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「海洋・都市基盤技術のイノベーション」 

 
  

 

 
  

 

 本研究は，以下の 2 つのサブテーマに分けて実施している． 
（サブテーマ１）海洋ルネッサンスー環境調和を目指した海洋・沿岸技術のイノベーション 
（サブテーマ２）自立連携型都市・地域マネジメント技術イノベーション 
（サブテーマ１）では研究項目（１）（２）（３）（４），（サブテーマ２）では研究項目（５）（６）

を実施中である． 
（1） 海洋産業基盤のイノベーションに関する研究 

エネルギー開発・輸送：極圏海域における資源開発と寒冷海域輸送，深海資源開発と FPSO

システム 

アジアの発展に伴う海上物流のイノベーション：港湾近代化と海上物流システムのイノベー

ション 

（2） 海洋環境保全と船舶海洋構造物の構造健全性維持に関する研究 

海洋環境の保全に関する研究：海洋環境の監視・予測技術，海洋生物の移動とその防止技術 

海洋構造物のライフサイクル管理：構造のライフサイクル管理，海洋汚染防止，高残存強度

構造開発，３Ｒ推進 

（3） 防災・利用と調和した沿岸環境の創生に関する研究 

沿岸部の防災：津波・高潮に対する持続的な防御技術の開発 ，流砂系土砂管理による海岸

侵食の制御 

沿海部の環境再生・予測技術の構築 

（4） 統合的海洋教育・研究センターによる全学的連携体制の構築 

海洋分野における学際的教育研究を推進する部局横断的な文理融合型組織「統合的海洋教

育・研究センター」を設立し，大学院レベルの「海洋の統合的管理能力」に関する教育を推

進する． 

（5） 自立連携都市に関する横断研究アプローチ 

ロバストな社会資本維持管理技術研究：社会経済条件変化にも適応できる強靱な都市・地域

システム実現 

地域イノベーション研究：都市住民の生活の質や地域経済力を高める社会技術の学際的研究． 

１．研究題目
　　「海洋・都市基盤技術のイノベーション」
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（6） 実践プロジェクト研究 

臨海・都心再生プロジェクト【都心部活性化＋港湾防災安全＋基盤施設維持管理＋エネル

ギー管理】 

郊外地再生プロジェクト【郊外住宅地再生＋都市フリンジ再編】 

後背都市群再生プロジェクト【中心市街地再生＋道路橋梁基盤及び周辺地区整備】 

 

 

 

学際プロジェクト担当者 

フリガナ 
氏 名（年齢）

 
所属部局 部門 分野 ・ 職 名

 
現在の専門・学位 役割分担等 

（代表者） 
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生部門 システムのデザイン分
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中村 文彦 (46) 

大学院工学研究院 システムの創
生部門 人もの空間のシステム分
野・教授 

交通計画 

工学博士 

全体統括 サブテーマ２推進 

(1)海上と港湾都市交通 

(5)ロバストな社会資本維持管理研究総

括 

アライ マコト 

荒井 誠 (56) 
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野・教授 
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(56) 

 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 システムのデザイン分
野・教授 

 

応用流体力学 

工学博士 

(1)  

カイ ヒサシ 

甲斐 寿 (46) 
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生部門 システムのデザイン分
野・准教授 
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生部門 人もの空間のシステム分

野・准教授 

交通工学 

博士（工学） 
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平 山  次 清 

(63) 
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船舶海洋工学 

工学博士 

(2)  

谷 和夫 （46） 

大学院工学研究院 システムの創

生部門 人もの空間のシステム分

野・教授 

応用地質学、資源開

発工学 

Ph.D 

(1)  

(6)  

カワムラ ヤスミ 

川 村  恭 己 

(43) 

 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 システムのデザイン分
野・准教授 

 

構造情報システム 

博士（工学） 

(2)  

ワダ タイシ 

和 田  大 志 

(40) 

 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 システムの分野・助教授 

 

材料工学 

博士（工学） 

(2)  

ムライ モトヒコ 

村 井  基 彦 

(38)

 
大学院環境情報研究院 社会環境
と情報部門・准教授 

 

船舶海洋工学 

工学博士 

(2)
 

ササキ ジュン 

佐々木 淳(41) 

 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 人もの空間のシステム分
野・教授 

 

沿岸環境学 

博士（工学） 

(3)  
(6)臨海都心再生 

タカミザワ  ミノル 

高見沢 実 (50) 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 人もの空間のシステム分
野・教授 

都市計画 

工学博士 

 

(5)地域イノベーション研究総括 

ツバキ   タツヤ 

椿   龍哉 (56) 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 人もの空間のシステム分
野・教授 

構造工学 

Ph.D 
(5)ロバストな社会資本維持管理研究 

タサイ    アキラ 

田才  晃 (54) 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 人もの空間のシステム分
野・教授 

建築構造 

工学博士 

 

(5)ロバストな社会資本維持管理研究 

カワバタ  マサヤ 

河端 昌也 (41) 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 人もの空間のシステム分
野・准教授 

建築構法 

工学博士 

 

(5)ロバストな社会資本維持管理研究 

フジオカ  ヤスノリ 

藤岡 泰寛 (35) 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 人もの空間のシステム分
野・講師 

建築計画 

工学博士 

 

(5)地域イノベーション研究 

キタヤマ   コウ 

北山  恒 (58) 
大学院工学研究院 システムの創
生部門 人もの空間のシステム分
野・教授 

建築デザイン 

工学博士 

 

(6)臨海・都心再生プロジェクト 
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資源エネルギー開発・輸送，海上物流，海洋環境の保全，ライフサイクル管理，沿岸防災，沿

海部の環境再生，統合的海洋教育・研究、自立連携都市，沿岸環境創生，社会資本管理，地域

イノベーション，臨海都心再生，郊外地再生，後背都市群再生 
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海洋およびそれに面する都市の持続的発展に

資する技術イノベーションの展開を多面的に研

究することを目的とする．当面は海洋沿岸技術面

からのアプローチと港湾都市マネジメント技術

面からのアプローチを並行的に行うとともに，融

合テーマの模索を行う．前者をサブテーマ１，後

者をサブテーマ２とし，以降分けて説明する． 
サブテーマ１）海洋ルネッサンスー環境調和を

目指した海洋・沿岸技術のイノベーション：海洋

における産業活動と海洋環境の保全，海洋自然環

境に対する沿岸を含む安全と防災の重要性を認

識して，本学全学で開始された「海洋科学」「海

洋技術」「海洋政策」をテーマとする活動を基軸

に，「海洋技術」研究を推進し，統合海洋教育研

究センター」の設立を図ること，船舶海洋工学，

土木工学分野，環境情報研究院の海洋関係者，国

際社会科学研究科の港湾政策の分野にまたがる

組織とし，学際研究を推進すること．第三期科学

技術基本計画に則して産業経済のイノベーショ

ンと安全・環境の調和の視点から新たな海洋産業

基盤を構築することを目的とする． 
サブテーマ２）自立連携型都市・地域マネジメ

ント技術イノベーション：土木工学および建築学

のいわゆる計画分野の研究グループを基軸に，新

しい発想や技術を取り入れた社会資本管理と地

域イノベーションの２つのテーマ研究をベース

とし，それら及び本学の実績であるＧＩＳプラッ

トフォームを土台に，横浜・神奈川地域を主なフ

ィールドとする複数の実践プロジェクトを設定

し，包括的取り組みにより，要素技術研究を総合

化し，共通テーマの横断的研究により新たな知の

領域を開拓することを目的とする． 
 

 

 

 

化石燃料の持続的な確保は，現代の産業社会を

最底部から支えるものであり，その重要性は少な

くとも今後半世紀は揺るぐことはない．一方，資

源ナショナリズムの台頭や地政学的リスクのた

めに，中東などの産油国から輸入すれば事足りて

きた時代は終焉し，資源を独自に獲得する技術を

保有することが不可欠となってきた．とりわけ，

人間が足を踏み入れることの少ない，極域や深海

における海洋開発の重要度が増してきている．こ

のような海域は海象が厳しく，現地での調査には

困難が伴うために，これまで十分に研究されてこ

なかった．そこで本プロジェクトでは，複数の手

法（現地調査・モデリング・実験・数値計算）を

駆使して研究を進めることで現状の打開を図っ

た． 

 

 海洋における生態系のふるまいを調査するた

めの有効な手段は，生態系を構成する要素の増減

を数学モデルによって表現し，そのモデル式を数

値的に解くというものである．また，極域では海

氷が存在するため，他の海域にはない独特な生態

系が存在する．その一番の特徴は，海氷の内部お

よび底面に付着して繁殖する海氷藻類（アイスア

ルジー）が一次生産者として存在することである

（図 7.1.(1)-1）．このアイスアルジーは冬季に大

増殖し，生産した有機物を直下の海水中に供給す

るという働きをもつ．したがって，海氷と海洋と

を結合させたモデルを作成する必要があった．そ

こで，海氷と海洋との間の物質交換を記述するカ

ップリングスキームを考案した．本プロジェクト

では主にそのスキームの妥当性を検証する作業

をおこなった [1]． 

本プロジェクトに先立ち，冬季の北海道オホー

ツク海沿岸のサロマ湖に観測サイトを設置し，海

水や海氷のサンプル，海氷直下の沈降有機物のサ

ンプルを取得した（図 7.1.(1)-2）．そのサンプルを

分析し，生物の現存量，一次生産量，沈降フラッ

クス，海氷からの有機物離脱量,栄養塩濃度デー

タを得た．さらに開発した「海氷-海洋結合生態

系モデル」を用いて数値計算を実施し,その結果
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と観測データとを比較した（図 7.1.(1)-3）． 

