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要  旨 

 

 

本稿では，国内の港湾設計基準の国際化・国際展開を図るための課題やその方向性を探るために，

我が国の港湾分野における技術基準類の全体構成と特徴の整理，海外における港湾設計に関係する基

準類の俯瞰，国内設計基準と英国基準(BS6349)との外形的比較および本邦企業へのヒアリングを通

じて，基礎的な検討を行った結果を示す． 

また，2011年以降，国土交通省港湾局と国土技術政策総合研究所では，国内設計基準のベトナム国

家基準への反映に向けた取り組みを継続的に行っているが，既往の活動経緯を紹介するとともに，こ

れまでの活動を通じて得られた知見に基づき，国内設計基準の個別国への反映に関する課題や取り組

みの方向性について，基礎的な検討を行った結果についても示す． 

本稿は，以上の内容について取りまとめたものである． 
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Synopsis 

 

 

This paper presents a review of the structure and characteristics of technical standards for port facilities 

in Japan, survey of port technical standards in foreign countries, comparison of BS6349 with port technical 

standards in Japan, and hearing with Japanese private companies. This study aimed to examine the issues on 

the internationalization of technical standards for the port facilities of Japan. Since 2011, the Ports and 

Harbours Bureau (Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism) and the National Institute for 

Land and Infrastructure Management have initiated efforts to develop national technical standards for port 

facilities in Vietnam in accordance with the design standards in Japan. This paper also presents the progress 

of the efforts of the abovementioned assistance, and the results of a basic study on developing port design 

standards in other countries that are transferred from port design standards in Japan. This study includes the 

stated issues as a technical note. 
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1. はじめに 

 

   今後も旺盛なインフラ需要が見込まれているアジア

諸国を含め，海外において日本企業がビジネス展開を

有利に進められるようにするには官民一体となったト

ップセールスに加え，インフラシステム輸出戦略 1)にも

ある，我が国制度・技術の国際標準化，相手国でのデ

ファクトスタンダードの獲得のための取組等を推進す

る必要がある． 

 日本の港湾分野における技術・基準類の国際標準化

の取組については，ODA のアジアへの展開にあわせて，

1980 年以降，国内の設計基準である「港湾の施設の技

術上の基準・同解説 2)3)4)5)」（以下、「基準・同解説」

という．）の英訳版 6)7)8)9)を刊行し，ODA 工事等で採

用される等，一定の成果を上げてきた．しかしながら，

以下のような状況から，「基準・同解説」の英訳版や

翻訳版の提供という従来の方法では，海外プロジェク

トにおける「基準・同解説」の利用頻度が低下する可

能性があり，今後，日本基準のプレゼンスが低下する

可能性がある． 

① ODA 予算のシェア低下に伴って，今後，日本の技

術・基準類が適用できる港湾工事プロジェクトが

減少する可能性がある． 

② EU は，独自の体系を持つ地域規格として開発され

たユーロコードのアジア地域への普及を重点的か

つ戦略的に進めており，シンガポールではユーロ

コードを適用した国家規格が発刊されているなど

一定の成果を上げつつある． 

③ その一方で，「基準・同解説」は，国内の法体系，

技術基準体系，自然条件，技術水準，経済水準等

を背景として整備されてきたため，必ずしも開発

途上国等の実情に適合するものではない．むし

ろ，近年は，我が国における耐震設計の高度化な

どにより，その乖離が大きくなる傾向にある． 

④ 独自の港湾基準を策定する意向がある開発途上国

に対して，「基準・同解説」の翻訳版の提供のみ

では，十分に当該国の意向に沿うことができない． 

 

本研究の 終的な目標は，上記の③および④に対す

る対応方策を検討することにある．具体的には，開発

途上国等において自国の港湾設計基準を整備する意向

があり，かつ「基準・同解説」を受け入れやすい環境

の国に対して，「基準・同解説」をベースとしつつも

当該国の各種の制約条件（法体系，技術基準体系，自

然条件，技術水準等）の分析を踏まえ，対象国の置か

れた状況に応じて「基準・同解説」をきめ細かくカス

タムメイドして，当該国に適用できる手法を確立する

ことにある． 

この検討にあたっては，パートナーとなる国におけ

るコードライターとの協働作業を想定している．協働

作業の過程において，「基準・同解説」に不足してい

る事項や当該国への適用に際して課題となる事項など

の明確化を図ることができる．これにより，当該国に

おける設計上の様々なリスク要因や対応方策について

の情報も同時に得られることになる．また，このよう

な情報を相互の国で共有することにより，設計上の不

要なトラブル等を回避できるため，当該国における港

湾整備プロジェクトに関係する両国関係者にとって，

有益な結果をもたらすものと考えられる．また，カス

タムメイドの検討過程で「基準・同解説」の当該国へ

の適用にあたって課題となった事項と課題への対応方

策は，「基準・同解説」の国際化・国際展開に向けて

の改善点となる可能性が高い．すなわち，多くの国で

カスタムメイドの検討を実施して得られたノウハウを

国内における「基準・同解説」の作り込みの際に事前

に反映しておくことにより，「基準・同解説」が世界

の各地域でそのまま問題なく利用できるように改善し

ていくことが可能となる．このため，上述したカスタ

ムメイドの検討は，国内基準の国際化・国際展開を推

進する効果も有するものと考えられる． 

本稿では，上述した研究全体の中で，以下に示す事

項について概略整理を行うことにより，「基準・同解

説」の置かれる状況や国際化・国際展開を図るための

課題や検討の方向性について，基礎的な検討を行った

結果を示す（第 2 章）． 

 

・我が国の港湾分野における技術基準類の全体構成と特

徴 

・海外における港湾分野に関係する設計基準類 

・「基準・同解説」と英国基準(BS6349)との外形的比較  

・本邦企業へのヒアリング 

 

さらに，2011 年以降、国交省港湾局および国土技術政策

総合研究所では，「基準・同解説」のカスタムメイドの

協働作業国としてベトナムへの働きかけを継続的に行っ

ており，本稿ではそれらの活動経緯を紹介するとともに，

現段階において得られた知見に基づき「基準・同解説」

のベトナム国家基準への反映に向けた課題や今後の協

働作業の方向性について検討した結果を示す（第 3 章）． 
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2. 港湾分野における国内設計基準を取り巻く全体
概況 

 

2.1 我が国の港湾分野における技術基準類の全体構成

と特徴 

 (1) 全体構成 

 我が国における港湾整備は，港湾法に基づき実施され

る．図-2.1 に，港湾法のうち，港湾施設の計画，設計，

施工および維持の４分野における縦と横の繋がりを模

式的に図化したものを示す．縦の繋がりを俯瞰すると，

法律・政令・省令・告示までがレベルは異なるが遵守事

項となっていることがわかる．さらに，いずれの分野も，

法律・政令・省令・告示や通達に加えて，大量の業務を

効率的かつ実施内容について全国的に大きなばらつき

を発生させずに遂行できるように，遵守事項の具体的な

内容や標準的な手法等について，国や関係機関等により

各種の参考資料が順次整備されてきた．横の繋がりにつ

いては，遵守事項までは，当然のことながら港湾法の枠

内で明確な繋がりを持つような構成となっている．また，

参考資料についても港湾法の縦の繋がりを反映して，計

画，設計，施工および維持の各分野ごとに，解説書，ガ

イドライン，指針など，その体裁や発行主体は様々では

あるが，関連する国内業務が滞りなく進められるように

整備がなされている． 

 

 (2)性能規定型の技術基準への移行の背景 

 港湾施設の設計に関する技術基準（「港湾の施設の技

術上の基準」）（以下，「技術基準」という．）につい

ては，2007 年に大改正が実施されている．技術基準の改

正は，1995 年に貿易の技術的障害に関する協定である

WTO／TBT 協定を我が国が批准したことを受け，2001

年 3 月に閣議決定された「規制改革推進 3 カ年計画」に

基づき実施されたものである．「規制改革推進 3 カ年計

画」では，基準認証等分野の基本方針を次のように述べ

ている． 

 

（一部抜粋） 

① 基準の内容が，技術革新に対して柔軟に対応できる

よう，仕様規定となっている基準については原則と

してこれをすべて性能規定化するよう検討する． 

② 事業者や消費者の負担を軽減する観点から，国際規

格との整合性を図るほか，外国データの受け入れや

相互承認を推進する． 

 

 これを受けて，我が国の港湾施設設計に関する技術基

準は，完全に性能規定型の技術基準へと移行した．また，

WTO（世界貿易機関）に加盟している我が国は，TBT（貿

易の技術的障壁に関する）協定により，ISO（国際標準

化機構）等において策定される国際規格を遵守すること

 

法律

政令

省令

告示

通達〔解説〕

参考資料
（附属書等）

計画 設計 施工 維持

港湾の施設の技術
上の基準の細目を
定める告示

技術基準対象施設
の施工に関する
基準を定める告示

技術基準対象施設
の維持に関し必要
な事項を定める告示

港湾法
第五十六条の二の二第一項（技術基準対象施設は、技術基準に適合
するように、建設、改良、維持しなければならない）

港湾の施設の維持管理技術
マニュアル 等

港湾法施行令
第十九条（技術基準対象施設「港湾の施設」を規定）

港湾の施設の技術上の基準を定める省令
港湾計画の基本的な事項
に関する基準を定める省
令

港湾法

港湾法施行令
第一条の四（港湾計
画に定めるべき内容）

港湾工事共通仕様書の
改訂について

港湾の開発、利用及び
保全並びに開発保全航路
の開発に関する基本方針

港湾計画書作成
ガイドライン

第八条～第五十三条（各技術基準対象施設に必要とされる性能を規定）

第二条（設計） 第四条（維持）第三条（施工）

第三条の二（基本方針）

第三条の三（港湾計画）

港湾工事共通仕様書 等

港湾の施設の技術上の
基準の解釈等について

港湾の施設の技術上の
基準・同解説

コンクリート標準示方書 等 2  

 

図-2.1 日本における港湾技術基準類の全体構成 
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が義務づけられていることから，技術基準の改正にあた

っては，ISO2394「構造物の信頼性に関する一般原則」10)

等への整合性を重視した対応を行った． 

以上に示した技術基準の性能規定化および国際整合

化により，技術革新に対する柔軟な対応と事業者や消費

者の負担の軽減を図る枠組みが整備された．すなわち，

技術基準の性能規定化により，設計者の創意工夫を活か

した，より低コストで高品質な施設の設計が提案される

可能性が高まることになる．また，技術基準の国際整合

化により，我が国企業の国際活動の促進や外国企業の参

入による調達コストの縮減をもたらし，事業者や消費者

の負担を軽減することにつながる． 

 

