
ヤリイカ産卵礁機能付消波ブロック

１社会的効果

天然の産卵場不足が港の構造物への産卵を増長し
ています。

これまでの技術

ヤリイカ産卵礁機能付

消波ブロック

２社会的効果

ヤリイカ産卵礁付消波ブロックは、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

天然岩礁と比較しても
高い利用率、生存率を確認しました！

設置箇所に応じた
ブロックをご用意しています！

天然岩礁に対し、人工構造物の方が産卵礁面積が大きく、利用率も上回っていました。なお、この調

査では消波工底部設置型の産卵率は100％でした。平均生残率は以下のとおりで、天然岩礁と比較して防

波堤外側の構造物が高くなっています。

社会的効果 道内各地で採用されています！

漁業活動における水産資源の安定かつ持続化を目的として、これまでにイカの産卵群の来遊や周辺

での産卵が確認された16港において1,000個以上の産卵ブロックが設置されました。産卵ブロックの

設置により、ヤリイカの産卵が確認されており、港湾、漁港整備で資源回復に寄与することが期待されます。

北海道日本海側沿岸の漁港・港湾においてはヤリイカの産卵接岸群の回遊

と構造物への産卵がみられ、天然での産卵場不足が構造物への産卵要因の一

つとして考えられます。漁港や港湾におけるヤリイカ産卵床の実態を把握し

て構造物における産卵床の物理機能とその問題点を検討し、本来機能を有し

つつ産卵機能の向上を図ったブロックの開発が求められていました。

【デメリット]

●魚礁の場合、波浪防護機能がない

●ヤリイカ集魚効果が少ない

●海底底質移動で埋没しやすい

ヤリイカ産卵礁機能付消波ブロックは
高いヤリイカ産卵機能を有する技術です。

これまでヤリイカが産卵回遊してくる海域の港では、

防波堤や岸壁の構造物のも産卵している例がありました。

ヤリイカ産卵礁機能付消波ブロックは、基礎捨石の安定

を図る被覆ブロックの機能を保持しつつ、回遊してきた

ヤリイカが自然岩礁と同等かそれ以上の産卵機能を付加

したものです。

【メリット]

●基礎捨石を波浪から防護できる

●ヤリイカ産卵に適した棚構造

●構造物との一体化で埋没しにくい
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被覆ﾌﾞﾛｯｸ型は、産卵実績より天然岩礁と同程度の産卵機能を持ち、 消波工底部設置型は、天然岩礁

や構造物より産卵率が高いことから、より高い産卵機能を有すると考えられます。

天然岩礁における産卵状況

ヤリイカ産卵ブ
ロック（消波工
底部設置型）

ヤリイカ産卵礁機
能付被覆ﾌﾞﾛｯｸ
（タイプⅠ）

消波工底部設置型

消波ブロックの重量に耐える強度
を有し、天井裏面は高さが海底面よ
り10～80㎝、照度が周囲の1％以下で
ある空間を形成します

被覆ﾌﾞﾛｯｸ型（ﾀｲﾌﾟⅠ）

長さ100～200㎝、高さ30～40㎝、

奥行き60㎝の開口部を有し、卵塊
への酸素供給、および塵を洗い流
すための穴を設けています
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産卵礁の面積（㎡）

産卵面積（㎡）

利用率（％）

消波工底部設置 ： 83.8 ％
消波ブロック ： 75.6 ％
被覆ブロック ： 19.8 ％
近隣の天然岩礁 ： 20.5 ％

産卵礁の面積と利用率（H9 松前）

被覆ﾌﾞﾛｯｸ（ﾀｲﾌﾟⅠ）消波工底部設置型

平均生残率

斜面スリットケーソン防波堤

１社会的効果

港湾施設整備ではコスト縮減、施工期間の短縮が
重要な課題となります。

これまでの技術

斜面ｽﾘｯﾄｹｰｿﾝ防波堤

２社会的効果

斜面スリットケーソン防波堤は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

施工期間を短縮しました！

建設費、使用材料も大幅に縮減します！

斜面スリットケーソン防波堤は消波ブロック被覆堤や直立消波ケーソン堤と比べ施工の安全性が高く、

施工期間が短くなります。

建設費は、施工期間の短縮や使用資材量の縮減から、消波ブロック被覆堤と比べ約17％縮減となります。

消波ブロック被覆堤と比べ、コンクリートなどの使用資材量は約1/4に縮減されます。

港湾施設整備を展開する場は、大水深化、高波浪化などに伴いその厳しさを増してきており、施設整備の中心となる

防波堤整備では、コスト縮減、施工の迅速化を克服する技術開発が重要となってきています。

【デメリット]