図 7.1.(1)-1 海氷-海洋結合生態系モデルの模式図 

 

図 7.1.(1)-2 北海道サロマ湖における氷上観測

図 7.1.(1)-3 海氷中および海水中における，(a)

有機態炭素濃度，(b) クロロフィル a濃度．実線

は計算値，点は観測値． 

 

本研究で開発したモデルは，海氷と海水との間

の物質交換を数学的に記述した初めてのもので

ある．したがって，得られた成果はいくつかの国

際学術誌において積極的に発表した．その甲斐あ

って，カナダと米国の研究者から問い合わせが来

ており，研究者同士の交流を構築できた．さらに

当プロジェクトで作成した計算コードは交流研

究者に提供され，北極海などを対象とした新たな

極域生態系モデリングの基盤となっている． 

 

深海の開発は,海底鉱物資源の確保実現のために

研究の重要性が増している．その深海開発におい

て鍵となる技術が「ライザー管」である．ライザ

ー管は深海と洋上とを結ぶ長大な管で，内部を流

体が流れるもので，海洋資源開発において重要な

役割を担う(図 7.1.(1)-4)．この管は現在，最大

で水深 3,000m 程度の海域において用いられてお

り，海流や潮流による負荷が絶えず作用する．ま

た極めて長いため剛体ではなく弾塑性体として

ふるまう． 

よって工学上の課題は，この運動に起因する管

の疲労破壊を防止することである．特に，海流と

管との相互作用により発生する渦励振が懸念さ

れる． 

図 7.1.(1)-4 大水深ライザー管の模式図

そこで本プロジェクトでは，ライザー管の運動を

予測する実用的方法を開発することを目指した．

従来，同様の目的で多くの研究がなされてきたも

のの，いずれも計算機性能の向上に依存する性格

が強く有用なツールとなっていない．よって本研

究では，下記の２つの工夫により,実用性の向上を

試みた．

●VIV 流体力を推定する後流振動子理論の構築

●ライザー管に沿うラグランジュ座標ベースで
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の有限差分法による構造解析法の作成

後流振動子理論は，流体中の物体後方における

渦の放出・剥離という流体現象を，振動子の機械

運動に置き換えて解析する理論である．これによ

り大規模な数値計算を実施せずに流体力を正確

に算定できる．これまでに本理論の導出を行い，

模型実験により検証を実施した（図 7.1.(1)-5）．

水面

曳航水槽

図 7.1.(1)-5 後流振動子理論の検証実験

検証の結果，本理論は運動する没水円柱に作用す

る流体力を概ね良好に予測できることが確認さ

れた（図 7.1.(1)-6）[2]． 
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図 7.1.(1)-6 流体力の理論値と実験値との比較

今後は有限差分法ベースの構造解析法の開発を

進めていく予定である．

[1] Nishi, Y. and Tabeta, S., J. Geophys. Res., 113,
C01003, doi:10.1029/2006JC004077 (2008). 

[2] Nishi, Y. et al., J. Mar. Sci. Tech., in press. 

[1-７]

  

世界各地の港では，後背地の経済活動の特徴が

それぞれ異なるため，個々の港において輸出貨物

と輸入貨物の物量のバランスが必ずしもとれて

いない．横浜港など日本の港の多くは輸入超過で

ある．また，アジアと世界の他地域を比べると，

アジア発の貨物量が極めて多い．したがって，例

えば太平洋航路においては東航貨物に比べ西航

貨物が極端に少ない状況である．また，現在の海

上物流において乾貨物は主としてコンテナ船で

運ばれているが，上記の理由により,輸入超過港

ではコンテナが大量に余り，輸出超過港ではコン

テナが大量に不足するという状況が生じている．

コンテナ輸送のこのようなインバランスによっ

て，現在の海上コンテナ物流においては実入りコ

ンテナだけでなく大量の空コンテナがコンテナ

船によって輸送されている．空コンテナの輸送は

海運企業に対し運賃収入をもたらさない一種の

「無駄な」輸送であるため，可能な限り空コンテ

ナを運ばない効率の良い輸送方法を求める必要

があると考えられる．しかしながら,空コンテナ

の輸送を考慮した輸送最適化に関する研究はこ

れまでほとんどなされていなかった． 

 本研究では，定期コンテナ輸送を空コンテナの

再配置も考慮しつつ最適化するという新しい概

念に基づく物流最適化の方法を提案した．提案し

た方法は，輸送最適化問題を「航路の選択問題」

と「船舶の選択問題」の二段階で処理するもので

ある．航路選択問題において,候補となる航路を

多数生成して遺伝的アルゴリズムを用いて最適

な航路を求める．次に船舶の最適化問題において

は，線形計画法を用いて航路選択問題の解を基に

貨物輸送需要の季節変動を考慮しながら最適な

輸送能力をもつ船舶を選定する． 

 実際的な例題として，現在貨物輸送が最も活発

なアジア地域のコンテナ物流をとりあげて最適

航路および船舶の組み合わせを求め，提案した方

法の有用性を示した．空コンテナ輸送の影響を定

量的に評価した研究はこれまでなかったが，本研

究では空コンテナの効率的な輸送がコンテナ輸

送全体の最適化において極めて重要であること

を定量的に示すことができた． 
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図 7.1.(2)-1 航路および船舶の選択問題イメー

ジ 

 

 
図 7.1.(2)-2 貨物輸送量の年間変動と船舶不足

解消のための最適用船計画 

 

 

図 7.1.(2)-3 航路設計例 

[1] Takano, K. and Arai, M., Study on a Liner 
Shipping Network Design Considering Empty 
Container Reposition, Journal of the Japan Society of 
Naval Architects and Ocean Engineering, (2009) (投
稿中).
[2] Takano, K. and Arai, M., A Genetic Algorithm for 
the Hub-and-Spoke Problem Applied to Containerized 
Cargo Transport, Journal of Marine Science and 
Technology, DOI 10.1007/s00773-008-0035-0, (2008) 
(Online Publication). 
[3] Takano, K. and Arai, M., Liner Shipping Routing 
and Scheduling Considering Empty Container 
Reposition, Conference Proceedings, The Japan 
Society of Naval Architects and Ocean Engineering,
Volume 7E, pp. 97-100, (2008). 
[4] Takahashi, N. and Arai, M., Study on Maritime 
Container Transportation Network including Empty 
Container Repositioning and Estimate of Future CO2

Emissions, Asia Navigation Conference 2008,
pp.82-87, (2008). 
[5] Yuzui, T. and Arai, M., A study on the 
optimization of the container transportation network 
considering empty container flow, TEAM 2008,
pp.267-274, (2008). 
[6] Takano, K. and Arai, M., Design of a liner 
shipping network considering allocation of empty 
containers, TEAM 2008, pp.291-300, (2008). 
[7] 荒井 誠,東アジアの海上物流とコンテナ船

の大型化,シンポジウム「横浜から海洋文化を育

む」,口頭発表,(2007). 

船舶のバラスト水に取り込まれた海洋生物が地

域や国境を越えて移動し，移動先において異常繁

殖することによって生態系を破壊する事例が報

告され，新しい海洋環境問題となっている．この

ため国際海事機関(IMO)は 2004 年にバラスト水
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中の生物総数を規定する条約を採択した．現在，

世界各地でこの条約を満足するためのバラスト

水処理装置の開発が進められている．しかしなが

ら，バラスト水処理には多くの技術的問題が存在

し，処理装置開発には困難が伴う．本技術は「バ

ラスト水を積載しない船」という全く異なった観

点からこの問題を解決しようとするものであり，

模型実験や数値解析を用いた研究により,その優

れた性能を確認した．

図 7.1.(3)-1 新技術の概念

軽荷状態（貨物を積まない状態）： 

 ・船底に設けた海水流入口から浮力調整タンク

に海水を導入し，浮力減少により航海に必要な喫

水を確保する． 

 ・海水流入口および流出口の形状を工夫するこ

とにより，両者に圧力差を与えて,浮力調整タン

ク内の海水を循環・排水する． 

 ・船体表面の圧力分布を考慮して流入口，流出

口の設置位置を工夫することにより，上記の性能

をさらに改善する． 

 ・タンク内の海水は短時間で船体外のローカル

な海水と同一成分となるため，海洋生物の移動問

題を防止できる（目的地に到着したときにはその

海域の海水になっている）． 

 ・必要であれば,デッキに設けた排気管の開閉

とタンク底の流入口，流出口の開閉を連動させる

ことにより，喫水線上方のタンク天井まで海水を

満載することが可能である． 

満載状態（貨物を運ぶ状態）： 

・ 船底の海水流入口,流出口を閉じ，ポンプに

よって海水を排水することにより，貨物を

運ぶ際に必要な浮力を得る． 

 

 

図 7.1.(3)-2 海水流入口,流出口の形状例 

 

 
図 7.1.(3)-3 海水同化率の時間変化計算例 

 

以下に提案方式の利点を列挙する． 

・複雑な処理装置の導入ではなく，船体構造の改

良を中心としてバラスト水移動問題を解決する

点に新規性がある． 

・省エネである（燃料消費量の増加は 1%以下）．

発電等のエネルギー増加がないため，CO2 増加な

どの環境影響がない． 

・生物移動防止を確実に行える． 

・シンプルな方法である（船型や船体構造・区画

等の大幅な変更を要しない）． 

・化学薬品を使用しないため二次的な環境問題発

生の恐れがない． 

・バラスト水処理装置設置による貨物倉容積の減

少が問題となる船舶では本方式が極めて有利で

ある． 

・既存船の対策としてもバラストタンクの比較的

軽微な改修により対応できる可能性がある． 

・バラスト水処理方式と本方式を併用したり，有

利な船種ごとに棲み分けることも可能である． 

 本方式の基本概念については，国際特許宇申請

中である[10]． 

 