 (3)性能設計の体系 

ISO2394 では，限界状態設計法が採用されており，

「各々の限界状態については，適切な信頼性の程度を設

定して安全性の照査を行う」ことが規定されており，安

全性を定量的に評価できる信頼性設計法の適用を基本と

している．この対応として，国土交通省は 2002 年に「土

木・建築にかかる設計の基本」11)をまとめ，国内の技術

基準の策定・改訂の基本的方向性を示した．また，2003

年には土木学会より「包括設計コード（案）（性能設計

概念に基づいた構造物設計コード作成のための原則・指

針と用語 第一版）」12)が発行された．2006 年には，地

盤工学会から「性能設計概念に基づいた基礎構造物等に

関する設計原則」13)が発行された． 

港湾の施設の性能設計に関する基本的な枠組みとして

は，上述した図書を上位規格として，技術基準（省令・

告示）との関係において，図-2.2 のような整理がなされ

ている 5)． 

 ここで，目的とは当該施設を必要とする理由，要求性

能とは目的を達成するために施設が保有しなければなら

ない性能を説明責任の観点から平易に表現したものであ

り，性能規定とは要求性能が満たされるために必要な照

査に関する規定を技術的観点で表現したものである．こ

の目的，要求性能，性能規定の性能の階層に応じて，上

位の技術基準に相当する省令では施設の目的および要求

性能を，また省令に適合する要件を定めた告示では性能

規定を定めている．また，性能照査とは性能規定が満足

されることを照査する行為のことであり，その手法につ

いては特定の手法が義務づけられているものではない．

すなわち，具体的な性能照査手法や許容される破壊確率，

変形量等の限界値は設計者の判断に委ねられていること

になる．ただし，基準が設計者に正しく理解されるため

には，性能照査方法の標準的な考え方や 低限度の限界
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図-2.2 港湾構造物の性能設計の体系
5) 

 

表-2.1 2007 年改正前の技術基準の規定内容（抜粋） 

機能 外郭施設は，地形，気象，海象その他の自

然状況に照らし，十分に機能を発揮できる

ものとする．（省令第 7 条） 

外力算定

  

波力は，適切な水理模型実験又は次に掲げ

る方法によって算定することを標準とす

る．（告示第 5 条） 

安定検討 直立部の安定の検討は，破壊安全率に基づ

く設計法によって行うことを標準とする．

（告示第 48 条） 

 

表-2.2 2007 年改正後の技術基準の規定内容（抜粋） 

階層 防波堤の例 

目的

港湾内の水域の静穏を維持することにより、船舶

の安全な航行、停泊又は係留、貨物の円滑な荷役

及び港湾内の建築物、工作物その他の施設の保全

を図ること〔省令第 14 条〕 

要求

性能

自重、変動波浪、レベル一地震動等の作用による

損傷等が、当該防波堤の機能を損なわず継続して

使用することに影響を及ぼさないこと。 

〔省令第 14 条〕 【要求性能：使用性】  

性能

規定

〔告示第 35 条〕 

一 主たる作用が自重の永続状態に対して、地盤

のすべり破壊の生じる危険性が限界値以下

であること。 

二 主たる作用が変動波浪及びレベル一地震動の

変動状態に対して、堤体の滑動、転倒及び基

礎地盤の支持力不足による破壊の生じる危

険性が限界値以下であること。 

性能

照査

－ 

（「基準・同解説」において、標準的な性能照査

手法を参考提示） 

 

表-2.3「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の変遷
 

発行年 頁数 英訳版の発刊年

1979(昭和 54 年) 692 1980 年 

1989(平成元年) 968 1991 年 

1999(平成 11 年) 1181 2002 年 

2007(平成 19 年) 1485 2009 年 
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値を例示する必要があり，法的な拘束力を有さない解説

や附属書といった形式でこれらが示されることになる．

解説の代表的なものが「港湾の施設の技術上の基準・同

解説（2007）」であり，設計者は自らの技術的判断に基

づき，「基準・同解説」に記載されている標準的な照査

方法の選択可否も含めて，性能照査手法の選択および照

査しきい値等の設定を行う必要がある． 

なお，技術基準改正以前の省令・告示の記載例を表

-2.1 に示す．同表中に示すとおり，例えば防波堤に作用

する波力の設定については，適切な水理模型実験又は所

定の波力式を利用することが標準とされており，数値解

析による合理的な波力設定の可能性を妨げるような記載

ぶりになっていることがわかる．また，防波堤の安定性

照査についても，力の釣り合いに基づく安全率に基づく

設計法によって行うことが標準とされており，水理模型

実験や信頼性設計法などの採用が妨げられるような規定

となっていることがわかる．一方，表-2.2 には，2007

年の技術基準改正後の記載例を示す．同表中に示すとお

り，目的・要求性能・性能規定が遵守事項として規定さ

れているものの，特定の照査方法や作用の設定方法が規

定されることはなく，新技術や新しい設計法が採用され

やすい基準体系になっていることがわかる． 

 

 (4)技術基準への適合性確認体制の整備 

 技術基準の性能規定化に伴い多様な設計方法の選択が

可能となるが，新しい設計法を用いて建設，改良する施

設が技術基準に適合しているかどうかの判断において，

高度な技術的知見が必要となる．そのため，公共の安全

または公益上重要な施設を対象として，国土交通大臣が

定めた設計手法を用いない場合の技術基準への適合性

の確認について，従来からの港湾管理者等による審査に

加えて，国または技術力のある登録確認機関が技術基準

への適合性を確認することで，安全性のダブルチェック

を図る体制を整備している． 

 適合性確認対象施設は，技術基準対象施設であって，

公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるも

のとして省令で定めるもの（国土交通大臣が定めた設計

方法を用いる場合を除く）である．対象施設の事例を示

すと，レベル 2 地震動への耐震性を有する係留施設（耐

震強化岸壁），耐震強化岸壁上で利用される荷役機械（コ

ンテナクレーン等）や水深 10m 以上に設置される防波堤

等である．対象施設の詳細については，国土交通省港湾

局のウェブサイト 14)を参照されたい． 

 

 

 (5)「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の変遷と英

訳版刊行 

 昭和 48 年の港湾法の改正に際して，港湾法第 56 条の

2 に「港湾の施設の技術上を定める省令」に関する条項

が追加され，港湾の施設は運輸省令で定める技術上の基

準に適合するように，建設，改良，維持しなければなら

ないことが追加された．この条項が追加された当時の社

会的背景として，大規模かつ多様な港湾インフラを急速

かつ大量に整備するにあたって港湾における安全性の確

保の重要性が高まってきたことや，港湾区域内の工事や

公有水面埋立等の許可にあたって施設の安定性を確認す

るための明確な判断基準が必要であったことなどがあげ

られる．これに対応して，省令や通達等を解説する資料

として 1979 年（昭和 54 年）に「港湾の施設の技術上の

基準・同解説」（以下，「基準・同解説」）が刊行され

た 2)．その後，表-2.3 に示すとおり，概ね 10 年程度の

間隔で合計 4 回の大きな改訂作業がなされており現在に

至っている． も近年に刊行された「基準・同解説」を

文献 5)に示す． 

 一方，「基準・同解説」は，国内向けに策定されたも

のではあるが，我が国の港湾技術を広く海外に知っても

らい普及していくことは，海外における我が国港湾技術

のプレゼンスの向上をもたらし，結果的に国益に資する

ものと考えられる．このため，「基準・同解説」の国内

版の発刊後，数年内に英訳版が発行されてきた（表-2.3

参照）． も近年に刊行された英訳版を文献 9)に示す．

これらの英訳版は，JICA 研修の際のテキストとして利

用されるとともに，東南アジア等の港湾工事（ODA 等）

の際の参照基準として採用されるなど，「基準・同解説」

英訳版の刊行は一定の成果をあげてきたものと考えられ

る． 

 

2.2 海外における港湾分野に関係する設計基準類 

 本節では，海外における港湾設計分野に関係する設計

基準類を示し，それらと我が国の「基準・同解説」との

関係性や国際化・国際展開に向けた留意点について，簡

潔に紹介する． 

 

 (1) 国際標準化機構（ISO）15) 

 ISO 規格については，各国の技術基準を策定又は改訂

する際に ISO 規格を遵守することが TBT 協定によって

義務づけられている．港湾分野で関係する発行済みの主

要規格は，①ISO2394（「構造物の信頼性に関する一般

原則」，1998）10)，②ISO21650（「海岸構造物に対す

る波と流れの作用」，2007 年）16)，③ISO23469（「構
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造物の設計の基本～土構造物に対する地震作用

～」,2005）17)，であろう．現行の「基準・同解説」は，

これらの ISO 規格を参考としており，整合しているもの

と考えられる． 

 なお，著者らの知る限り港湾分野に特化した ISO 規格

を策定するという動きはない．しかしながら，土木・建

築関係の基本となる規格（地盤，コンクリート，鋼材等）

やクレーンなどの個別分野の ISO 規格の策定・改訂結果

は我が国に大きな影響を及ぼす可能性もあり，さらには

設計の基本となる ISO2394 も改訂作業中であるとのこ

とであり，ISO 規格については引き続き策定・改訂動向

を全般的にモニタリングし，必要な時期に「基準・同解

説」に反映できるようにしておく必要があると考えられ

る． 

 

 (2) 国際航路協会（PIANC） 

 PIANC18)は，河川や運河を利用した内陸水運の発達し

たヨーロッパにおいて，円滑かつ効率的な交通・交易の

た め の 国 際 間 協 議 を 目 的 と し て 国 際 航 路 会 議

（International Navigation Congress) が開催されたの

を機に 1885 年に設立された団体である．また，国連の

諮問機関にも指定されている．ベルギー国ブラッセルに

本部を置き，2011 年 5 月現在で政府会員 38 を含む，65

か国から団体会員約 450，個人会員約 1900 を擁する団

体である．定期的な国際会議の開催や港湾・航路等の技

術的課題に関する調査研究(WG)など，幅広い活動を続け

ている機関である．様々な WG に対して，我が国からも

多数の技術者が参加している状況にある 19)． 

 調査研究（WG）では，様々なテーマのガイドライン

が WG 報告書として継続的に策定・改訂されている．こ

の中で，「基準・同解説」の記載内容に大きな影響を及

ぼすものとして，航路の幅や水深を規定している「航路

寸 法 」 （ Horizontal and vertical dimensions of 

approach navigation channel）20)や「接岸速度と防舷材

の設計」（Berthing velocities and fender design）21)

がある．「基準・同解説」においては，基本的にこれら

の PIANC 報告書に準拠した内容となるように対応して

いる．なお，防舷材については，現在改訂作業中であり，

ゴム防舷材の耐久性の試験項目や内容なども審議されて

いた時期もあり，我が国企業にも影響を及ぼす可能性が

あり，引き続き注視が必要であると考えられる．また，

2005 年に設立された WG にて，「津波襲来地域の海洋

構造物の設計と建設」（Design and construction of 

maritime structures in tsunami prone areas）が一旦

取りまとめられているが，現在，2011 年東日本大震災の

教訓等を付属資料として追加する作業をしており，この

動向にも注視が必要である． 

 

