ふ頭と新港ふ頭の各ふ頭間で

仮設桟橋をプレキャスト化で工期を大幅短縮するな

22

完成した仮築堤の全景

復興工事では各現場で発生した大量の建設残土を、
高潮防波堤改良事業の概要図

10 万トン級の大型コンテナ船が寄港できる国際港の
開発では、深層混合処理（CDM 工法）など日本の技術や

〈環境保全創造・干潟藻場造成〉
1）徳山下松港大島干潟造成

ノウハウを積極活用。マウンド築造時の重機作業では、
GPS を活用したベトナム初の ICT 施工を行いました。
marine voice 21 Spring 2022 vol.317
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年 表 で 振り返る 6 0 年 の 歩 み
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1961 〜 2021 年
（昭和 36 〜令和 3 年）

マリンボイス 2022.４月号｢60th 特別号｣

表 2̲ 表 3（試作）
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海から生まれ

海で育ち

海を活かす

一般社団法人日本埋立浚渫協会は昨年12月6日に設立60周年の節目を迎えました。
今日に至るまでの協会活動を
支えていただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、今号のマリンボイス21（vol.317）は設立60周年を記念し特別
編集版といたしました。 表紙は、当協会の設立60周年記念誌「海を拓くPROJECT ＆ TECHNOLOGY」に収録
された主要プロジェクトの写真で構成しました。会員各社が技術力を発揮し携わってきた、これら主要プロジェクト
についてはP18〜23で詳しく紹介しています。
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海洋土木技術の未来
（日本埋立浚渫協会技術委員会４部会長による座談会）

P10 私たちが未来へつなぐ海洋土木の魅力

（会員各社の若手・中堅社員に「海洋土木の魅力」を聞きました）
P18 我が国の経済・社会を支えるビッグプロジェクト

（日本埋立浚渫協会設立 60 周年記念誌から）
P24 年表で振り返る 60 年の歩み
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