[2000s] [4000s] [6000s]
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船舶海洋構造物の経年劣化による損傷を原因

とする大規模破壊が，乗組員の人命の安全や危険

物漏洩などによる環境汚染を引き起こす事故を

防止するため，国際海事機関（IMO）や国際船級

協会連合（IACS）において構造規則のあり方が

検討されている．本研究では，経年劣化の主原因

である疲労と腐食について， 
・ 就航中に検出された疲労き裂のシミュレー

ション・ベースの管理 
・ 腐食による構造部材の力学特性の変化 
・ 余寿命便益評価に基づく船体の保守管理法 

について研究を実施した． 
 

典型的な疲労き裂損傷部位である図 1の構造詳

細について，ウェブとフェイスをき裂が同時進展

する状態のシミュレーションを行い，疲労き裂伝

播形態の管理・制御の可能性を検討した．シミュ

レーションでは，き裂伝播経路の予測と要素再分

割による逐次有限要素解析を実施した． 

 

 
 

図 7.1(4)-1 水圧を受ける補強板構造とき裂発

生部位 

 

図 7.1(4)-1 の縦横部材交差部ロンジ材に発生

した疲労き裂のウェブ内のき裂伝播経路を図

7.1(4)-2 に示す．図の上部がフランジ，下部がス

キン材位置に相当するが，き裂はスキン材に近づ

くに従って大きく湾曲し，き裂のスキン材への侵

入をき裂伝播形態の観点から制御・抑止できる可

能性が有ることを示している． 
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図 7.1(4)-2 ウェブ内のき裂伝播形態

き裂面残留塑性域を考慮した遅延モデルについ

ての実験的検討 

疲労き裂伝播試験を図 7.1(4)-3 に示すＣＴ試

験片を用いて行った．供試材は板厚 10mm の JIS
SM490A 鋼板である．

図 7.1.(4)-3ＣＴ試験片

実船での荷重履歴をモデル化したクラスター

化されたランダム荷重（嵐モデル）による変動荷

重を負荷条件とした．嵐モデル変動荷重試験は冨

田らの手法に則り A から F の 6 種類の嵐荷重をラ

ンダムに発生させた．20 年間に遭遇する嵐は総計

93 個である．初期き裂を一定振幅荷重で発生させ

た後，ランダムな順序の嵐モデルを作用させる．

（表 7.1(4)-1，図 7.1(4)-4 参照）

表 7.1(4)-1 嵐荷重レベルと平均生起頻度

図 7.1(4)-4 単一嵐における荷重履歴

 

実験と本解析結果の比較例を図 7.1(4)-5 に示す．

通常行われる荷重履歴影響を無視した等価荷重

による結果に比べて，変動荷重に伴う疲労き裂伝

播の遅延現象が，実験結果とよく一致した形で現

れており，高精度シミュレーションが実現できた．

溶接継手についても本手法の適用性を同様に確

認出来ている．

図 7.1(4)-5 ランダム荷重下の疲労き裂伝播シ

ミュレーションと実験の比較 

クラスター化されたランダム荷重による船体構

造の疲労き裂の伝播シミュレーション 

図 7.1(4)-1 に示す船体構造詳細がランダムな

嵐荷重を受ける場合のフェイスのき裂成長の数

値シミュレーション結果を図 7.1(4)-6 に示す．

ランダムな荷重履歴の影響による伝播寿命の変

動を検討するために計算は 10 回実施した．ここ

では比較のために，Paris-Elber 則による簡易計

算の結果も示している．本手法による結果は簡易

手法のものに比べてバラツキが大きく，平均寿命

は 2～3 倍程度長く推定されている．これは，高

荷重作用後のき裂伝播の遅延現象を考慮できる

からである．図 7.1(4)-7 にウェブのき裂に対す

る 0～80万サイクルまでのき裂成長曲線とそれに

対応するランダムな嵐荷重履歴を示す．本手法に
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よる結果では，高レベルの嵐を受ける間はき裂進

展速度が大きく加速するが，直後の低レベルの嵐

では大きく減速しているのがわかる． 

 

図 7.1.(4)-6 フランジのき裂伝播曲線 

 

図 7.1.(4)-7 高レベルのクラスター荷重負荷後

のウェブにおけるき裂伝播遅延挙動 

本シミュレーション手法のランダム荷重履歴

は，ISSC スペクトルなどのエネルギースペクトル

で与えられる短期海象と船体の構造応答関数

（RAO）を組み合わせた形へも展開可能である．

その一例として，超大型コンテナ船の船側構造の

疲労解析結果を図 7.1.(4)-8 に示す．この場合に

もやはりき裂成長の遅延が現れ，簡便手法による

疲労寿命に比べかなり長寿命側の予測が得られ

ることがわかる． 

新しいシミュレーション・ベースのき裂管理 

本研究により，き裂伝播形態の制御および残留

応力を考慮したランダム荷重下の疲労き裂伝播

寿命予測が可能となった．特に，き裂伝播の遅延

が高精度で予測可能となったことから，図

7.1.(4)-8 に典型的にみられるような遅延・停留

型の疲労き裂伝播曲線が得られる場合を含め，溶

接構造物にける使用中の検査点検に基づく実用

的なき裂管理に道を開くことができたと考えら

れる． 

Load case No.6

図 7.1(4)-8 コンテナ船船側構造のロンジ・フェ

イス材の疲労き裂伝播シミュレーション 

 腐食平板の延性破断特性の解明に関しては，各

種の腐食条件下の船体用鋼板について腐食面の

統計的性質を（財）日本海事協会の調査に基づい

て調査し，塗装の劣化，腐食ピットの発生および

成長を考慮したしシミュレーションモデルを構

築し，実船で観察される腐食状況を良好に再現で

きること確認した． 

 

腐食材表面の精密数値加工により再現と数値シ

ミュレーション法の確立 

腐食ピットの分布を各種系統的に変化させた

腐食表面を数値的に生成し，その引張試験を小型

平板試験片を用いて行い（図 7.1(4)-9 参照），試

験片寸法に関する相似則の確認，腐食鋼板の強度

および延性低下に対する腐食ピットの分布が巨

視的延性低下と塑性変形領域の局所化に及ぼす

影響の解明を行った．さらに，このような現象を

大変形，大ひずみ有限要素解析により数値シミュ

レーションで予測するための手法を確立した（図

7.1(4)-10 参照）．このような現象理解に基づき，

腐食環境下の構造物の強度低下と変形能および

エネルギー吸収量の低下の関係を主として数値

解析に基づき解明することが可能となった． 
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図 7.1(4)-9 試験片表面腐食経年変化の再現加工 

 

(d) DOP = 100% 

図 7.1(4)-10 解析（上図）と実験（下図）の比較

一般に船舶海洋構造物の保守管理に関する意

思決定は，許容安全レベルとコストを考慮し，オ

ーナーにより決定されるものである．保守管理コ

ストを削減した場合には，構造物は壊れやすくな

り，事故を起こしやすい状態になる．そして事故

により大きな損傷が発生した場合には，それに対

する修理にコストが発生するだけでなく，事故に

より生じる人的被害・運航停止・環境破壊など

様々な被害を受け，それに対する補償を負うこと

となる．このような場合には，保守管理コスト削

減量以上にコストが発生すると考えられ，ライフ

サイクル全体としては総コストが増大してしま

う．よって，真の意味で低コストかつ安全な保守

管理を行うためには，ライフサイクルコスト評価

を行い，事故リスクを考慮する必要があると考え

られる．本研究では，上記の問題点を解決する手

法として，船舶の余寿命におけるコストとリスク

を考慮した構造保全計画の決定手法を提案した．

具体的には，まず第一に，次式のような船舶に関

する余寿命便益評価の定式化を行った．
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cur cur
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ここで，余寿命コスト(CRL)は，各船齢(i)毎に必要

であると予測されたコスト(CALLi)を，船齢毎に総

和したものとして評価する．また，各船齢毎のコ

スト(CALLi)としては，運航 (COPEi)，保険 (CINSi)，
保守管理コスト(CMi) だけでなく，事故リスク

(CRISKi)を考慮する．また式中の pfj は，船齢 j にお

ける事故確率を示し，構造信頼性解析を行うこと

により得られる．さらに本研究では，船舶の余寿

命収入(RRL)として運航収入(ROPEi)と売船利益(RRE)
を考慮し，余寿命中の収入から余寿命コストを差

し引いた余寿命便益(RLB)を定義し，これを保守管

理計画に利用する．

本研究では提案した手法の具体的適用例とし

て，北大西洋航路を運航するバルクキャリアにお

いて４種類の異なる保守管理計画(plan1～4)に関

して RLB の試計算を行った．下記に構造信頼性解

析によって縦曲げ強度に関する破壊確率の船齢

変化を求めた結果を示す．

このように腐食等の経年劣化により，破壊確率

図 7.1(4)-11破壊確率の船齢変化
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は年々上昇するが，修理がおこなわれる船齢では

破壊確率は下がる．また，最も丁寧な保守管理計

画(plan4)に比べて，最も悪い保守管理計画(plan1)
の破壊確率が，船齢が経つ毎に高くなっていくこ

とがわかる．

次に，得られた破壊確率(pf)を用いてリスクを求

め，余寿命便益(RLB)を評価した結果を示す．

図 7.1(4)-12 保守管理計画(plan1～4)に対する

余寿命便益(RLB)