 (3) 欧州標準化機構（CEN） 

 欧州標準化機構（CEN）22)は，欧州地域においてビジ

ネスを円滑化し地域内の産業や消費者のために貿易障壁

を取り除き，グローバル貿易において欧州経済を発展さ

せ，欧州市民の快適な生活や環境を育成することを目的

としている． 

CEN では土木・建築分野における標準化作業が行われ

ており，30 年以上かけて策定された欧州規格（ユーロコ

ード: Eurocodes）23)が 2010 年 4 月に正式発行された．

これ以降，EU 各国が整備する基準はユーロコードに完

全に従うことが求められている．各国内での基準は，ユ

ーロコード本体に加えて（一切の改変は許可されない），

各国の独自規定を国家付属書（National Annex）として

添付できる構成で発行されている．このため，ユーロコ

ードにより欧州域内の設計の基本的な考え方や設計フォ

ーマットは統一化されているが，一方で，国家付属書で

は各国で定めた安全性レベルを規定する部分係数等が記

載されている．このため，結果的ではあるが，設計の統

一化と多種多様な安全性レベルの設計をうまく取り入れ

ることができる，という全体構成となっており，この点

がユーロコードの世界普及に際して有利に働いているも

のと考えられる．すなわち，開発途上国等で技術基準類

が未整備である国の場合，ユーロコード採用により共通

する設計の基本的な部分の基準整備が一気に進むととも

に，当該国の個別事情を国家付属書として盛り込むこと

もできるという枠組みの明確さがある． 

 なお，ユーロコードには港湾構造物に特化した部分は

なく，著者らが調べた範囲では，そのような規格を策定

する動きもない．これは，港湾構造物は多種多様の構造

形式があり標準化が難しいことや，市場規模が相対的に

小さく，ユーロコードの策定のメリットが小さいものと

推察される．しかしながら，ひとたび発展途上国等でユ

ーロコードが採用された場合，自国内の各プロジェクト

で異なる海外基準類を適用することに対する制限が厳し

くなり，結果的に従前利用されていた我が国の「基準・

同解説」の相対的位置が低下し，長期的には大きなプレ

ゼンスの低下に繋がる懸念もある．後述する英国規格協

会（BSI）は欧州域外諸国（アフリカ諸国や東南アジア

等）に対してユーロコードを広く普及させ，当該国の基

準としての採用を働きかける活動を継続的に実施してお

り，ユーロコードの動向については引き続き注視が必要

である． 
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 (4) 港湾構造物に特化した設計基準 

 ①英国規格(British Standard）24) 

 英国では，英国規格協会（BSI）から英国規格(British 

Standard）が発行されており，海洋構造物の設計基準と

して BS6349（Maritime Structures）25)が整備されてい

る．BS6349 は英国において一般的な基準ではあるが，

BSI は政府機関ではなく，また本基準は設計の際に使用

する参考的な技術図書であり法的強制力はない． 

次節で紹介する本邦企業へのヒアリング結果によると，

港湾構造物の設計分野において BS6349 は も広く普及

し，頻繁に利用される基準のひとつである．この点，我

が国の「基準・同解説」の国際化・国際展開にあたって

参考になると基準であると考えられるので，次章におい

て BS6349 と「基準・同解説」の相違点等について紹介

する． 

 なお，先述したユーロコードとの関係においては，現

時点の BS6349（全 8 分冊）の大部分はユーロコード発

行前に整備されたものであり，ユーロコードとの整合性

は図られていない．例えば，2000年に改訂されたBS6349 

Part1（「一般原則」：Code of practice for general 

criteria）の冒頭では，「In general, reference is made 

to British Standards and not to European Standards, 

because most relevant European Standards are still 

in the pre-standard (ENV) form. Only in the case of 

structural steel, for which ENs have been published, 

is reference made to European Standards (see clause 

59).」と明確に記載されており，基本的には海洋構造物

以外のその他 BS 規格との一体的な運用を前提としてい

る．一方で，近年発行された BS6349 Part2（「岸壁・

桟橋等の設計」：Code of practice for the design of quay 

walls, jetties and dolphins）では，地盤や杭の安定性照

査はユーロコードに対応済みの BS 規格を参照するよう

な構成となっており，今後改訂される分冊は完全にユー

ロコードに対応したものへと移行するものと考えられる．

ただし，先述したとおりユーロコードには港湾分野に特

化した基準が存在しないので，BS6349 を用いた実務設

計がどのように行われているか不明な点が多いが，ユー

ロコードと一体となった世界普及を BSIが図っている点

においても，港湾分野では BS6349 は注視すべき基準で

あると言える． 

 ②その他 

 BS6349 以外にも，ドイツ（海岸，港湾），スペイン

（港湾），中国，韓国，香港および米国等においても，

港湾分野に関係する設計基準は発行されているが，紙面

の都合上，本稿では割愛させて頂く．既往の文献 26)27)

を参照されたい． 

 その他，我が国の港湾の技術基準と Eurocodes に従っ

た設計による違いを検討したものに、文献 28)がある。

また、港湾における国際標準化への取り組みの経緯につ

いては文献 29)に詳しい。 

 

2.3「基準・同解説」と BS6349 との外形的比較 

 本節では，「基準・同解説」と BS6349 の両者を概観

し，外形的な比較を試みる．なお，比較対象は両基準に

記載されている本文の内容のみであり，実務における設

計内容まで比較・考慮したものではないので，その点は

ご留意頂きたい． 

 表-2.4 に，発行主体・位置づけ，全体構成・改訂状況

等の比較表を示す．発行主体は異なるものの，大方，両

基準とも港湾に関係した多種多様の施設をカバーしてい

る基準となっている．ただし，BS シリーズの構成で特徴

的であるのは，「浚渫と埋立」という分冊の存在である．

浚渫と埋立は主要な港湾工事であり，我が国でも港湾と

空港で多くの実績があるものの，「基準・同解説」では

限定的な記載にとどまっている．大規模港湾の開発にお

いては，埋立工は非常に重要な工種であると言える．ま

た，浚渫についても，欧州の港湾や東南アジアの河川港

では航路浚渫（維持管理も含めて）や埋没対策等が重要

である．目次ベースの比較ではあるが，我が国の「基準・

同解説」では「浚渫と埋立」の部分の記載が不足してお

り，海外プロジェクトでの利用促進を考慮すると，この

部分の拡充が必要であると考えられる． 

 次に，著者らが両基準を概観した上での感想ではある

が，BS6349 の特徴は，系統だった目次構成にあり，ど

のような建設サイトであっても検討・確認が必要な事項

が網羅的に記載されているように見受けられる．例えば，

防波堤については，レイアウト，環境影響，データ収集，

設計方針，構造形式の選択，水理模型実験，施工方法の

概略と留意点および維持管理など（Harbour layout, 

Environmental effects, Data collection, Design 

philosophy, Choice of type of structure, Hydraulic 

model testing, etc.），それほど記載は細かくはないが順

序良く検討項目等が記載されている印象を受ける．また，

BS6349 は，自国内での利用に加えて，世界中の誰が利

用しても違和感がないような作りこみをされている印象

を受ける．例えば，英国ではあまり採用されない構造形

式であるケーソン式防波堤についても，基本的な設計の

考え方や留意点を示すとともに，「当該構造物は地中海，

日本と南米太平洋側で多く見られる構造形式である

（Many examples of such structures can be found in 
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the Mediterranean, Japan and South American 

Pacific Ocean ports.）」との記載がなされている．また，

耐震設計の箇所では，英国の場合には地震活動度が低い

が，当該地域のコードを参照すべきであるという主旨の

記載があり（Specialist advice, particularly in relation 

to geophysical and geological aspects, should be 

sought where there is significant seismic activity or 

the danger thereof and reference should be made to 

local regulations and other authoritative references 

for guidance on the appropriate seismic loading to be 

used in design.），どのような国や建設サイトにおいて

も利用可能な基準となるように工夫されている． 

一方，基本設計や詳細設計を具体的に実施するという

観点で BS6349 を見渡すと，この基準のみでは設計は完

結しないように見受けられる．これは，先述したとおり，

BS6349 は BS のその他多数の基準を参照するような構

成となっているためである．近年は，これに加えユーロ

コードも存在しており，実務設計において，例えば防波

堤であれば地盤の支持力照査や鉄筋コンクリート構造の

部材照査を一体どのように実施しているかなど，興味の

ある点である．いずれにしても，実務設計のノウハウは，

実際に設計を実施するコンサルタントやコントラクター

に集約されているのではないかと推察される． 

 一方，「基準・同解説」については，様々な種類の港

湾構造物の設計に関する技術資料として一冊にまとまっ

ており，信頼性設計に係わる部分係数も含めてそれぞれ

の施設について示されており，ケーソンなどの RC 部材

の詳細設計レベルについてもある程度記載がなされてい

るため，代表的な構造形式については，一冊で大方の設

計は対応できるようになっている．また，我が国の世界

的にも進んでいる耐波設計や耐震設計をはじめとして，

軟弱地盤への対応として様々な地盤改良技術と設計法が

記載されており，また地震時の液状化対策についても同

様の記載ぶりであり，進んだ技術や設計法を用いて具体

的に設計ができるような内容となっている． 

しかしながら，「基準・同解説」を一見すると，極め

てローカルな基準に見えてしまう部分が多々ある．先述

したとおり，「基準・同解説」は日本の技術基準（省令・

告示等）に基づく記載内容となっており，海外の不特定

ユーザーが利用する体裁にはなっていない．これに加え

て，例えば，桟橋構造では鋼管杭のみの記載しかなく諸

外国や東南アジアで採用されるコンクリート杭（RC，

PHC）に関する記載がない．また，世界各国でどのよう

な構造形式が採用されることが多い云々という記載も一

切ない．さらに，耐震設計の部分については極めて高度

な内容となっており，通常の施設であっても施設建設地

点の地震動のサイト特性を強震観測記録等から設定し，

その上で工学的基盤面における地震動時刻歴波形を設定

し，さらに 1 次元地震応答解析を実施して施設設計のた

めの設計震度を求める方法が標準手法として記載されて

表-2.4 「基準・同解説」と BS6349 との比較 

項目 「基準・同解説」 BS6349 
発行主体， 
位置づけ等 

国土交通省港湾局が監修しており，法令に

基づく技術基準の解説。ただし，遵守事項

と任意事項は明確に分離されている。 
 

政府機関ではない BSI（英国規格協会）が

発行しており，法的拘束力は一切なく，技

術者が参考とする技術資料。 
 

全体構成， 
改訂状況等 
 
[] 内 の 数 値

は，ページ数

を示す． 

上下 2 分冊．全 1485 頁． 
但し，改訂時期は同時． 
【上巻】 
 第 1 編：序論，第 2 編：総論 
 第 3 編：作用及び材料強度条件編[371] 
【下巻】 
 第 4 編：施設編[900] 
  第 1 章：総説 
  第 2 章：技術基準対象施設に共通する

      事項 [281] 
  第 3 章：水域施設[49] 
  第 4 章：外郭施設[115] 
  第 5 章：係留施設[331] 
  第 6 章：臨港交通施設[62] 
  第 7 章：荷さばき施設[37] 
  第 8 章：保管施設[2] 
  第 9 章：船舶役務用施設[2] 
  第 10 章：その他の港湾施設[20] 

Maritime Structures 全 8 分冊．825 頁．

改訂は，分冊単位で行われている． 
 
① 2000（一般原則）[239] 
② 2010（岸壁、桟橋等の設計）[138] 
③ 1988（乾ドック等の設計）[74] 
④ 1994（係留システムの設計）[42] 
⑤ 1991（浚渫と埋立）[126] 
⑥ 1989（浮体構造物等の設計）[51] 
⑦ 1991（防波堤の設計と施工のガイド）

   [83] 
⑧ 2007（RO-RO ランプ等の設計）[72] 
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いるが，開発途上国でこの手法を適用しようとしても地

震観測記録すらない箇所であれば設計条件の設定すらで

きないという事態も想定される． 

このように，「基準・同解説」の海外での利用を想定

すると，国内利用では問題ない手法であっても，その適

用が実質的に困難である場合や，日本国内でしか通用し

ないような記載ぶりになっていることで当該技術や設計

法などの現地でのスムーズな採用を妨げてしまっている

可能性もあり，少なくとも我が国の「基準・同解説」の

国際化・国際展開にあたっては，この点を十分に検討し

ていく必要があることを示唆する結果であった． 

 