●施工期間が長い

●建設費が高い

斜面スリットケーソン防波堤は
消波性、耐波性、施工性に優れた技術です。

従来型の防波堤構造では、コスト縮減と施工期間について課題がありました。

「斜面スリットケーソン防波堤」構造は、消波性、耐波性、耐久性、施工性に優れた特徴があります。

特に来襲波が堤体斜面部に作用することにより、波力の一部が鉛直力として働くため、従来型の直立スリット堤と同程度の

水利特性を有した上で、安定性に対する抵抗力が増大する（堤体幅をスリム化できる）という特性を持っています。

【メリット]

●施工期間を短縮

●建設費を縮減

●使用資材も減少

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

鋼研究結果は、『新構造形式ケーソン技術マニュアル』 へ反映されました。

また、設計方法は、下田港防波堤（東）（静岡県）や那覇港防波堤（那覇）（沖縄県）で活用されています。

【工期比較】

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

【斜面スリットケーソン防波堤に対する作用波圧の基本概念】
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直立消波ケーソンと比べ

１カ月以上の短縮
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消波ブロック防波堤と比べ

約１/４に縮減

【コンクリート等の使用資材量比較】

【斜面スリットケーソン防波堤（福島漁港）】

【スリット部における
鉄骨と高耐久性埋設型枠の設置状況】

特に、大水深、高波浪下で消波構造の防波堤を整備する場合、

コスト縮減および施工期間の短縮が重要な課題となります。

～研究成果の社会的効果～ 港湾・農業編



乳牛ふん尿を主原料とするバイオマスプラントの効果

１社会的効果

乳牛ふん尿を有効活用する技術が
求められています。

２社会的効果

バイオガスプラントを核とした取り組みは、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

消化液の農地還元による
資源循環型農業を推進します！

温室効果ガスの発生を削減
牧草の品質・収量アップに貢献！

メタン発酵の残渣である消化液には、窒素、リン酸、カリなどの肥料分が含まれており、有害物質の含有量は

極めて少なく、有機肥料としての循環利用が可能であることが明らかになりました。

共同型バイオガスプラントの稼働により、従前に比べ温室効果ガスの発生が35％（被害金額ベース）削減され

ることが分かりました。消化液は化学肥料と比較して、牧草の収量・品質向上の効果があることがわかりました。

3社会的効果
農家や畜舎の周辺を良い環境にします！

乳牛ふん尿をバイオガスプラントで発酵処理し、その消化液を液肥

として牧草地 に適正散布することにより、畜舎周辺の環境が良くなり、

グリーンツーリズムなど消費者との交流や生活環境の向上につながり

ます。

北海道はわが国の食料基地として重要な役割を果たしています。たと

えば、北海道の乳用牛の飼養頭数は全国の50%以上を占めています。

年間1,800万トンの乳牛ふん尿が排泄されています。

乳牛ふん尿を資源として有効利用する技術は、北海道はもとより、都府

県においても必要です。

バイオガスプラントを核とした
資源循環利用への取組みです。

農村地域のバイオガスプラントは、農家から受け入れた乳牛ふん尿を主原料としてメタン発酵を行い、発生したバイオガス

を燃料として電気や熱のエネルギーを生産します。寒地土木研究所は、別海町に建設した共同型バイオガスプラントで実証

実験を行い、温室効果ガスの発生量抑制やバイオガスの効率的な生産に関する技術開発等を行いました。

H24年
乳用牛
飼養頭数

北海道
82万頭
（57％）都府県

63万頭
（43％）

H23年
生乳
生産量

北海道
388万トン
（52％）都府県

360万トン
（48％）

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」

資料：農林水産省「畜産統計」

乳牛ふん尿

水産加工場

乳製品の
廃品・残渣

など

地域バイオマス
廃品・残渣

共同型バイオガスプラント

エネルギー化技術

効率的な搬送

搬送技術 温暖化原因

とならない
エネルギー生産

・バイオガス
・電気、熱など

有機肥料
の生産

・液体、固体の
有機肥料

畑への投入

農業技術

牧草の生産

農業技術

研究開発

農家・農地へ

自給飼料

環境保全型農業
技術の開発・普及

・有機肥料の適正利用

温暖化ガスの
発生量抑制

・と従来方式の比較で、