再塗装による腐食の修理を行っていない最も保

守管理の悪い Plan1 と他のプランを比較すると，

再塗装を行った方が RLB が大きく，コストとして

有利である．また，最も RLB が高い計画は Plan2
であり，最も丁寧な Plan4 よりも良いことがわか

った．以上のように，本研究で提案した余寿命便

益を用いることにより，保守管理計画の良し悪し

を合理的に判断することが可能となる．またこの

考え方により，極端に保守管理の悪い船舶は，経

済的な観点からも不利であることを示すことが

できる．
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（５） 

東京湾浚渫窪地における無酸素水の改善技術 

 地元横浜の海である東京湾は長年にわたる開

発行為の結果水環境の劣化が著しく，下水道の整

備等による流入河川水質の改善にも関わらず，貧

酸素水塊の発生や漁業資源の劣化には改善の兆

しが見られない．一方，近年の環境再生への関心

の高まりもあって，国土交通省のシーブループロ

ジェクト等により人工干潟や浅場の造成といっ

た環境再生プロジェクトがなされつつあり，国土

の保全再生のための公共事業の推進に向けた，有

効な施策を具体的に提案していくことが重要な

研究課題である． 

 このような背景を踏まえ，東京湾をフィールド

として，（1）喫緊の環境改善が期待される，浚渫

窪地（湾奥沿岸に点在する埋立用土砂を採掘した

巨大な穴）や航路筋の水質改善手法に関する研究，

（2）内湾環境全体の長期的な再生に向けた基礎

研究，および（3）干潟・浅場の造成のための設

計支援技術の開発，を行っている．本中間報告で
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は特に成果の上がっている（1）について報告す

る． 

 
図 7.1(5)-1 東京湾および幕張沖浚渫窪地の水

深分布 

 

 東京湾奥部に点在する浚渫窪地のうち，最大の

ものである幕張沖浚渫窪地は水平スケールが 4km，

最大水深が 30m に達する巨大なものである（図

7.1.(5)-1）．この窪地では初春から初冬まで大規

模な無酸素水塊が存在し，青潮の主要な発生源の

一つともなっている．2007 年度から国土交通省関

東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所と協

同調査協力協定を結び，来年度末までの予定で継

続して現地調査を行っている．この調査により，

硫化物濃度の簡易推定法を確立し，浚渫窪地や航

路における硫化物総量の推定法を確立した[1, 2]．

さらに硫化物総量のモニタリングを実施し，青潮

の発生日との比較を通して，浚渫窪地水塊の青潮

への影響を定量的に評価することができるよう

になった[3]． 

 一方，プロセスの忠実な再現を志向した数値シ

ミュレーションモデルの開発を行った．準 3次元

の流動モデルに硫化物過程を含む3次元水質モデ

ルを構築して結合し，時々刻々の気象場や湾口潮

位，河川流量を境界条件として与えることで周年

再現計算を行い，現地調査結果と比較することで

モデルの妥当性を検証した（図 7.1.(5)-2）．さら

に小領域の詳細な計算を行うためのネスティン

グ計算を導入し，浚渫窪地およびその周辺を含む

計算領域において，詳細な青潮再現計算を行える

ようにした． 

2008 年 9 月初旬に発生した青潮を対象とし，硫

化物動態を含む青潮再現計算を行った結果，この

ときの青潮の発生源としては幕張沖浚渫窪地が

主要なものであるが，船橋港およびその周辺で発

生した青潮については，船橋航路筋に存在した硫

化物の寄与が支配的であることが明らかとなっ

た． 

 さらに本モデルを用いて，導水技術による浚渫

窪地内の無酸素水塊の改善手法に関する検討を

実施した．密度が小さく十分な酸素を含む表層水

を浚渫窪地底層に送水することにより，底層に酸

素を送り込むと同時に，浮力投入による循環流を

促進することで無酸素水塊の効率的な改善が可

能であることを明らかにした（図 7.1.(5)-3）[4, 

5]． 

 今後は流動モデルを非静水圧 3次元モデルに改

善し，予測精度の向上を図り，より具体的な改善

技術の提案を行っていく予定である．また，湾奥

中央平場に発生する大規模な貧酸素水塊の改善

に向けた全湾的な環境再生手法について，研究を

進めていく予定である． 

 

図 7.1.(5)-2 上層および下層の水温，塩分，溶

存酸素濃度の実測値と計算値の比較による 

モデルの検証 
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図 7.1.(5)-3 浚渫窪地における，導水なしおよ

び低密度水の導水による 13 日後（上段）および

28 日後（下段）における溶存酸素濃度鉛直断面 

分布計算値 

 

参考文献 

[1] 市岡志保・佐々木 淳・吉本侑矢・松坂省一

・有路隆一・諸星一信．東京湾奥部の浚渫窪

地における硫化物量の簡易推定手法の提

案．海洋開発論文集，Vol. 24, pp. 669-674, 

2008． 

[2] 市岡志保・佐々木 淳・吉本侑矢・下迫健一郎・

木村俊介．航路と浚渫窪地に着目した硫化物

動態と青潮影響に関する考察．海岸工学論文

集，56，2009．（印刷中） 

[3] Sasaki, J., Kawamoto, S., Yoshimoto Y., 

Ishii, M. and Kakino, J. Evaluation of the 

amount of hydrogen sulfide in a dredged 

trench of Tokyo Bay. J. Coastal Res., SI56, 

890-894, 2009. 

[4] 吉本侑矢・佐々木 淳・下迫健一郎・木村俊介．

浚渫窪地における導水を用いた貧酸素改善に

関する検討．海岸工学論文集，56，2009．（印

刷中） 

[5] Sasaki, J., Kanayama, S., Nakase, K., and 

Kino, S. Effective application of 

mechanical circulator for reducing hypoxia 

in an estuarine trench. Coastal Eng. J., 

51(4), 2009. (in press)  

 

 

海洋分野における学際的教育研究を推進する

ため本学では，2007 年 6 月に部局横断的な文理融

合型組織「統合的海洋教育・研究センター」を設

立し，大学院レベルの「海洋の統合的管理能力」

に関する教育を推進している．本センターは，こ

れまで各部局の小グループにより行われてきた

海に関する教育研究活動の連携強化を図るため

の中核として位置付けられるとともに，2007 年に

成立した海洋基本法および 2008 年に制定された

海洋基本計画の体制を大学教育から支えるとい

う重要な意味をもつ活動を行っている．大学院教

育実施に当たっては，国及び地方自治体，外部関

係機関，民間企業，経済界等との産官学連携を図

り，海洋に関する深い専門知識とともに狭い専門

領域に囚われず俯瞰的に問題を見ることのでき

る人材を育成し，産業社会や公共サービスへの多

様な人材ニーズに応えることを目標にしている．

本センターの設立に際しては，本学際プロジェク

ト担当教員が工学研究院としてセンター運営の

中心的役割を担っており，本学際プロジェクト代

表者の一人（角）は，設立以来センター長を務め

ている． 

本学の海洋教育・研究の大きな特徴は，船舶海

洋工学，沿岸防災，海洋環境科学など海に関わる

理工学分野の研究者のみならず，社会科学分野に

も海洋研究に実績を持つ研究者を多数擁し政策

立案などに貢献していることが挙げられる．2008

年度からは，文部科学省教育研究特別経費，日本

財団助成，さらに学長裁量経費等の学内予算措置

を得ることができ，カリキュラム開発事業も軌道

に乗り始めた． 

本センターの大学院副専攻プログラムは，わが

国で初めて，領域横断的にさまざまな専攻で学ぶ

大学院生を対象として修士レベルの「統合的」海

洋管理能力を持つ人材育成を目標に教育を行っ

ており，具体的には社会科学を専攻する学生には

産業活動における海洋科学・工学の視点を，また

理工学を専攻する学生には地域社会や国際社会

を律する法が技術に与えるインパクトを理解で

きる素養を育むことを目指している．2009 年 3 月
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時点で，37 名の大学院生が，本副専攻プログラム

を履修しており，このうち 13 名を最初の修了生

として送り出した．このうち約半数は主専攻とし

て工学府に所属する大学院生である．コア科目

「統合的海洋管理学」は，公開講座化しており，

学生以外にも 17 名の社会人が履修している． 

本センターには，本学の全ての大学院研究科・

研究院に亘る海洋を専門領域とする教員約 35 名

が兼務するとともに，特任教員（教授，研究教員

各 1 名），客員教授 3 名を配置して教育研究体制

の整備を鋭意進めている．国の海洋基本計画は，

2 年後に始まる第 4 期科学技術基本計画にも整合

性ある形で反映されることになるはずであり，今

後は，軌道に乗り始めた文理融合大学院教育とと

もに本学際研究プロジェクトのいくつかのサブ

テーマを全学的連携の下に本センターの事業と

して外部資金を受け入れ，推進していくことが課

題となると考えられる． 
 

 海洋分野における学際的教育研究を推進す

るため，2007 年 6 月に部局横断的な文理融合

型の全学組織「統合的海洋教育・研究センタ

ー」を設立し，大学院レベルの「海洋の統合

的管理能力」に関する教育を推進している． 
 バラスト水問題の研究では，統合的海洋教

育・研究センターの松田裕之教授（海洋生態

リスク学），菊池知彦教授（海洋プランクト

ン学）の協力を得て研究を推進している． 
 東京湾をフィールドとして，喫緊の環境改善

が期待される，浚渫窪地（湾奥沿岸に点在す

る埋立用土砂を採掘した巨大な穴）や航路筋

の水質改善手法に関する研究について，2007
年度から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と協同調査協力協定