2.4 本邦企業へのヒアリング 

本稿では，主に我が国の「基準・同解説」の国際化・

国際展開について着目しているものの，単に「基準・同

解説」を売り込むということが目的ではない．中長期的

には，我が国の港湾関連技術や規格・基準類のステータ

スをいかにして維持し，またそのことが海外港湾プロジ

ェクトにおける本邦企業の後方支援と繋がっていること

が重要な視点である．この視点に基づき，国交省港湾局

では，2011 年 8 月～11 月にかけて企業ヒアリングを実

施している．本章では，本ヒアリング結果の概要につい

て紹介する 30)．なお，本ヒアリングの詳細結果について

は，付録 A を参照されたい．  

 

 (1) ヒアリング概要 

 ヒアリングの対象は，海外の港湾プロジェクトに関係

する企業とし，なるべく広い分野をカバーできるように，

地盤調査，コントラクター（ジェネコン，マリコン），

鉄鋼，コンサルタントおよびエンジニアリングの分野の

合計 12 企業を対象とした．事前に質問票を送付し，現地

で実際の設計業務に携わっている技術者の方を中心にお

越し頂き，対面方式でヒアリングを実施した． 

 ヒアリングの目的は，我が国の港湾関連技術や規格・

基準類の海外プロジェクトにおける運用実態や課題等を

把握し，国側の支援方策を探るためであった．具体的に

は，以下の内容についてヒアリングを実施した． 

① 海外プロジェクトにおける設計・施工技術，規格・

基準類の取扱いについて（総論） 

 ②「基準・同解説」等の日本の基準類を海外展開する

際の課題やアドバイス，国側への要望など 

 ③我が国の技術・基準類の英訳化等の優先分野等につ

いて 

 

 

 (2) ヒアリング結果の概要（主要意見） 

 以下に，各企業からの意見のうち主要なものを紹介す

る．なお，寄せられた意見は各分野，各企業および各個

人で異なるものも多く，必ずしも統一した見解という訳

ではないが，著者らが重要な視点であると判断した意見

を中心に紹介する． 

①日本の港湾基準の海外普及の効果は極めて限定的で

はないか．企業努力が第一である． 

②各プロジェクトにおいて適用基準は所与であり，ど

の基準でも対応可能である．国の上流側でのバック

アップ（トップセールス等）の方が重要と考える． 

③日本基準がステータスを保っていてくれることは重

要である．馴染みのある基準で仕事ができること

（外注せずにインハウスで設計可能）やトラブルが

あった際に国内専門家（基準策定者側）の支援を受

けやすいというメリットはある． 

④国の上位機関同士で，我が国の基準・製品への理解

を深める活動をして欲しい．国交省等での施工実績

や認証・証明等の効果をもっと活用すべき． 

⑤各国事情と各国基準は参入企業が勉強すべきである

が，国の技術面のバックアップとしては諸基準類で

何が違うかの比較・整理したものがあると良い． 

⑥基準策定機関同士と WS 等を開催し，定期的に意見

交換を実施してはどうか．いずれにしても，相違点

を確認し，部分的にでも相互乗り入れできるように

努力して欲しい． 

⑦海外プロジェクトは，全てを任されるケースが多い

ので，計画・調査・設計・施工・維持管理のパッケ

ージ化・統合化が必要ではないか． 

⑧港湾構造物の設計の場合，BS 基準を利用することが

多い． 

⑨当然，我が国の技術基準類や引用文献等の英訳版は

できるだけ多くあった方が良い．異なる基準での認

証の際，必ずその基準や数値のバックグラウンドを

説明する必要があるが，根拠文献が存在しなかった

り，日本語の文献しかないと苦労することが多い． 

⑩役所のコードライターの方も，海外実務を経験する

機会があると良いのではないか（国内事業のみを対

象としていると海外展開は分からない）． 

 

 (3) 今後に向けた取り組みの方向性等 

これらの意見を総論としてまとめるのは難しいが，「基

準・同解説」のステータスを維持しつつ，海外基準との

比較や海外でも利用されやすいような工夫や統合化（調

査・設計・施工・維持のパッケージ化）を図るなど，基
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準類の体系や内容の継続的な改善を行っていく必要があ

る一方で，国によるトップセールスや本邦企業が活動し

やすい環境づくりや場の提供を積極的に行い，この両者

を効果的に組み合わせて対応していくことが重要である

ということを示唆するヒアリング結果であった．また，

即効性のある取り組みは難しいが，国土交通省や国土技

術政策総合研究所など，政府関係機関でしかできない内

容で，かつ効果的である内容に絞り，今後の取り組みを

行っていく重要性も示唆する結果であった． 

 

 

3. ベトナム国家基準への反映に向けた取り組み活
動事例と得られた教訓 

 
3.1 概要 

 2011 年以降，国土交通省港湾局と国土技術政策総合研

究所では，国内設計基準のベトナム国家基準への反映に

向けた取り組みを継続的に行ってきた．本章では，これ

までの活動経緯を紹介するとともに，国内設計基準の個

別国への反映に関する課題や取り組みの方向性について，

既往の活動を通じて得られた知見・教訓を基礎的な検討

結果として紹介する． 

 

3.2 ベトナムにおける港湾基準に関する基礎調査 

(2012年3月，ハノイ)  

 (1) 調査概要 

 ベトナムにおいて各分野の国家基準を再構築している

という情報が得られたため，2012 年 3 月にベトナムにお

ける港湾基準に関する調査が国土交通省港湾局により行

われた．調査先は，ベトナム国交通運輸省：MOT（科学

技術局：DOST，海運総局：VINAMARINE），交通科学

技術研究所：ITST（MOT 傘下），交通通信大学：UTC，

ベトナム建設大学：UCE であり，調査は全て口頭によっ

て行われた．調査は，草柳俊二教授（高知工科大学），

清宮 理教授（早稲田大学）および宮田正史氏（当時，港

湾局技術企画課技術監理室 国際標準化推進官）により行

われた. 

 

 (2) 調査結果 

 以下に，ベトナム国交通運輸省科学技術局長へのヒア

リング結果を示す 30)． 

（ヒアリング結果） 

➀ベトナムでは，現行の基準体系（港湾に限らず）を，

ベトナム国家基準（TCVN）と各省庁統合基準

（TCCS）に移行する作業を実施中（2006 年政府決

定）である． 

②ベトナムの港湾設計基準としては，旧ソ連の基準を

ベースとしたものが存在しているが，非常に古くて

実態に即していない． 

③このため，MOT 科学技術局としては港湾基準を再構

築したいと考えている．その際は，調査・設計・施

工・維持管理の一貫性を持った基準としたい． 

④港湾分野の基準策定の取り組みは道路分野に比べて

遅れている．ただし，防波堤については先行して

BS6349 をベースとして，設計・施工の基準策定に

向けた検討を開始している（ベトナム語への翻訳版

が既にある）．しかし，予算や著作権等の問題があ

り，国家基準化には至っていない． 

⑤現段階では，日本の「基準・同解説」（平成 11 年版

のベトナム語訳版）の運用については大きな問題は

ないので，日本の「基準・同解説」をベースに別途

検討することも意義があるので，日本国政府・国交

省の協力・支援を頂けるのであればとても有難い． 

⑥ただし，いずれにしても，ベトナムの自然条件や実

状に合致した基準とする必要があるので，日本の基

準をベースとするとしても，その検証や修正が必要

である．また，ベトナムの技術者が良く理解できる

ように設計（公式も含めて）や技術の背景や根拠の

説明，技術移転，そのための人材育成を同時に図る

ようなシステムが必要である． 

 

 (3) 今後に向けた取り組みの方向性等 

 以上に示すとおり，ベトナム国 MOT としては港湾分

野の国家基準について，調査・設計・施工・維持管理の

一貫性を持った基準を再構築したいという意向を持って

いることが分かった．しかしながら，日本国内において

も一貫性のあるパッケージ化された基準図書体系に必ず

しもなっていない．このため，ベトナム側の要望に応え

ていくためには，まず国内基準において調査・設計・施

工・維持管理という繋がりを再整理し，海外プロジェク

トにおける利用にも耐えうるような基準類の体系化・再

整理が必要となる．これは，ベトナムだけでなく，基準

類が未整備の国では同様の要請があると考えられるため，

今後，国内基準類の国際化・国際展開を図る上では，常

に意識して対応していく必要がある項目であると考えら

れる． 

 

 

 

 

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

 
 

 - 10 -

3.3「港湾の施設の技術上の基準に関するセミナー」 

(2012 年 11 月，ハノイ） 

 (1) セミナー概要 

3.2 に示す調査結果を受けて，2012 年 11 月 27 日に「港

湾の施設の技術上の基準」に関するセミナーをベトナム

（ハノイ）にて開催した．本セミナーは，ベトナム建設

大学と（一財）国際臨海開発センターの共同研究の成果

である「港湾の施設の技術上の基準・同解説」のベトナ

ム語訳版の完成に合わせて実施したものであり．我が国

の港湾分野における技術や基準類について，ベトナム関

係者への理解を深めることを目的として実施したもので

ある．主催機関は，国土交通省港湾局，（一財）国際臨

海開発センター，ベトナム国交通運輸省海運総局および

ベトナム建設大学である．ベトナム国交通運輸省・海運

総局，同省科学技術局等の政府機関関係者に加え，大学

関係者，ベトナム駐在の本邦建設会社の関係者等がセミ

ナーに参加した．ベトナム側からの参加者は約 100 名，

本邦建設会社や設計コンサルタントのベトナム駐在事務

所や講演関係者など日本側からの参加者は 32 名，合計で

約 130 名の参加のもと開催された．なお，本セミナーの

プログラムやセミナー結果の詳細については，付録 B に

講演資料を添付しているので，付録を参照されたい． 

 本セミナーでは，ベトナム側からの要望を踏まえ，防

波堤に特化したセミナーとして開催した．また，日本側

からの発表内容については，単に「基準・同解説」や防

波堤の設計法の説明だけでなく，我が国の港湾整備に対

して「基準・同解説」が果たしてきた役割やこれまで整

備されてきた防波堤の施工延長を示したり，ベトナム国

内での「基準・同解説」の適用プロジェクトの事例を紹

介するなど，我が国の「基準・同解説」が実績に裏打ち

された信頼できるものであるということがベトナム側に

十分伝わるように工夫した．また，設計に引き続いて行

われる施工・維持管理の一連の流れについても，我が国

のシステム化された積算手法，施工管理や管理基準値，

維持管理手法の全般について，パッケージ化対応という

ことを意識して紹介がなされるように全体コーディネー

トを心掛けた． 

 

(2) 今後に向けた取り組みの方向性等 

各講演者に対して，ベトナム側の出席者から多くの質

問が行われ，予定時間を超える活発な議論が行われ，日

本の港湾基準や技術への関心が非常に高いことが明らか

になった．主な質問は，以下のとおりであった． 

（主な質問） 

 ・サンゴ礁における港湾施設の設計法 

 ・信頼性設計の効果及びベトナムでの採用の考え方 

 ・ケーソン中詰め，リサイクル材の活用，ケーソン海

上運搬 

 ・設計波の設定方法，防波堤天端高さの設定 

 ・津波に対する設計方法の変更点，など 

 