温暖化ガス発生量が減となる
肥料化技術を確立

バイオガスの
効率的な生産

・効率的エネルギー化
技術の確立

研究成果

乳業工場

バイオガスプラントを核とした
資源循環利用への取組み

牛2,000頭の1日分
のふん尿の消化液
に含まれる肥料分

硫安

過リン酸石灰

硫酸カリ

86袋

12袋

47袋

（窒素）

（リン）

（カリ）

20kg袋詰め化
学肥料に換算

NH3-N

P2O5

K2O

【収量の比較】 【牧草に含まれる粗タンパク量の比較】

農業用コンクリート水路の表面補修技術

１社会的効果

寒冷地で適用可能な老朽化した水路の
補修技術が求められています。

２社会的効果

農業用コンクリート水路の表面補修技術は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

耐久性に優れ、長寿命化します！

運搬が容易で工期を短縮できます！

FRPM板ライニング工法は、凍結融解（凍害）への抵抗性、漏水防止効果が高く耐久性に優れる

ため、コンクリート構造物が長寿命化でき、ライフサイクルコストの縮減と産業廃棄物の排出抑

制が期待できます。（寒冷地での長期耐久性効果は試験施工により検証中）

FRPM板は、他のパネル工法の材料と比較すると

軽量で、アンカーボルトで容易に設置など特殊な

機械や作業を必要としないため、運搬・施工が容

易なほか、天候や現場状況に左右されないため工

期を短縮できます。

3社会的効果 適用実績が増加しています！

平成28年度までに全国で144件の施工が行われました。当工法のメリットが評価され、特許技術とし

て、東北・関東・北陸はもとより、九州・沖縄まで道内外での適用実績が増加しています。

北海道内の農業用コンクリート水路（開水路）の中には、

建設後数十年を経過し、徐々に老朽化が進んでいるものが

あります。農業用コンクリート水路の補修技術については、

府県では実際の用水路への適用が進みつつありますが、

寒冷地への適用に関する検証例が少ないのが現状です

農業用コンクリート水路の表面補修技術は
寒冷地に適した補修技術を開発する取り組みてす。

寒冷地における農業用コンクリート水路に適用できる補修技術の開発を目的として、表面補修工法の試験施工を

行い、補修後の変状等の発生の有無などを把握することとしました。

各工法とも不具合は確認されず、良好な状態を保っています。現地調査を継続し、観測データの整理、分析を行い、

寒冷地における表面補修工法の適用性を検証しています。

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

【秋田県内適用事例】

寒冷地への適用のため
の工夫 ：低温下でも
早期に強度が発現する
低温速硬型の高炉スラ
グ系セメントモルタル
を使用

寒冷地への適用のため
の工夫 ：既設コンク
リートとFRPM板の間に
滞留した水の凍結に伴
う体積変化を吸収する
目的で裏込材として緩
衝材を使用（従来工法
では裏込材にセメント
モルタルを使用）

樹脂系表面被覆工法
（共同研究：サンユレック株式会社、

日本アクシス工業株式会社）

セメント系表面被覆工法
（共同研究：日鐵セメント株式会社、
全国止水躯体補修工事協同組合）

パネル系表面被覆工法
（共同研究：株式会社栗本鐵工所）

施工概要 ：コンクリート表面の汚れを洗浄
し、緩衝材を裏面に貼りつけたFRPM板
(L=1,000mm、t=10mm)を側壁、ハンチ、底版
にアンカーで固定した（防寒養生を行わずに
施工）
特許第4576636号【水路の補修方法】
NETIS：HK-100020-A【クイックパネル工法】

寒冷地への適用のため
の工夫 ：寒冷地での
適用性を調べるため、
複数の断面修復材を用
いるとともに断面修復
を行わずに凹凸部を残
したまま表面被覆材
(主材)を施工した区間
を設定

施工概要 ：超高圧洗浄により側壁、ハンチ、
底版のコンクリート表面劣化部を除去し、プ
ライマーを塗布した後、高炉スラグ系セメン
トモルタル（繊維入り）表面被覆材(t=10mm)
を左官工法で施工した（底版の一部区間は高
炉スラグ系セメントモルタルで施工）

施工概要 ：超高圧洗浄により側壁、ハンチ、
底版のコンクリート表面劣化部を除去し、凹
凸部をポリマーセメントモルタル断面修復材
で表面を平滑にした後、プライマーを塗布し、
その上にウレタン樹脂表面被覆材(t=1.5mm)
を施工した（一部区間は断面修復せずに施
工）

パネル系表面被覆工法 施工状況

【適用実績】

知的財産権等

•特許第4576636号

〔水路の補修方法〕

•NETIS登録：HK-100020-A

〔クイックパネル工法〕

平成22年度に
特許に登録されました

～研究成果の社会的効果～ 港湾・農業編