を結び，現地調査を行っている．この調査に

より，硫化物濃度の簡易推定法を確立し，浚

渫窪地や航路における硫化物総量の推定法

を確立した． 

 極圏海域の問題として，海氷域における開発

行為が，周辺生物環境へ与える影響を評価す

るために，海氷と海水との間の物質交換を数

学的に記述したモデルを初めて構築した．本

研究結果には，カナダと米国の研究者から問

い合わせが来ており，研究者同士の交流を構

築できた．さらに当プロジェクトで作成した

計算コードは交流研究者に提供され，北極海

などを対象とした新たな極域生態系モデリ

ングの基盤となっている． 

 定期コンテナ輸送において，空コンテナの再

配置も考慮しつつ最適化するという新しい

概念に基づく物流最適化の方法を提案した．

提案した方法は，輸送最適化問題を「航路の

選択問題」と「船舶の選択問題」の二段階で

処理するものである．

 バラスト水問題の解決策として，複雑な滅菌

処理を中心としたバラスト処理装置に比べ

て省エネかつ簡単な仕組みでバラスト水問

題を解決する独創的な方法を開発した． 

 経年船の構造健全性管理手法として，破壊力

学に基づくシミュレーション・ベースのき裂

管理を提案し，き裂伝播形態の制御および残

留応力を考慮したランダム荷重下の疲労き

裂伝播寿命予測手法を開発した．特に，き裂

伝播の遅延が高精度で予測可能となったこ

とから，遅延・停留型の疲労き裂伝播曲線が

得られる場合を含め，溶接構造における使用

中の検査点検に基づく実用的なき裂管理に

道を開くことができた． 
 船舶海洋構造物を低コストかつ安全に保守

管理するためには，事故リスクを考慮したラ

イフサイクルコスト評価を行う必要がある．

上記の問題点を解決する手法として，船舶の

余寿命におけるコストとリスクを考慮した

構造保全計画の決定手法を提案した．

 東京湾をフィールドとして，浚渫窪地（湾奥

沿岸に点在する埋立用土砂を採掘した巨大

な穴）や航路筋の水質改善手法に関する研究

について現地調査を実施し，浚渫窪地や航路

における硫化物総量の推定法を確立した．

 科学研究費補助金基盤研究(A)，研究代表
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者：角洋一, 数値シミュレーションに基づく

経年船舶海洋構造の強度評価に関する研

究,2005 年 4 月-2009 年 3 月,47,710 千円． 

 科学研究費補助金萌芽研究，研究代表者：角

洋一,腐食平板表面形状のフラクタル性と鋼

板の強度・変形能の関係に関する研究,2007

年 4 月-2008 年 3 月,3,400 千円． 

 科学研究費補助金基盤研究(B)，研究代表

者：荒井誠,低温液化ガス運搬用船舶の安全

性に関する研究,2007 年 4 月-2011 年 3

月,19,110 千円． 

 科学研究費補助金基盤研究(B)，研究代表

者：佐々木惇,浚渫窪地の環境影響の解明と

新しい環境マネジメント手法の提案,2007 年

4 月-2011 年 3 月,19,760 千円． 

 科学研究費補助金基盤研究(B)，研究代表

者：川村恭己,船舶海洋構造物におけるリス

ク評価と余寿命便益評価に関する基礎的研

究,2008 年 4 月-2011 年 3 月,10,920 千円． 

 日本船舶技術研究協会（共同研究）研究代表

者：角洋一, 2007 年 4 月-2010 年 3 月,2,150

千円． 

 IHI（共同研究）研究代表者：角洋一, 2007

年 4 月-2008 年 3 月,500 千円． 

 造船学術研究推進機構研究助成，研究代表

者：荒井誠, 環境保全や船舶の安全航行に関

する研究（新型式バラストフリー船の性能に

関する研究）,2008 年 4 月-2011 年 3 月,500

千円． 

 川崎造船（寄付金）研究代表者：角洋一, 2007

年 4 月-2009 年 3 月,1,000 千円． 

 文部科学省（特別教育研究経費）統合的海洋

教育研究センター長：角洋一，統合的海洋管

理教育実践プロジェクト，2008 年 4 月-2010

年 3 月,28,000 千円． 

 日本財団（助成金）統合的海洋教育研究セン

ター長：角洋一，日本財団講座「統合的海洋

管理プログラム」，2008 年 4 月-2010 年 3

月,57,700 千円． 

 

 

 国際特許出願Ship buoyancy control system,

出願番号：PCT/JP2007/073761. 

 国内特許出願 
名称：き裂進展解析方法  
発明者：角洋一，毛利雅志  
権利者：横浜国立大学・（株）IHI 
特許：特願2008-100524，  
平成 20 年 04 月 08 日  

 セミナー講演（外国大学） 
1. Y. Sumi, Fatigue Crack Management of Ship 

Structures under Random Sequence of 
Clustered Loading, Maritime Engineering 
Seminar, April 30, 2009, Technical 
University of Denmark 

2. Y. Sumi, Crack Propagation under random 
sequence of clustered loading numerical 
simulation versus fatigue tests, Solid 
Mechanics Seminar, April 28, 2009, 
D’Alembert Institute, University of Pierre 
and Marie Curie (Paris VI). 

3. Y. Sumi, Fatigue Crack Management of Ship 
Structures, BUET Special Seminar, 
Department of Naval Architecture, 
Bangladesh University of Engineering and 
Technology, March 6, 2008, Dahka, 
Bangladesh 

 
 

7.1.3 節で述べた新技術の開発は，極圏海域や

深海域における資源エネルギー開発，海上物流の

効率化，経年構造物の維持管理手法の高度化等の

産業技術基盤の構築に貢献することが期待され

る．また，極圏海域や内湾の環境保全に関する技

術，バラスト水問題に関する技術は，今後の環境

ビジネスの基盤となることが期待される分野で

ある． 
 

海洋分野における学際的教育研究を推進する

ため，2007 年 6 月に部局横断的な文理融合型組織

「統合的海洋教育・研究センター」を設立し，大

学院レベルの「海洋の統合的管理能力」に関する

教育を推進している．このプログラムは，わが国

で初めて，領域横断的にさまざまな専攻で学ぶ大

学院生を対象として修士レベルの「統合的」海洋

管理能力を持つ人材育成を目標に教育を行って

いる．2009 年 3 月時点で，37 名の大学院生が，

本副専攻プログラムを履修しており，このうち 13
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名を最初の修了生として送り出した．このうち約

半数は主専攻として工学府に所属する大学院生

であり，工学とともに俯瞰的に海洋問題を考える

学生が育ちつつある． 
 

 

本研究はヨコ型のテーマ横断研究とタテ型の

実践プロジェクト研究とから構成される． 

■テーマ横断研究 

a) ロバストな社会資本維持管理技術研究：土木，

建築のいわゆる社会共通基盤について，ロバスト

な(どのような社会経済条件変化にも適応できる

強靱な)都市・地域のシステムを実現することを

目標に，社会資本のマネジメントの観点から総合

的に研究する．不確実性に対応できる許容能力を

保持しつつ効率的かつ安全な方法で維持・管理あ

るいは更新をしていく視点とともに，望ましいマ

ネジメントが可能な基盤の構築技術や，地域イノ

ベーションに資する基盤のあり方などの解明も

研究テーマとする． 

b) 地域イノベーション研究：実践プロジェクト

研究を地域イノベーションの観点から横断的・学

際的に研究する．都市住民の生活の質や地域経済

力がスパイラル状に高まることを目標とした社

会技術を横断的・理論的・学際的に研究する．複

数の要素技術のマネジメント手法，プロジェクト

推進のための組織論，公・民(NPO 含む)の役割分

担などをテーマとする． 

■実践プロジェクト研究：当初設定したプロジェ

クト 1つのプロジェクトは 3〜5年程度にわたる．

既に進行しているかスタートが準備されている

プロジェクトは以下のとおり．期間中に新たに設

定されるプロジェクトもある． 

1) 臨海・都心再生プロジェクト【都心部活性化

＋港湾防災安全＋基盤施設維持管理＋エネルギ

ー管理】 

 これまで個別に蓄積してきたデザイン，コンバ

ージョン，環境管理，防災安全，エリアマネジメ

ント等の要素技術を横浜都心および臨海部のな

かで戦略的・総合的に応用しつつ，さらに上位の

技術マネジメント研究を行う．港湾に面した臨海

都心としての防災安全性と快適性，ベイブリッジ

などの橋梁構造物をはじめ，関連社会基盤の維持

管理機能保全やエネルギー管理に配慮した空間

実現にかかる研究も行う．建築学コースの PED プ

ログラムの展開とからめて，デザイン分野も参画

するプロジェクトも想定している． 

① 港湾地区防災拠点育成プログラム 

生活および産業の集積している港湾地区での

ゾーニングの見直しと高潮や地震による津波な

どに備えた防災体制の整備を海岸工学，交通工学，

都市計画，環境資源管理の観点から総合的に提案

する． 

近年，我が国の海岸事業の目的は防災中心の

「海岸の防護」から環境や利用を視野に入れた

「海岸の防護・環境保全・利用の調和」に拡張さ

れ，海岸や港湾に対する社会の要望に柔軟に対応

できる海岸保全施設や港湾施設の信頼性設計，さ

らには性能設計体系構築が求められている．しか

しながら港湾施設の設計外力として最も重要な

計画波浪の波高は，現行では所要の再現期間に対

する確率波高を標準としているが，実際には確率

波高の推定に必要な観測データを利用できる地

点が限られているため，設計波高の算定に設計者

の判断を超える様々な問題が生じている．もちろ

ん，観測データを利用できない場合は波浪推算に

よるとしているが，信頼度になお問題があるため，

波浪推算の位置付けはあくまでも従に留まって

おり，信頼性設計や性能設計に向けて必要な波浪

情報を波浪推算によって取得する体制にはなっ

ていない． 

現在，EU の研究者を中心に第三世代波浪推算モ

デル SWAN の開発が進められている．海外で開発

されたモデルを日本沿岸で適用する際には，対象

地域・気象での波浪推算の妥当性を正しく評価し

た上での運用が望ましい．そこで本研究では，

SWAN の日本沿岸における適用性および妥当性を

評価するとともに，波浪推算の実災害への適用性

を検討することを目的とした．また，波浪推算の

応用例として台風の強大化に関する検討も併せ

て行った[1]．九州南岸の志布志湾を対象として，

SWAN による波浪推算の妥当性の評価を行った結

果の一例を図１に示す． 
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次に，ケーソン式防波堤を対象として，波浪推