 今後，ベトナムにおける港湾開発等が大きく動く中，

本邦企業が得意とする我が国の港湾技術基準類や施工方

法等がベトナムの国家基準として取り込まれることにな

れば，ベトナムの港湾施設の品質向上につながるととも

に，本邦企業がベトナムの港湾プロジェクトにより参画

しやすい環境を作ることができ，日本とベトナムの双方

にとってメリットが生まれるものと考えられる．しかし

ながら，その前に，日本の技術や基準類について，現地

技術者やコードライターに対して丁寧に説明を行い，理

解を深めてもらう活動を行い，当該国での支援者・応援

書を増やしていくことが重要な視点であることが,この

セミナーを通じて再認識された．また，今回のような大

きなセミナーを今後数回開催しながら，徐々に当該国で

のカウンターパートとなる機関や技術者・研究者を特定

し，信頼できるチャンネルを構築し，次の具体的な活動

に移行することが次の目標であることが明確になった． 

 

3.4 「港湾施設の技術基準ワークショップ」 

(2013 年 3 月, ハノイ) 

 (1) ワークショップ概要 

 東日本大震災から2年が経過する時期にあわせ，2013

年3 月13 日にハノイにおいて，「東日本大震災からの港

湾の復旧・復興セミナー」を開催した．主催機関は，（独）

国際協力機構：JICA，ベトナム国交通運輸省海運総局と

国土交通省港湾局である．港湾局からは，東日本大震災

における防波堤や岸壁の被害状況や被害メカニズム，復

旧事業の状況や港湾の復興状況，震災の教訓を踏まえた

防災対策の考え方の説明を行った．次いで，国土技術政

策総合研究所からは，防波堤の耐津波設計の考え方につ

いて実験データを用いて説明し，災害復旧事業で実際に

用いられている粘り強い構造とするための対策について

説明を行い，日本の港湾技術への理解を深めてもらうこ

とを目的とした．なお，本セミナーのプログラムやセミ

ナー結果については，付録C1に講演資料を添付している

ので，付録も参照されたい． 

さらに，翌日（2013年3 月14 日）には，国土交通省港

湾局はベトナム国交通運輸省海運総局と協力し，「港湾

施設の技術基準ワークショップ」を開催した．これは，

2012年11 月にハノイにおいて「日本における港湾の施
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設の技術上の基準に関するセミナー」を開催したが，そ

れに引き続き実施したものである．なお，本セミナーの

プログラムやセミナー結果については，付録C2に講演資

料を添付しているので，付録も参照されたい．  

 本セミナーでは，ベトナムにおいては港湾施設の技術

基準を再整備する動きがあることから，港湾の技術基準

に関係する政府機関や専門家等を対象に，防波堤を中心

として設計から施工管理，維持管理まで我が国の港湾基

準の体系的な説明を行った．具体的な講演内容は，ワー

クショップの目的，日本における港湾の技術基準の検討

体制，日本の港湾施設の技術基準の特徴，防波堤の信頼

性設計法，防波堤の施工管理及び検査技術，日本におけ

る港湾施設の維持管理である． 

 各講演者に対して，ベトナム側の参加者から多くの質

問がなされ，予定時間を大幅に超えて活発な議論が行わ

れた．主な質問は，信頼性設計法の導入にあたっての部

分係数の設定方法，ベトナムにおいて信頼性設計法を導

入する際の課題，海水の濁りや軟弱地盤といった条件下

での捨石の投入管理の方法，水位差が大きい水域におけ

る桟橋上部工の補修方法などであった． 

 

(2)個別打合せ 

 ワークショップ終了後には，ベトナムにおける技術基

準策定に中心的な役割を果たすと考えられる政府関係者

や専門家と，ベトナムにおける港湾設計のための国家基

準の再構築の方向性や日本とベトナムにおける協力体制

等について意見交換を行った． 

意見交換においては，我が国の港湾基準は，統一した

考えで全ての構造物が含まれること，記載内容が具体的

であり設計実務者が利用しやすい基準であること， 新

の設計法を導入していること，ベトナムにおいても長期

にわたり使用実績があり使いやすい基準であることなど

から，ベトナムの専門家からも非常に評価が高く，ベト

ナムにおける技術基準の再整備に対して日本側からの支

援・協力への期待が大きいことがわかった．また，ベト

ナムの港湾の技術基準の策定にあたっての留意点として，

関係者を含めた実施体制をきちんと組むこと，ベトナム

の条件に適合させること等が指摘された． 

 

(3) 今後に向けた取り組みの方向性等 

 今回のワークショップ等の一連の会合において得られ

た成果は，幅広い基準策定経験者や基準利用者の声を直

接聞けたことである．大きなセミナーの開催に加えて，

関係者との個別の意見交換を行ったことが現況を把握す

る上で極めて有効であった． 

 今後は，大きなセミナーを開催するよりも，ベトナム

における基準策定の体制をしっかりと構築し，その上で，

ベトナムにおけるコードライターと直接やり取りをしな

がら，ベトナム国家基準の策定支援を進めることが有効

であるということの見通しを得ることができた． 

 

3.5「ベトナムの港湾基準策定に関する日越合同 

セミナー」（2013年7月，横浜） 

 (1) ベトナムの政府関係者等の招聘 

 ベトナムにおける港湾技術基準の再整備において日本

の協力への期待が大きいことから，ベトナムにおける港

湾国家基準策定において，どのような協力ができるかを

検討するために，ベトナムの港湾基準策定に関係する政

府関係者や専門家を2013年7月に日本に招聘した．滞在

期間中は，国土交通省港湾局への訪問や，国土技術政策

総合研究所，港湾空港技術研究所の専門家との意見交換

を行った．専門家との意見交換は，海洋水理，地盤，構

造，材料等の技術分野毎に行い，ベトナムの技術基準の

状況や日本の基準の特徴等について議論した． 

 

 (2) 日越合同セミナーの概要 

 招聘期間中に，国土交通省港湾局及び国土技術政策総

合研究所は，2013年7月22日にJICA 横浜国際センターに

て，「ベトナムの港湾基準策定に関する日越合同セミナ

ー」を開催した．本セミナーは，国土交通省港湾局及び

国土技術政策総合研究所とベトナム国交通運輸省科学技

術局との間において，ベトナムの港湾基準を再整備する

ための共同プロジェクトの立ち上げを検討しており，そ

の準備の一環として開催したものである． 

 ベトナム側からは，ベトナム国内の港湾関連の基準策

定を所管するベトナム国交通運輸省科学技術局のアイン

副局長をはじめとする合計5名の基準策定関係者が参加

した．日本側からは，国土交通省港湾局，国土技術政策

総合研究所，港湾空港技術研究所等の関係者および大学

関係者，本邦建設会社やコンサルタント等の本邦企業関

係者が参加した．JICA 研修員（港湾開発・計画コース）

の参加も含めて，合計約120 名の参加のもと開催された． 

主な講演内容は，「日本の港湾基準の概要・特徴」（早

稲田大学教授 清宮 理氏），「日本のアジア諸国に対す

る技術協力の歴史と変遷，今後に向けて」（横浜国立大

学名誉教授 池田龍彦氏），「途上国における技術関連基

準整備を進めるための有効な方策とは」（高知工科大学

教授 草柳俊二氏），「ベトナムにおける国家基準策定の

全体概要」，「ベトナム港湾基準の現状と課題，今後の

基準策定に向けて」（ベトナム国交通運輸省科学技術局
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副局長 Duong Thi Khue Anh氏）であり，その他，（公

社）土木学会，（一財）国際臨海開発研究センター，（一

財）港湾空港総合技術センター，国土交通省港湾局，国

土技術政策総合研究所，（独）港湾空港技術研究所から

も講演がなされた．なお，本セミナーのプログラムや講

演資料を付録Dに添付しているので，付録も参照されたい． 

 セミナーでは，日本側およびベトナム側からの各講演

に対して多くの質問と活発な議論が行われ，今後のベト

ナムにおける港湾分野の国家基準策定プロジェクトを進

めていくにあたり，大きな成果を得ることができた． 

 セミナーでの主な議論は，次のとおりであった． 

 

➀ ベトナム側としては，平成11年の港湾基準（「港

湾の施設の技術上の基準・同解説」）をベースに国

家基準を早期に策定したいと考えている．ただし，

平成19 年の港湾基準における信頼性設計法や時刻

歴波形による入力地震動など高度な手法について

は，付録等に添付して，次の基準改訂時に活用した

いと考えている． 

② 日本とベトナムとの共同検討は，Win-Win の関係と

なるようにすべきである． 

③ 設計図書や設計基準は，裁判時の法律的根拠の背景

となることから，合理的で学問的背景がしっかりと

したものでなくてはならない．また，シンプルであ

った方が良い． 

④ 日本も，戦後，まずは諸外国の技術を勉強し，一旦

そのまま受け入れている．そして，その後，日本に

合うように修正して独自に技術を発展させてきた

経緯がある．そのプロセスは参考になるはずである． 

⑤ 基準を他国へ展開する場合，その国での自然条件や

社会条件等を尊重しなくてはならない．それが も

重要なことである． 

⑥ 港湾整備には，計画・調査・設計・施工・維持管理・

運営という全ての検討が必要とされる．今回の共同

プロジェクトでは，設計を中心としているが，設計

以外の範囲の内容にも十分に留意して検討を進め

る必要がある． 

⑦ ASEAN 諸国では気温と湿度が高いため施設の劣化が

早いことが予想される．日本基準をベトナムへ適用

する際，その点に注意が必要． 

⑧ 日本の港湾インフラを大量に整備した時期には，現

在ほど維持管理技術や長寿命化技術が確立されて

いなかった．ベトナム基準策定の際は，日本での反

省点を踏まえて，維持管理を考慮した設計をできる

ようにしていく必要があるのではないか． 

 (3) ベトナム国家港湾基準の策定基本方針案 

図-3.1に，「基準・同解説」の英語版をベースにベト

ナム国家基準を策定するという仮定を設けた場合に，ど

のような基本方針で基準案を構築するかについて，日越

双方で議論した結果を示す．図中の番号①～⑨は，以下

に示す各項目①～⑨に対応している． 

なお，以下に紹介する結果は，今回の招聘技術者との

議論の結果であり，ベトナム国内において国家基準を「基

準・同解説」をベースとして策定することついて正式な

決定がなされている訳ではないため，日越双方の担当者

レベルの技術者が考えた一つの試案であり，その点はご

留意いただきたい． 

 

① 参照とする「基準・同解説」 

ベトナム国内では，「基準・同解説（1999年発行）4)」

の英訳版（2002年発行）8)が浸透しているため，目次構

成などの大枠の構成は，この英訳版（2002年発行）を

ベースとする．ただし，現在，日本で利用されている

新の「基準・同解説（2007年発行）5)」の英訳版（2009

年発行）9)では，記載内容が更新されて新しい情報も追

加されているので，英訳版（2002年発行）と英訳版（2009

年発行）9)の両者の内容を比較・検討し，ベトナムに相

応しい内容に修正することを基本とする． 

② 日本側が有する技術情報等の提供 

上記①以外であっても，ベトナム側の基準策定に必

要とされる日本国内における各種情報については，可

能な限り日本から提供する．特に，地盤調査方法と設

計公式はセットであるため，地盤調査方法については

日本側の詳細情報を分かりやすい形でベトナムへ提供

し，ベトナム国内で間違いのない設計がなされるよう

に配慮が必要である．また，「基準・同解説」には詳

細は掲載されていない内容ではあるが，国土交通省所

管の一般財団法人等から発行されている各種マニュア

ルやガイドラインからも，基準策定に必要とされる情

報については，可能な限り日本側から提供する． 

③ ベトナムにおける旧港湾設計基準 

既存のベトナム港湾基準（旧基準）は，新しい港湾

基準が策定された後に切り替える形で廃止する必要が

ある．この切り替えに際し，ベトナム国内で大きな混

乱を招かないように配慮が必要となる．また，当然で

はあるが，旧基準であっても既にベトナム国内で広く

利用されている部分については，新基準においても適

切に反映していく必要がある． 

④ ベトナムの自然条件や材料条件等への適合 

「基準・同解説」の英訳版のベトナム国内での利用
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に際して，ベトナムの自然条件や材料条件に応じて修

正すべき箇所については，その内容に応じて適切に修

正する必要がある．特に，地震危険度については，日

本とベトナムでは大きく異なると考えられるため，そ

の点への配慮が必要である．また，材料条件について

は，日本国内ではJIS規格の材料が前提とされている

が，ベトナム国内の港湾工事で利用される可能性のあ

る材料規格に対応できるような配慮が必要となる． 

⑤ ベトナムで採用される構造形式等への対応 

「基準・同解説」の英訳版には，係留施設や防波堤

等の施設について，日本国内で採用された実績のある

様々な構造形式の事例や設計法が記載されている．し

かしながら，ベトナムで頻繁に採用される構造形式に

ついて十分な記載がなされていないものもある．例え

ば，防波堤であれば，ベトナム国内では傾斜堤（石材

を中心に構築される防波堤）の採用が多いが，日本国

内ではケーソン式防波堤が主流を占めているため，

「基準・同解説」には傾斜堤に関する記載が少ない．

また，桟橋構造であれば，ベトナム国内ではコンクリ

ート杭の採用やプレキャスト部材による上部工の構

築が多いようであるが，日本国内では鋼管杭の採用が

圧倒的に多く，また「基準・同解説」においてはプレ

キャスト部材に関する記載が少ない．以上に示したと

おり，ベトナムで採用される典型的な構造形式の設計

に関する記載の充実・拡充が必要となる． 

⑥ ベトナム国内におけるその他遵守基準への対応 

④にも関連するが，ベトナム国内で遵守すべき他の

基準類が存在する場合には，それらの既存基準類との

整合性を図る必要がある． 

⑦ ベトナム国内における各種教訓等の反映 

招聘技術者によると，ベトナム国内では国内に適合

していないにもかかわらず海外基準やその基準値を

そのまま採用したことによって，設計・施工業務にお

いて様々な不具合が生じることがある，とのことであ

る．このような事例を繰り返さないためにも，今まで

にベトナム国内で得られた各種の教訓を新しい基準

に適切に反映させていく必要がある． 

⑧ 今後のベトナム港湾基準の改訂への配慮 

現行の「基準・同解説」は，性能設計の枠組みを採

用し，設計法としては信頼性設計法を本格的に導入し，

また耐震設計法については入力地震動を時刻歴波形

の利用を前提としたものとなっており，世界的に見て

も非常に 先端の技術要素を含有したコードとなっ

ている．ベトナム側の招聘技術者も，これらの 新技

術には興味を持っているものの，現在の国内事情を勘

案すると，今すぐに導入することは困難であるとの感

触であった．ただし，新しい情報については，新しい

ベトナム港湾基準の付録等に添付し，次の基準改訂の

際に活用していく方向が良いのではないかという結

論に至った． 

③ベトナムにおける旧港湾設計基準

⑨ベトナムにおける新しい港湾設計基準
- ⅰ）本文，ⅱ）付録，ⅲ）参照基準，ⅳ）参考文献

①「港湾の施設の基準上の基準・同解説」
- 英訳版（2002年発行）
- 英訳版（2009年発行）

②日本側が有する技術情報等
- 各種のガイドライン・指針
- JIS等の材料規格
- 製品規格の詳細情報
- 土質調査に関する詳細情報
- 施工や維持管理に関する基準類

④ベトナムにおける自然条件・材料条件等への適合

⑤ベトナムにおける典型的な構造形式に対する記載拡充

⑥ベトナム国内におけるその他遵守基準（地震危険度等）

⑧最先端の設計法等（日本の耐震設計や信頼性設計法等）

⑦ベトナムにおける過去経験から得られた知見・教訓の反映

○共同作業を経て得られた知見や情報
⇒我が国の「基準・同解説」のさらなる国際化・国際展開へ反映

 

図-3.1「基準・同解説」をベースとしたベトナム国家基準策定の方針（試案） 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 
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⑨ ベトナム港湾基準の全体構成 

以上の議論の結果として、ベトナム港湾基準の全体

構成としては以下のような構成を基本とする。 

ⅰ）本文：本編資料 

ⅱ）付録：今後の技術基準改訂に向けた新しい情報や

高度な設計を行う際の情報を収録 

ⅲ）参照基準：参照すべき関連基準 

ⅳ）参考文献：参考となる文献 

 

 
4．おわりに 

 

本研究では，国内の港湾設計基準の国際化・国際展開

を図るための課題やその方向性を探るために，我が国の

港湾分野における技術基準類の全体構成と特徴の整理，

海外における港湾設計に関係する基準類の俯瞰，国内設

計基準と英国基準(BS6349)との外形的比較および本邦

企業へのヒアリングを通じて，基礎的な検討を行った．

また，2011 年以降，国土交通省港湾局と国土技術政策総

合研究所が行ってきた国内設計基準のベトナム国家基準

への反映に向けた取り組みについて，既往の活動経緯を

紹介するとともに，これまでの活動を通じて得られた知

見に基づき，国内設計基準の個別国への反映に関する課

題や取り組みの方向性について，基礎的な検討を行った．

また，その課程で開催されたセミナー等における講演資

料について付録として整理した． 

 本稿では，我が国の港湾分野における技術基準類の国

際化・国際展開を図っていく際の方向性や戦略を考える

上で，そのヒントとなるような内容を多少ともなり提示

できたのではないかと考える．しかしながら，技術基準

の国際化・国際展開といっても，様々な切り口や課題等

があり，本稿では今後の方向性をどうするかという結論

を提示するに至っていない．また，テーマの範囲が広大

であり，十分に深い考察ができていない部分もあると認

識している．これらの課題について，引き続き検討を進

めたいと考えている． 

 

（2013 年 11 月 15 日受付） 
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付録A. 本邦企業へのヒアリング結果概要 
 

 

１．ヒアリング概要 

○目的：我が国の港湾関連技術や規格・基準類の海外プロジェクトにおける運用実態や課題等を把

握する． 

○対象：地盤調査会社，コントラクター，コンサルタント，鉄鋼メーカー，エンジニアリング 

    （2011年8月～11月頃ヒア実施，全12社） 

○主要ヒアリング項目： 

  ①海外プロジェクトにおける設計・施工技術，規格・基準類の取扱いについて（総論） 

  ②我が国の技術・基準類の英訳化等の優先分野等について 

  ③港湾基準（日本語版，英語版）を海外展開する際の課題やアドバイス等について，など  

 

 

２．我が国港湾関連技術・基準類の海外展開等に関する主要なご意見 

①国内外の技術のシームレス化が必要である．日本独自の設計・施工技術がガラパゴス化

しないようにすべきである．  

②国内でも，土木・建築での共通化が図られていないし，縦割りである．  

③ユーロコード等の統一基準をベースに我が国基準も改訂してはどうか．  

④JISとBS・ASTM等との互換性に関する情報があると良い．  

 （現地・世界の材料規格・設計基準・設計法の比較が整理されているとよい．） 

⑤標準的な技術仕様書（入札図書）の英文版があると良い．  

⑥我が国の耐震設計は高度な技術レベルである．しかし，各国事情に適用させようと考え

ると，技術レベルや地震の発生状況に合わせた簡便法も必要である．  

⑦各国の社会経済情勢に対応して，簡易なものから高度なものまで，設計レベルを選択で

きると良い．  

⑧現地材料（コンクリート，石材等）や現地自然条件（耐震，腐食等）に配慮した設計条

件や設計法が必要である．  

⑨現地構造形式（ブロック積やPHC杭等）に対応した設計法が必要である． 

⑩マニュアル類や製品等は，公的機関の認証・証明があると良い． 

⑪港湾工事共通仕様書の英文化されるとよい．積算等もセットで打ちだすべきである．  

⑫土質調査や土質試験方法が英訳化されるとよい．現地ローカル調査会社への教育・指導

が重要である． 

⑬開発途上国では，自然条件（波浪，地震等）が不明である． これらに対するデータ・

ツール等の提供サポートがあると良い． 

⑭我が国港湾構造物の設計事例集，施工事例集の英訳版があると良い．  

⑮英語版は，無償配布又は安価でWEBサイトで領布されることも検討してはどうか．（基準

類のアクセス性を向上させると良い．）  

⑯基準の根拠論文・関連マニュアル等の英文化・シリーズ化（連番）があるとよい．など 

 

 

３．我が国港湾関連技術・基準類の海外展開等に関する主要な分野 

＜打ち出しが可能であるとの意見があった分野＞ 

 ・地盤改良（CDM，SCP等），資源再利用技術（セメント固化処理等） 

 ・耐震設計，液状化対策等 

 ・耐波設計，津波対策技術  

 ・急速埋立の関連技術，施工管理手法・管理基準等 

 ・鋼管杭基礎，ジャケット工法，など 

＜より充実が必要との意見があった分野＞ 

 ・海外で良く採用される構造形式や工種への対応 

  （例：傾斜堤（石積み）等の設計・施工，コンクリート杭，埋立・浚渫など） 

 ・航路埋没（シルテーション） 

 ・現地材料への細やかな対応 

 ・グレードを下げた港湾・海岸施設の設計・施工 

 ・観測データが少ない箇所での自然条件設定（データ・ツールの提供） 

 ・コンテナターミナルの舗装簡易設計法 

 ・FEMベースの設計・施工検討への対応 

 ・設計ソフト（FEM等）の世界標準化，など 
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付録 B． 「港湾の施設の技術上の基準に関するセミナー（2012年 11月）」講演資料 
（１）セミナープログラム 

Seminar on 
the technical standards for port and 

harbor facilities in Japan
Hanoi, November 27th, 2012

 

08:00~08:30 Registration at Lotus room, 2nd floor
08:30~09:00 Opening Speech

Mr. Do Hong Thai, Deputy Administration, Vietnam Maritime Administration
Mr. Toshi AZUMA, Chief Executive, OCDI

09:00~09:50 Technical Standards for port and harbor facilities in Japan
Mr. Shinichi URABE, Deputy Director General, National Institute for Land and 
Infrastructure Management (NILIM), MLIT

09:50~10:10 Question-and-Answer session
10:10~10:30 <Refreshment Break>
10:30~11:10 Technical standards for design of port facilities in Vietnam 

Dr. Nguyen Minh Quy, Chairman of the Board, TEDI Port 
11:10~11:40 Characteristics of damage and the present situation of restoration work of 

port facilities damaged by the Great East Japan Earthquake
Mr. Takumi HARADA, Chief Engineering Officer for International Affairs, Engineering 
Administrative Office, Ports and Harbours Bureau, MLIT

11:40~12:00 Question-and-Answer session
12:00~13:00 <Lunch>

PROGRAM

 

PROGRAM

13:00~13:50 Design of breakwaters 
Dr. Kenichiro SHIMOSAKO, Director, Coastal and Ocean Engineering Research Field, 
Port and Airport Research Institute (PARI), Independent Administrative Institution