算結果を用いた既設防波堤の安定性能評価を行

った．ここでは，非被災事例と被災事例２ケース

を対象に実施し，それぞれのケースにおいて，防

波堤の被災状況を本手法によって再現できるか

を確認した．使用した安定性能評価手法は，高木

[2]が提案しているものであり，評価指標として

防波堤の期待滑動量を用いた．対象とした防波堤

は，志布志港沖の防波堤である．非被災事例とし

て台風 0310 号，被災事例として台風 0416 号を対

象とした．図 2は，それぞれの事例において既設

防波堤の安定性能評価結果(滑動量)を示したも

のである．非被災事例・被災事例両ケースともに

計算値は実現象の傾向をおおむね表現できてお

り，本手法の妥当性が確認された． 

今後は，高波が構造物に与える影響についてよ

り精緻な予測を行っていくことに加え，高潮およ

び津波防災に関する研究を展開していく予定で

ある．特に大都市港湾域は湾全体スケールから見

ると小さな空間スケールにおいて複雑な地形を

有し，浸水氾濫等の影響を検討していく際には，

これら複雑な地形条件を考慮した予測手法の確

立が必要である．この目的のため，格子解像度二

関して自由度の極めて高い非構造格子系の数値

モデルを導入し，湾全体領域と港湾領域とを同時

に考慮した物理場の予測とその結果を利用した

防災マネジメントの高度化を図っていきたい． 

 

図 1 SWANを用いた波浪追算結果の一例

 

図 2 安定性能評価結果(滑動量) 

 

②湾岸社会基盤更新プログラム： 

ベイブリッジなどの大規模社会基盤や建設か

ら相当の年数を経た首都高速道路などの道路基

盤施設について，維持管理や機能更新を，情報技

術や自動車工学技術の援用も含め，構造物自体を

安全なものとして維持していく観点，システムを

生活の質の確保向上の観点から保持していく観

点から取組む．ここまでの成果として，長期橋梁

モニタリングデータに含まれる突発的変状検出

および地盤変化計測手法開発についてまとめた． 

我が国では高度成長期に建設された橋梁の老

朽化が進み，資本余力減少のなか，安全で快適な

社会・経済活動を維持するには構造物の適切な維

持管理システムの確立が必要となっている．現在，

常時モニタリングシステムは継続的客観的なデ

ータの収集により，橋梁の挙動変化が監視でき，

劣化損傷を早期に検知できるなどの役割が期待

されている．しかし，現状の橋梁モニタリングは

基礎資料が不足であり，膨大なデータの対応やデ

ータに含まれる変状を検出する手法などの課題

が残されている． 

近年，Wavelet や ARMA 等の時系列データ解析手

法が研究されているが，これらの手法により時系

列データを徹底的に解明されていない状況にあ

る．そこで，本研究は時系列データに含まれる突

発的変状を検出する「Change-Point」という簡便

な手法を提案する．ここで提案する Change-Point

手法は時系列に局所的なデータのスペクトル変

動を比較することにより特性変動のあった時点

（Change-Point）を特定し，データに含まれる突

発的変状を検出する方法である．本研究では，橋
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梁 振 動 模 擬 サ ン プ ル デ ー タ を 用 い て

Change-Point 手法の特徴を把握した上で，実橋梁

の長期モニタリングデータへ適用し，本手法の妥

当性を検討する． 

Change-Point 手法は，時系列データを切り，各

局所的なデータをスペクトルに変換する．そして，

各スペクトルを比較して Change-Point を推定す

る理論である．各スペクトル比較する際に，下記

の Last らの既往研究の公式を用い，スペクトル

変動 Dパラメーターを算出してパワースペクトル

を比較する． 

 

),(
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),(1)(
tL
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n
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f
f

λ

 この理論を用いて MATLAB プログラミングを行

い，Change-Point 手法の２パターンを構築する． 

隣接スペクトル比較手法（以下 隣接手法）は隣

接の左右ウィンドウを時系列に移動させながら

スペクトル変動 D を算出し，比較して Change－

Point を検出する手法である． 

基準スペクトル比較手法（以下 基準手法）左

のウィンドウを基準として固定し，右のウィンド

ウを時系列に移動させながら左の基準ウィンド

ウと比較してスペクトル変動を比較して

Change-Point を検出する． 

Change-Point 手法の特徴を把握するために橋

梁振動を模擬したサンプルデータを用いて検証

を行う． 

図１より，データの変状によるスペクトル変動

D を比較すると，異常データが発生する時点に D

が増大し最大値になることから，隣接手法ではデ

ータの突発的変状が検出可能であると確認でき

る．図２は基準手法のスペクトル変動を示す．D

はデータの異常発生時に最大値に，異常終了時に

最小値になることからデータの突発的変状の発

生・終了時刻を検出できると分かる．また，デー

タの変状後の Dは変状前と比べて変動すると見ら

れる．そして，図３に示すスケール別にスペクト

ル変動 Dが異なっているため，変状を検出できる

ために適切なスケールを選択する必要があると

分かる． 

   

 

 

 

都市内高架橋で実測した傾斜計によるモニタ

リングデータを用いて，本手法の妥当性を検討す

図１ 基準手法のスペクトル変動

図２ 隣接手法のスペクトル変動

図３ スケール別のスペクトル変動

図４ 隣接手法・地震時のスペクトル変動
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る． 

 図４は隣接手法による多様なスケールにスペ

クトル変動を示す．10 秒までの小スケールでは D

値の変化が激しく，10Hz でスペクトル変動が大き

いため自動車荷重による影響と考えられる．60 秒

から 90 秒までの大スケールでは，常時にスペク

トル変動 D が小さいが，10 時 14 分時刻に D 値が

急増し，突発的変状が発生したと検出できる．図

５に示す最大値 Dの時点における左右スペクトル

を比較すると，1Hz でパワースペクトルが大きく， 

 

 

スペクトル変動が激しいと分かる． 

実際の地震情報によると2007年 7月 16日の10

時 14 分時刻に新潟中越沖地震が発生したという

ことから，本手法により地震の突発的変状が検出

可能であると確認できる．さらに，図６の基準手

法の解析結果によると地震後の Dが地震発生前と

比べて異常な変化がみなられない．また，地震の

発生時に Dが急増し，終了時に低下したことから，

突発的変状の発生・終了時刻が検出できた． 

 

 

 

 本研究で長期橋梁モニタリングデータの突発

的変状検出手法を提案した．Change-Point 手法に

より，突発的変状の発生・終了時刻を検出できた．

さらに変状の前後の変動特性を把握できた．そし

て，適切なスケールの選択により目的の変状が検

出可能である． 

 以上から，本研究は従来より長期橋梁モニタリ

ングデータ変状検出の簡便な手法が確立できた． 

 関連する研究として、岩盤を含む地盤変形の予

測にかかる技術としては、添付資料にあるように、

現場での 3軸試験にかかる技術開発を行い良好な

成果を得るとともに、関連する技術の特許申請も

行った。 

 

③都心部の歩行者の視点にたった交通体系再構

築プログラム： 

自動車へ過度に依存した生活からの脱却を図

るべく，歩行者の動線に十分に配慮した交通体系

を実現するために，既存の都心の道路空間，生活

空間を含む都市活動空間を一体的に再構築し，都

市のイメージ自体の向上をめざしていく． 

横浜駅西口地区，具体的には，横浜駅西口駅前

広場，鶴屋町交差点，浅間下交差点，岡野町交差

点，ＪＲ東海道線で囲まれる地区について，内部

の土地利用構成，道路網構成を予見とし，その利

用実態と運用実態，あわせて駐車場施設，駐輪場

施設，荷捌き施設の位置と量および機能の分析を

行った．その上で，動線の混乱やわかりにくさ，

交通事故危険性，バリアフリーに配慮した動線見

直し計画の立案に取り組んだ．地区内の各交通施

設の容量の管理，優先順位の管理，需要の管理を

中心とした英国型の総合交通管理（ＣＴＭ）の手

法を用い，そこに都市空間との連携性を組み込み，

人々の移動性を最大限向上させる考え方をモビ

リティデザインという名称で概念整理し，地区へ

のアクセスと地区内での移動環境を向上させる

提案としてまとめた（添付資料）．具体的な実現

可能性について，展開を進めていく． 

 

2) 郊外地再生プロジェクト【郊外住宅地再生＋

都市フリンジ再編】 

 20 世紀の象徴となり世界的に拡大した郊外住

宅地が今，衰退の危機に瀕している．世帯の高齢

化とともに自動車を前提とした市街地そのもの

図５ 最大値時点のスペクトル変動

図６ 基準手法・地震時のスペクトル変
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がバリアとなり，自然を破壊してつくられた住宅