13:50~14:30 Port and harbor facilities design in Vietnam
Mr. Koichiro HARADA, Japan Port Consultants Association

14:30~14:50 Question-and-Answer session

14:50~15:10 <Refreshment Break>

15:10~15:50 Marine Construction Technology in Japan 
Mr. Masayoshi ITO, Japan Dredging and Reclamation Engineering Association

15:50~16:30 Management of Port and Harbor Construction Works in Japan 
Mr. Takeshi OMURA, Service Center of Port Engineering (SCOPE)

16:30~16:50 Question-and-Answer session

16:50~17:00 Closing
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（１）Technical Standards for port and harbour facilities in Japan（Mr. Shinichi URABE（NILIM）） 
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（2）Technical Standards for port and harbour facilities in Japan（Dr. Nguyen Minh Quy（TEDPORT）） 
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（3）Charactaristics of damage and the present situation（Mr. Takumi HARADA （MLIT）） 
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（4）Design of breakwaters（Dr. Kenichiro SHIMOSAKO（PARI）） 

  

  

  

 
 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
    宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

 

- 40 - 

 

  

  

  

 
 



 国総研資料 No.769  
 

- 41 - 

 

  

  

  

 
 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
    宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

 

- 42 - 

 

  

  

  

 
 



 国総研資料 No.769  
 

- 43 - 

 

  

  

  

 
 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
    宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

 

- 44 - 

 

  

 
 



 国総研資料 No.769  
 

- 45 - 

（5）Port and Harbor Facilities Design in VN（Mr．Koichiro HARADA（JPC）） 
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(6) Marine Construction Technology in Japan（Mr．Masayoshi ITO（JDREA）） 
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(7) Management of Port and Harbor Construction Works in Japan（Mr．Takeshi OMURA（SCOPE）） 
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付録 C1． 「東日本大震災からの港湾復旧･復興に関する Workshop(2013年 11月）」講演資料 
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（1）Damages of port facilities by the Tsunami and Earthquake（Mr. Takumi HARADA（MLIT）） 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

March 13, 2013

Takumi HARADA

Engineering Administrative Office,
Ports and Harbours Bureau, MLIT

Damages of port facilities 
by the Tsunami and Earthquake

 

・The huge magnitude 9.0 earthquake centered off the coast of the Tohoku region occurred on March 
11, 2011 at around 14:46. 

・Its strong shaking was observed over a wide area—with intensity 7 in Kurihara City of Miyagi 
Prefecture and intensity 6 upper in Miyagi, Fukushima, Ibaraki and Tochigi Prefectures.

From data published by the Japan Meteorological Agency

The Great East Japan Earthquake (March 11, 2011)

Epicenter

Intensity

Upper
Lower
Upper
Lower

Epicenter

M9.0

2

Great East Japan Earthquake
Hachinohe

Onahama

Ibaragi

Kashima

Sendai-Shiogama
Ofunato

Kamaishi
Miyako

Kuji

Soma
Ishinomaki

Evacuees: 468,653
Shelters: 2,506

・Magnitude: 9.0
・Maximum seismic 
intensity: 7

・Death toll: 15,829
(Missing: 3,724)
*as of October 27

Compiled by the 
National Police Agency
Peak values are in red

 

Video of the Tsunami

ＶＩＤＥＯ

3

 

Damage Situation of Port Facilities

Bay entrance Breakwater
（Kamaishi Port）

Quaywall（Souma Port)

Damage of 
Quaywall

Damage of 
Breakwater

North
Damage of 
Breakwater by 
Tsunami

South
Damage of 
Quaywall by 
Earthquake

×Epicenter

4

Kuji

Hachinohe

Miyako

Kamaishi

Ofunato

Ishinomaki

Sendaishiogaama
(port of Shiogama district

Soma

Onahama

Kashim

Iwate 
prefecture

Ibaraki(port of Hitachi district)

Aomor
i

Sendaishiogama
(port of Sendai distict)

Ibaraki (port of Hitachinaka district)
Ibaraki (port of Oarai district)

Mutsu
ogawara

Aomori prefecture

Miyagi prefecture

Fukushima 
prefecture

Ibaraki 
prefecture

The cost of damage to public civil engineering facilities 
in ports and harbours by the East Japan Earthquake 
amounts to approximately 412 billion yen ($4.1 billion).

 

2.1

2.8

2.5

1

2.4

2.9

6.2

8.6

7.3

8.1

9.5

7.7

4.9

7.2

8.9

3.3

4.2

4.2

5.7

Spatial Distribution of Tsunami Height at Ports

Hchinohe Port

Kuji Port

Miyako Port

Kamaishi Port

Ofunato Port

Sendai
Shiogama
Port

Soma Port

OnahamaPort

Ibaraki Port(Ooarai zone)

Kashima Port

Mutsuogawara Port

0m   5m 10m

×

Ibaraki Port(Hitachi zone)

The tsunami height greatly exceeded the external force designed for breakwaters and seawalls to be able 
to resist and the tsunami caused tremendous damage to hinterlands and facilities.

Epicenter

0m   5m 10m 5

Ishinomaki

Shiogama

Sendai

high
Low

 

Data are based on the survey conducted by Port and 
Airport Research Institute

*obs: Measured seismic motion
l1: Seismic motion that is used for design of non-seismic resistant port structures  (Return period 75 years)

Comparison of Seismic Motions at Ports

Frequency band which has a 
relationship with the significant 
damage to port structures.
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Frequency band which has a 
relationship with the significant 
damage to port structures.
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Frequency

Onahama Port Sendai Port

Frequency band which has a 
relationship with the significant 
damage to port structures.
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m
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*s
)

Frequency

Kamaishi Port

North South

・In general, when the spectrum is high at around 1 Hz frequency, damage to structures becomes severe.   
・The energy of the earthquake around 1 Hz of the seismic motions at Onahama Port was higher than that 

at Sendai Port or Kamaishi Port. 
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Damage Mechanism of Breakwaters

Outside Inside

Summary of damage Schematic view of damage

Type1
“scoring

caused by 
overflow”

Scoring of  a mound 
and ground  behind a 
breakwater caused by 
a overflow of the  
breakwater head

Type2
“wave force 
of tsunami” 

Sliding of a breakwater 
by a horizontal force of 
tsunami

Type3
“scoring

caused by 
flow around 
breakwater 

head”

Scoring of a mound 
caused by a swift flow 
around  a breakwater 
head and toppling of 
the breakwater

Type4
“water-

level 
difference 

during 
undertow” 

Toppling of a  breakwater 
caused by a water-level 
difference between  areas 
inside and outside the 
breakwater alignment 
during undertow of 
tsunami

Outside Inside Outside Inside

Outside Inside 

Outside Inside Outside Inside 

 

Pier No.3 Pier No.2
Pier No.1 Pier No.4

Hattaro North Breakwater
 Total extension: 3,500

m

Disaster “Central”

Disaster “Front”

View from atop breakwater

Totally damaged (caisson under water) 
Partially damaged (caisson collapsed) 
Damages unrelated to caissonsPhotographed on March 12, 2011

Type1 Damage Situation of Breakwater (Hachinohe Port)

8

 

InsideOutside

Tsunami Overtopping

Scouring

Type1 Damage Mechanism of Breakwater (Hachinohe Port)

Caisson slid down by progression of scouring 9

 

Type2 Bay Entrance Breakwater (Kamaishi Port)

300 m
Open mouth 
(submerged breakwater)

To protect areas along the Sanriku coast 
susceptible to tsunami damage, construction of 
the bay entrance breakwater at Kamaishi Port 
started in 1978 and finished in 2007. It had also 
helped to tranquilize the waters within the bay. 

Profile of Bay entrance Breakwater at Kamaishi Port

Length 190 m

Depth
60 m

Caisson height
30 mCaisson weight

16,257t

10

 

Type2 Damage Situation of Bay Entrance Breakwater （Kamaishi Port)

South breakwater 670 mNorth breakwater 990 m

300 m
(in good 
condition)

370 m
(submerged)

990 m (intermittently destroyed 
all the way down)

300 m
(collapsed)

denotes damaged parts (including estimated damages)

Results of measurement using 
narrow multi beam sonar systems

Bay Entrance Breakwater Profile 

Open mouth
300 m

11
Inside

outside

 

Type2 Damage Mechanism of Bay Entrace Breakwater (Kamaishi
Port)

L.W.L +0.00
H.W.L +1.50

天端部基礎石10～800ｋｇ/個程度

基礎石5～800ｋｇ/個程度

+6.00m

-60.00m

水張

中詰雑石

Outside the bay Inside the bay

• Water pressure created by the difference between water levels in front of and at the back of the 
caissons as well as water pressure inside the bay reduced and the mound toppling down when the 
tsunami crossed over the breakwater caused some caissons to slide.

• Gaps intermittently created along the breakwater functioned as water channels and prompted water 
inflow, which collapsed the mound and inflicted further damages on the breakwater.

Water level difference: 12 m

Negative pressure

12
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13

Type3 Damage Mechanism of Breakwater (Miyako Port)
The tsunami  of which flow velocity got
faster  (over 12m/s) around both side edges 

of a breakwater scored its mound and made 
the caisson toppling down.
The flow with a velocity of 
12m/s or more happened 
around both side edges of a 
breakwater

 

Situation of Seabed Scouring at Hachinohe Port

Data by narrow multi-beam survey

Central 
Breakwater No.1

Central 
Breakwater No.2

Central Breakwater No.1

Central Breakwater No.2

Water depth: 16m Water depth: 30 m
（16m→30m）

Water depth at breakwater opening increased from 16 meters before tsunami to 30 meters as a result of 
soil scouring. 

14

Type3 Damage Mechanism of Breakwater (Hachinohe Port)

caisson toppling down

 

Type4 Damage Mechanism of Breakwater (Onagawa Port)

15

A caisson toppled down to the
outside of the breakwater during
an under tow of tsunami.

Outside

InsideOutside

Inside

-10.7m

+2.2m

-21.0m

Water level 
difference: 
12.9 m

Inside Outside

 

Damage Situation of Container Terminal (Sendai-Shiogama Port)
Before earthquake

After earthquake

Quaywall（Depth : 12m）

Quaywall(Depth : 14m)

○Containers were scattered, and 1,800 units out 
of 4,400 units were washed away.
○11 Floating containers, 335 containers on the 
bottom of the sea, 154 containers scattered on 
the seashore have already been collected.

Floating containers in Sendai Bay

【 Photographed by the Coast Guard 
Office on March 12, 2011】

Toppled over and damaged straddle 
carrier

○All of the 4 gantry cranes 
became unserviceable.
○11 straddle carriers were also 
damaged (partially washed away).

Damages around
the gantry crane

16

 

Damage Situation by Liquefaction

Onagawa
Port

Kamaishi Port

Ishinoamki Port

120cm 
settlement

Epicenter

・The 120 cm settlement was induced by tectonic deformation.
・Some quaywalls were submerged at spring tide, which obstructed berthing of ship. 