地が防災上の問題を抱えていることがわかって

きた．防災，福祉，交通，設計，都市計画などさ

まざまな分野の知を結集して，新たな都市ビジョ

ンを提案し普及するための研究プロジェクトを

展開する． 

 

④栄プロジェクト： 

現行の「人間・生活・都市・学」の成果でもあ

る「アーバンビレッジ」研究のうち郊外部の提案

(横浜市栄区)をもとに地域の各主体(区役所，専

門家，NPO 等)とも連携して学際的な研究を実践的

に行う． 

人口減少時代の大都市郊外部は，空き地・空き

家の増加，交通弱者の孤立，地域全体の活力と価

値の低下等の複合問題を抱えることになると予

測されている． 

都市計画研究室ではこうした市街地の「自立連

携型地域マネジメント技術開発」を進めているが，

2007 年度に既往研究レビューを行なった．①まだ

研究の数は多くなく，普遍的な法則がわかったと

いうよりも各地の実情がいくらかわかってきて

いる段階であること，②まだ「問題の兆候」を読

み取ったりそれをもとに将来をシミュレーショ

ンする研究がほとんどであることがわかった． 

一方，2008 年度には国土交通省の「住まい・ま

ちづくり担い手事業」の資金を得て，『横浜市の

郊外計画開発住宅地におけるエリアマネジメン

ト手法開発に係る調査研究』を実施した．研究主

体は「横浜プランナーズネットワーク」で，大学

は直接実施者というよりも，2007 年度の研究成果

提供や基礎研究実施の立場から加わっている．む

しろ，「エリアマネジメント手法開発」のために

は実際にまちづくりにかかわる専門家や，各地域

のリーダー等とのネットワークがきわめて重要

であり，「横浜プランナーズネットワーク」はそ

うした要の役割を担う組織であるため，大学はこ

うした組織との共同研究を通して実際的な成果

をあげることができる．栄区からは既に先進的な

エリアマネジメントに着手している湘南桂台が

調査対象となり，その他，金沢区の並木団地等と

ともに地域のリーダーから実際の課題や対応方

針等をヒアリングした．特に金沢区の並木団地は

高度成長期に埋め立て地に建設された集合住宅

地であるが，地域の NPO 等とともに地域で交流会

も開催するなど，単なる「調査」にとどまらず，

「自立連携」基盤を同時につくり出すことを意図

した活動を行なった． 

なお，2009 年度も「住まい・まちづくり担い手

事業」の実施が決定したため，現在は昨年度の成

果の上にどのような調査研究活動をするのか詰

めている段階である． 

大学研究室の純粋な研究としては，「アーバン

ビレッジ」研究を発展させた「ニューアーバニズ

ムの制度化の動向」につき 2008 年度より調査研

究中である．ゾーニング制度の発達した北米では，

自動車依存の都市構造を是正しヒューマンな環

境を回復するべく「ニューアーバニズム」運動が

展開しているが，近年，それが次の段階に達しつ

つあり，ゾーニング制度そのものを大きく転換す

る試みが進行している．こうした研究はすぐに日

本で「役立つ」わけではないが，より根本的に郊

外部の再生を構想する際には，現行の都市計画制

度そのものも見直す必要が生じるだろう． 

地域の力，専門家の力，大学の力を持ち寄り連

携させるようなプロジェクトに発展することを

期待している． 

 

⑤羽沢プロジェクト： 

横浜国大裏に設置予定の羽沢旅客駅および周

辺地区をフィールドとする研究である．同駅は，

横浜国大にとって大きなインパクトがあるとと

もに，都市のフリンジ部分のあり方を考えるうえ

で普遍的な意味をもつ．工学，環境，経済経営な

どの知を総合するプロジェクトを展開する．これ

に合わせて学内の実験施設等をキャンパス外に

設置することなども検討する． 

学長裁量経費の支援を受けて，交通研究室と都

市計画研究室の合同により，現況調査と計画提案

を行った．計画提案では，横浜市素案を参考に，

特に，地区全体の歩行者および自動車動線，バス

路線の再編，景観保全，農業機能の保持および駅

前開発とのバランス，駅舎機能，横浜国立大学工

学系地区のキャンパス設計の見直しなどを取り

入れた． 
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⑥川崎プロジェクト： 

古民家の再生と市街地更新をからめた総合プ

ロジェクトを，地域の各主体(市役所，NPO，他大

学等)との連携のもとに行う．歴史や自然を織り

込みながら市街地を開発・再生する新しいマネジ

メント技術を実践的に明らかにする． 

市内多摩区布田地区は，本来多摩川流域の農村

地帯で近年市街化が顕著である．この地区に昭和

40 年代の市営住宅が存在したが，建替再整備計画

において集合住宅化により敷地を確保し，川崎市

住宅供給公社が定期借地権付住宅として分譲し

た．この分譲は建築家による一貫指導と，建築協

定による住環境保全に配慮したもので，実施段階

において小規模多機能形高齢者福祉施設をもつ

共同住宅が併設されることとなった．そして入居

者は，再建した市営住宅，高齢者施設付共同住宅，

隣接する授産施設，近隣の農家をはじめとする従

来からの地域住民などを含めて，一体の共生地域

を形成することが求められた．その実現は福祉や

まちづくりに関する活動をおこなう NPO（公社 OB

が設立）をはじめ，近隣の川崎市立日本民家園や

大学等の学術組織からの協力が期待された．その

「地域共生まちづくり」へ向けた具体的手法とし

て，地区内に残る茅葺き民家（小川家）とその屋

敷環境の活用が注目された．そこで古民家実測調

査と価値判断，古民家と屋敷環境をどう活用でき

るかについて 3年生の課題にとりあげた．そこで

は学生が積極的に小川家・周囲地域・活動団体な

どと接触することより地域に刺激を与えことが

でき，「地域共生まちづくり」の基礎となるコミ

ュニティー醸成に向けて一歩を踏み出した． 

前年度活動対象だった古民家は，屋敷地半分が

マンション用地として売却され，現地存続が不可

能となった．しかし所有者は主要部材を自費で格

納保存し，将来の古民家再生をあきらめていない．

これは活動が有効だったことを示ものといえ，昨

年のプロジェクトチームが解体・格納の手伝いと

部材記録を行って地域と縁を継承した． 

また，小田急線よみうりランド駅前に茅葺き民

家が存続しており，①地域の伝統的景観を伝える

存在として周知され，②駅前の一等地として開発

圧力も強く，③駅の複々線化と屋敷前県道拡幅の

計画が現実味を帯び，④日本女子大・駅前商店

街・地域住民が連携したまちづくりが始まり，⑤

今後のまちづくりのなかでこの家の存在が注目

されている，状況にある．建築学コースは 15 年

以上前からこの家の茅葺き維持などで既知の間

柄であり，この古民家の将来を考えることはまさ

しく「地域共生まちづくり」である．そのため，

2007 年度の活動として学生の演習を兼ねて取り

組んだ．ここでは，古民家調査や野外博物館見学，

所有者・まちづくり活動団体・行政への聞き取り，

古民家における意見交換会プロデュース，などを

通し，地域に共生をもたらす古民家のあり方を試

行した．演習としては難解であったが，学生の若

い力が地域住民・活動団体・行政・複数の大学の

連携をもたらす契機として有効だった． 

2006～2007 年度は，「歴史的資産を活用した地

域共生まちづくり」へ向けて地域住民・行政・

NPO・大学等の連携を模索し，川崎市内の特定地

域を対象に活動した．一方，歴史的資産を活用す

る上で，実際に歴史的資産を見いだし，活用を前

提に将来的な維持継承への助言を行える人材確

保も必要である．そのためには，定期的に歴史的

資産に触れて演習する機会を設け，その活用・維

持に関する総合的な情報提供を行う体制が必須

である．その実施機関として民家野外博物館が注

目されるが，川崎市は日本民家園というわが国有

数の民家野外博物館を有する．すでに過去の活動

において日本民家園に技術的情報提供を受けて

きたが，今後は連携を深めて歴史的資産（古建築）

の調査・活用・維持に向けたセンターとしての役

割を期待したい．その実現に大学が貢献すべきで

ある． 

折良く神奈川県が「邸園（歴史的建造物）保全

活用推進員（仮称）養成講座」を検討中で，兵庫

県を参考に神奈川県版ヘリテイジマネージジャ

ー養成を企画していた．そこで建築学コースが提

案・仲介して，プレ講座における技術研修を川崎

市立日本民家園にて実施した．ここでは展示古民

家が講義棟であり，実測演習対象であり，実施中

の維持修理が見学対象である．しかも過去の園内

建物維持修理や全国の文化財建造物に関する情

報も幅広く入手可能である．実際に 2008 年度の

試みは主催者だけでなく受講者からもたいへん

好評で，神奈川県は 2009 年度から本格実施する
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養成講座においても川崎市立日本民家園の協力

を期待している． 

 

3) 後背都市群再生プロジェクト【中心市街地再

生＋道路橋梁基盤及び周辺地区整備】 

 横浜の後背地には厚木，海老名をはじめいくつ

かの拠点都市があるが，現状では地域の核を形成

する意識に乏しいまま開発が進展し，幹線鉄道駅

前でさえ都市の顔とはいえない様相を呈してい

る．大都市圏を支えるにふさわしい拠点機能を形

成・集積するための計画・技術研究を学際的に進

め，新しい時代の郊外拠点像を社会に提示する． 

 

⑦高齢化時代の生活像を踏まえた郊外駅前拠点

再整備プロジェクト： 

本厚木駅等の主要郊外拠点駅を対象に，駅前地

区を単なる乗継拠点としてではなく，生活の核と

して持続する都市空間に誘導し，かつ将来的に自

家用車による移動が困難になっていく世代でも

アクセス可能となるような交通サービスおよび

動線整備と連動し，さらには，鉄道事業者やバス

事業者と連携し，それらに資する技術改良の可能

性を検討していく．東京急行電鉄や神奈川中央交

通との連携準備を進めている． 

 

⑧高速道路整備と連携した地域整備プロジェク

ト： 

横浜郊外部では，都市計画決定途上のものも含

めて，今後，複数の自動車専用道路整備が進む．

厚木地区では，すでにさがみ縦貫道や第二東名の

建設事業の進捗が著しい．それらに伴い，ジャン

クションやインターチェンジの整備も進んでい

くが，その周辺地区の整備においては，従前のよ

うな流通業務拠点の整備だけでは，ただ道路混雑

を招くばかりか，それら事業所の従業員の通勤や

業務交通の問題も発生する．地方部と異なり，あ

る程度の活動集積を伴う高速道路整備では，これ

までと異なる地域整備モデルが求められている．

インターチェンジ部分の道路構造そのものの見

直しも含め，新たな地域整備モデルを模索する． 

 

4)地域実践教育研究センターについて 

地域政策・まちづくり・都市計画関連分野にお

ける学際的教育研究を推進するため本学では，

2007 年 4 月に部局横断的な文理融合型組織「地域

実践教育研究センター」を設立した．センターは，

グローバルな視野をもって地域課題を解決でき

る 21 世紀型人材育成を体系的に行うとともに，

内外の諸機関・諸地域と連携しながら教育・研

究・実践活動を行い広く情報発信することにより

社会に貢献する組織を目指している．さらに社会

貢献を柱の一つとする本学の地域連携活動を大

学としての戦略を持って組織的に推進するため，

企画立案機能を担い地域連携の総合窓口となる

事務的組織地域連携推進室と本センターが一体

となり、本学の地域連携の取組みを推進している． 

教育活動としては，地域課題解決能力を備えた 21

世紀型人材育成を体系的に行うために，学部教育

での「地域交流科目」による体系的教育，大学院

教育での地域連携・地域実践研究による実践的教

育，市民教育や自治体職員再教育などを行ってい

る．研究活動については，これらの教育活動と一

体をなすかたちでの，部局横断型の共同研究の開

発，推進による地域実践研究を展開している． 

本センターの設立，運営にあたっては，本学際

プロジェクトの推進メンバーが数多く参画し，中

心的な役割を担っている．ワーキングメンバー15

名のうち，本学際プロジェクトメンバーが 5名で

ある． 

さまざまな活動の外部発信の一環としては，

2009 年１月には「横浜国大発地域再生モデルの提

言」シンポジウムを開催した．本センターが牽引

役となり横浜・神奈川にて実践的教育研究の側面

から多くの地域再生プロジェクトの企画・推進に

取り組んだ成果を地域還元することをねらいと

して自治体関係者や NPO 関係者など 200名近くが

参加した． 

 本センターは，本学の地域連携，社会貢献の大

きな柱となるとともに，都市づくり分野での本学

の中核活動組織として全国的にも先進的な拠点

形成を担うことが期待されている． 
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in a piecewise locally stationary time series，

Journal of Multivariate Analysis, Vol.99 
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pp.191–214, 2008. 

柏原英広．第三世代波浪推算モデルによる波浪推

算の妥当性評価と実災害への適用．横浜国立大学

修士論文，2009． 

高木泰士：防波堤の信頼性設計法の構築とその応

用に関する研究，横浜国立大学大学院工学府 博

士論文，2008． 

 

7.2.2 学際的研究の推進 

 ひとつには，前述の地域実践教育研究センター

の設立と活動展開をあげることができる．同セン

ターは工学研究院教員だけでなく，環境情報研究

員，経済学部，経営学部，教育人間科学部の教員

も参画し，教育および研究活動を行っており，学

際的研究推進の母体となっている． 

 本学際プロジェクトの個別テーマについては，

現時点までのところ，土木工学と建築学での学際

的な研究活動を，一部のプロジェクトで実践して

きた．これを土台に，２つのテーマ横断研究をこ

れから進めるにあたり，学際的なアプローチを展

開していく予定である． 

 

7.2.3 新規学術的知見や新技術の創出 

・港湾地区，沿岸地区の高潮等による災害予測の

基本となる波浪推算技術について確立し，わが国

での適用性を確認できた． 

・長期橋梁モニタリングデータ変状検出の従来よ

りも簡便な手法が確立できた． 

・高度成長期に形成された郊外住宅地の更新維持

管理計画にあたっての都市計画制度の見直しも

含めた課題を整理できた． 

・民家という歴史的資産の活用に向けた技術的，

制度的課題を整理できた． 

・郊外拠点を中心とした交通体系再構築のための

技術的，制度的な課題を整理できた． 

 

7.2.4 学内外からの研究資金の申請・取況 

・科学研究費基盤研究(B)（一般）平成 20-22 年，

ガスハイドレート層の特性を調べる孔底三軸試

験方法の開発 

・科学研究費挑戦的萌芽研究，平成 21-22 年，長

期の高温履歴を受ける地盤の変形を計測し予測

する技術の開発 

・日本学術振興会，社会基盤施設健全度監視シス

テムを活用した地震・強風災害対策技術開発 

・国土交通省，横浜市の郊外計画開発住宅地にお

けるエリアマネジメント手法開発に係る調査研

究 

・川崎鶴見臨港バス，平成 19 年度，神奈川口に

おける地域づくりとバス交通の連携研究 

・綾瀬市の受託研究，平成 20 年度綾瀬インター

チェンジの設置に伴う生活道路進入防止策の研

究 

・科学研究費若手研究(B)，交通ＩＣカードの乗

車記録を用いた都市公共交通の計画手法とマー

ケティング手法の開発 

 

7.2.5 成果の公表，知的財産の申請・取得状況 

・国内特許の出願と取得 

（特許の出願） 

地盤内モニタリング方法並びに装置、特願

2006-199103、特開 2008-025217． 

遮水構造の施工方法及び遮水構造、特願

2007-141463、特開 2008-297702． 

多殻構造材料およびその一軸圧縮試験方法、特願

2007-166980、特開 2009-002124． 

原位置地盤モニタリング方法、特願 2007-207897、

特開 2009-041269． 

「並列２主桁橋の制振対策」，IHI との共同出願済，

2009.2 

（特許の取得） 

原位置孔底三軸圧縮試験法、特願平 09－318694、

特開平 11-152983、特許第 

4043568 号． 

ロータリー式サンプリング法による試料採取方

法、特願平 09－318702、特開平 11 

-152982、特許第 4317600 号． 

 

・セミナー講演(平成 20 年都市交通関連) 

 第14回産官学フォーラム 地域に根ざした新

しいバス交通を目指して 東京海洋大学 
 綾瀬インターチェンジシンポジウム「まちづ

くりとインターチェンジ」 
 日本交通計画協会 新時代セミナー 戦略

的な都市交通整備の実現に向けて「都市交通

戦略とバス交通」 
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 仙台市総合交通戦略ビジョン研究会「公共交

通整備とまちづくり」 
 沖縄地域道路・交通研究会「モノレールが変

える沖縄の交通やまちづくり」 
 GIA ダイアログ 2008 夏季大会「バスでまち

づくり」 
 中国 EST 創発セミナー「バスでまちづくり 

都市交通の再生をめざして」 
 全国オムニバスサミット ｉｎ にいがた

「バス交通とこれからのまちづくり」 
 ハノイ交通通信大学セミナー講演 Urban 

Transport  Planning & Management 
International Experiences and Possibility 
of Application in Vietnam 

 交通工学ハンドブックセミナー「公共交通と

交通工学」 
 北九州市環境首都総合交通戦略策定記念シ

ンポジウム特別講演 「バスでまちづくり」 
 技術環境研究所研究発表会「那覇都市圏にお

ける路線バスサービスの評価手法に関する

研究発表」 

 

7.2.6 新産業基盤の構築への貢献 

7.2.3 節で述べた新技術の開発は，社会基盤の

土台となる地盤工学分野での防災安全管理等に

かかる産業技術基盤の構築に貢献することが期

待される．道路橋梁等の構造物の維持管理技術等

は情報通信産業と社会基盤関連産業の連携分野

の育成に貢献することが期待される． 

 

7.2.7 人材育成への寄与 

地域づくり，都市計画分野における学際的教育

研究を推進するため，2007 年 4 月に部局横断的な

文理融合型組織「地域実践教育研究センター」を

設立し，学部および大学院レベルの地域づくりに

関する教育を推進している．このプログラムでの

地域交流科目への参加を通して，また副専攻プロ

グラムへの参加を通して，学際的な視野を持つ学

生人材育成がはじまりつつある． 

 
 

本学際プロジェクトでは，海洋及び都市に関す

る工学の専門分野の研究を並列的に実施すると

ともに，「統合的海洋教育・研究センター」の設

立を通じた全学的連携の下での大学院副専攻教

育，及び「地域実践教育研究センター」の設立を

通した地域研究教育を実施してきた．今後は，専

門分野の個別研究課題とともに分野横断的連携

により初めて解決可能となる法規制と技術，開発

と環境保全との関係のような研究課題について，

学術研究におけるシナジー効果を発揮させるべ

く活動を進めて行きたい． 
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