Geospatial Information Authority of Japan 17

 

Wharf (-7.5 m) fell, April 6, 2011

Wharf site and gangway, March 13, 2011

Wharf 1-2 (-5.5 m) corner, April 5, 2011

Wharf (-7.5 m) fallen edge, April 5, 2011

Damage Situation of Quaywalls (Souma port)
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(1) Earthquake breaks: Soil fluidization damages steel sheet piles and 
deforms apron

(3) Tsunami recedes -1: Sand and earth behind sheet piles are taken away 
and embedment eroded

(4) Tsunami receded- 2: Exposed sheet piles collapse severely by the 
forces of receding wave pressure and 
differential water pressure

(2) Tsunami arrives: the arriving wave erodes the apron already deformed 
by fluidization, aggravating the damage

Steel sheet pile joint 
openings

Apron subsidence

Fluidization

Receding waves Receding waves

Sheet piles 
exposed

Tsunami 
(proceeding waves)

Tsunami 
(proceeding waves)

Sand and earth 
erosion

Soil drift

Seabed corrosion

Crane fall

Sheet piles 
collapse

Water level 
zero

Wave pressure/water 
level differential

Tie rods (tie member) 
broken

Damage Mechanism of Quaywalls

 

Damage on the arm end of material handling 
equipment, 29 March 2011

Derailment of material handling equipment, 11 April 2011
Subsidence of wharf foundation (max. 75 cm),

23 March 2011

Damage Situation of Quaywalls (Onahama port)

Crooked trestle, leaning material handling equipment, 
13 April 2011

20

 

21

D Quay, Northern Public Pier（-10m）
・Difference in height at the end of the apron A Quay, Southern Public Pier（-10m）

・Apron depressed

C Quay, Southern Public Pier（-7.5m）
・Apron depressed

C Quay, Southern Public Pier（-7.5m）
・Quay normal line swelled

Damage Situation of Quaywalls (Kashima port)

 

Effect of Liquefaction Countermeasure Works ( Sendai-Shiogama Port)

Sendai-Shiogama
Port

The quaywalls in the solidification treatment area had no damage
and ships transporting emergency relief supplies could berth safely.

The apron without solidification treatment near the boundary
with the solidification treatment area settled down severely.

Solidification
treatment

■ High earthquake-resistance quaywall (-12 m)

22
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（2）Restoration works and techniques of port facilities (Mr．Shuichi OSAWA（MLIT)) 

Restoration works and
techniques of port facilities

Ports and Harbors Bureau, MLIT

Shuichi Osawa

March 13 2013

1

 

Index:

○Damage by Great East Japan 
Earthquake and Status of 
Restoration/Reconstruction

○Earthquake/Tsunami Countermeasures at 
Port Responding to Great Earthquake such
as Nankai Trough

2

 

Damage by Great East Japan        
Earthquake and Status of 

Restoration/Reconstruction

3

 

Disaster Situation of Ports in Great East Japan Earthquake

○The reported earthquake/tsunami damage on port-related public works facilities is about 413.8 billion yen※.

○ Quays and breakwaters were damaged by tsunami, ground motion, and soil liquefaction induced by the Great 
East Japan Earthquake, all 32 ports on the Pacific coast ranging from Port of Hachinohe in Aomori to Port of 
Kashima in Ibaraki stopped functioning. 

液状化による沈下
（最大で約1.0m）

Subsidence by 
liquefaction (max. 
about 1.0m)

※About 5.3 billion USD(1USD=78yen)

4

4

 

5

Outer side of 
port

Inner side of 
port

<Result of disaster situation verification by narrow multi-beam>

Being pushed by tsunami, caissons were 
slid destroying mounds. 

Caissons were tilted and 
leaned against each other 
due to the mound scouring 
and slid scraping the 
mound.

Fall off from the mound due to the 
leading wave of tsunami.

Broad settlement is seen but caissons are remained.

Mound scouring caused about 1/4 of caissons 
to fall off from the mound.

【 Caisson tilting】

【 Caisson sliding 】 【 Foundation mound scouring 】

【Outer side of port】 【Inner side of Port】

【Foundation mound scouring】【Caisson sliding】

2) Flow was concentrated to the part where sliding was occurred causing 
scour to be progressed on both sides of the mound. Consequently, 
caissons remained on the mound were tilted too.

1) Caisson sliding was caused by the pressure of the water-level difference on outer 
side of port produced by the overflow of tsunami ,and the overflow caused scouring 
of the mound on the inner side of port.

External force of 
tsunami

ケーソン

Foundation 
mound

Disaster mechanism of last tsunami

Overflow

Caisson

【Front view of 
breakwater】

5

Water-level difference

Mechanism of Damage on Breakwater (Bay entrance Breakwater at Port of Kamaishi)

 

■Obstacle lifting work

Container Vehicle Trailer

Lifting spots

■Seaway clearing at Port of Sendai-
Shiogama (Port of Sendai District)

■Obstacle distribution status by survey: 531 spots

Emergency Rehabilitation (Seaway Clearing) Status 
(Case of Port of Sendai-Shiogama)

・March 11th, 2011: Great East Japan Earthquake
・March 14th, 2011: Initiation of survey of sea bed condition
・March 16th, 2011: 1 berth at  Takamatsu terminal (-12m) became usable
・March 17th, 2011: Kaishomaru entered the port, took out relief supplies and equipments. 6
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Kuji

Hachinohe

Miyako

Kamaishi

Ofunato

Ishinomaki

Sendaishiogaama
(port of Shiogama district

Soma

Onahama

Kashima

Iwate 
prefecture

Ibaraki
(port of Hitachi district)

Aomori

Sendaishiogama
(port of Sendai distict)

Ibaraki 
(port of Hitachinaka district)
Ibaraki 
(port of Oarai district)

Mutsu
ogawara

Legend
International hub port and:

Important port (damaged) ●14port
(not damaged) ○

The date of restoration of public wharves

Aomori prefecture

Miyagi prefecture

Fukushima 
prefecture

Ibaraki 
prefecture

March 11/2011 Great East Japan Earthquake

Prefecture Port
The date of restoration of public wharves The date of the first 

ship which loads 
with emergency 

supplies, fuel etc.

The use for disaster 
recovery

general use

Aomori Hachinohe March 14
(Draft limit 9m)

March 19
(Draft limit 9m)

March 23

Iwate

Kuji March 15
(Draft limit 8m)

March 20
(Draft limit 8m)

March 26

Miyako March 15 March 17 March 16

Kamaishi March 15 March 15 March 16

Ofunato March 22
(Draft limit 9.5m)

March 22
(Draft limit 9.5m)

March 23

Miyagi

Ishinomaki March 23
(Draft limit 10.2m)

March 23
(Draft limit 10.2m)

March 23

Senndaisiogama
(port of shiogama district)

March 21 March 21 March 21

Senndaisiogama
(port of sendai district)

March 16 March 18 March 17

Fukushima

Soma March 19
(Principally navigation during the day)

March 19
(Principally navigation during the day)

March 25

Onahama March 15
(Principally navigation during the day)

March 16
(Principally navigation during the day)

March 18

Ibaraki

Ibaraki
(port of Hitachi district)

March 20
(Draft limit 9m)

March 20
(Draft limit 9m)

March 27

Ibaraki
(port of Hitachinaka district)

No necessity for seaway 
cleaning March 15 -

Ibaraki
(port of Oarai district)

March 24
(Draft limit 5m)

March 24
(Draft limit 5m)

-

Kashima March 18
(Draft limit 8m)

March 18
(Draft limit 8m)

March 25

※The use for disaster recovery means that ships for emergency supplies can utilize public wharves after remove operation.
※Confirmation by Harbormaster (Japan Coast Guard)  is needed for general use 7

 

Ports Share of Critical Materials

Harbor Share among critical material transportation is roughly 10%.

* Major Critical Material Support Performance by the Country: 32,575t (Estimated)
* Critical Material Transport Ships Concerned to the Country: 60 ships (Delivery Amount = Roughly 50t/ship)
* Harbor Share = (50t/ship x 60 ships)/ 32,575t = Roughly 10%

* Predicting Amount of Critical Materials: 20,400t (Estimated)
* Critical Material Carrying-in from the Port of Kobe: 2,272t
* Harbor Share = 2,272t/20,400 = roughly 10% 

Food 26,209,234 Meals

Drinking Water 793,171 Bottles

Housewares 2,929,682 PCS

Fuel 16,031,000 Liter

Major Critical Material Support Performance by the Country 
(Investigation by the Cabinet Office; March 11 through April 20)

32,575t (Estimated)

Reference: Disaster Prevention Manual by Critical Part

Examples at the Great East Japan Earthquake(2011)

Examples at the Great Hanshin-Awaji Earthquake(1995)

8

 

“Industrial/Logistics Reconstruction Plan” at Port

Based on “industrial/logistics reconstruction plan" established by the council of each port, promote 
comprehensive hardware/software measures collaborating with industrial activities and town 
development including early restoration of quays/breakwaters, development of evacuating system, and 
re-examination of land use.

Deliberation by the council 
provided at each port

National outreach 
office

Port manager

Company located 
around port

Port user

U
nderstanding land use/transportation dem

and 
that m

atches the schedule/needs tow
ard industrial 

reconstruction

Promotion of Hardware-Software Integrated 
Restoration/Reconstruction

(1) Restoration of port facilities matches to industrial 
reconstruction.

(2) Tsunami countermeasures collaborating with town 
development and industrial activities.

(3) New approaches contribute to local reconstruction.

・Consistent restoration of port facilities based on restoration 
process plan

・Restoration/development of protection line collaborating with town 
development and industrial activities

・Establishment of business continuity plan at port (port BCP) in 
case of tsunami attack etc.

Local municipality

“Industrial/logistics Reconstruction Plan”
Established in August at each port.

Member of council

etc.

9

 

Recovery Status of Port Great East Japan Earthquake

■Recovery Status of Port Function

○ Regarding 373 public quays located between Port of 
Hachinohe and Port of Kashima (including local ports), 
about 80% (293 quays) became provisionally available as 
of July 4th, 2012.

14

Number of quays available for 
provisional use

Number of quays available 
before the quake

Legend
International hub port and:
Important port (damaged) 14 ports
Local port (damaged) 18 ports

Aomori

Aomori prefecture Hachinohe

Mutsu
ogawara

Yagi
Kuji

Iwate prefecture

Miyako

Omoto

Ofunato

Kesennuma

OgatsuIshinomaki

Onagawa

Kinkasan

Miyagi prefecture

Sendaishiogama
(port of Shiogama district

Oginohama

Osaki

Sendaishiogama
(port of Sendai distict) Matsushima

Fukushima 
prefecture

HisanohamaEna
Nakanosaku

Kawajiri
Ibaraki (port of Hitachi 
district)

Ibaraki (port of Oarai
district)

Onahama

Ibaraki prefecture

Tsuchiura

Itako Karuno

Kashima

Kamaishi

Omotehama

Soma

Kawarago

Ibaraki (port of 
Hitachinaka district)

10

 

Recovery Status of Amount of Cargo Handled at Damaged Ports

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成22年 平成23年 平成24年

（TEU）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
[Thousand ton]

Transition of amount of containers handled 
(including domestic feeder)

90% of cargo amount 
compared to 2010

* Prepared by Ports and Harbors Bureau, MLIT based on port survey and interview with port managers

Transition of amount of cargo handled

22% cargo amount 
compared to previous 
year

120% cargo amount 
compared to 2010

Jun.   Feb.    Mar.   Apr.    May.   Jun.    Jul.     Aug.   Sep.   Oct.   Nov.   Dec. Jun.     Feb.    Mar.   Apr.    May.   Jun.  Jul.   Aug.  Sep.   Oct.   Nov.   Dec.

2010 2011 2012 2010 2011 2012

11

 

Name of Port
Predetermined Plan Restoration Plan

Facility Height of Bay
entrance Breakwater

Facility Height of 
Seawall

Facility Height of Bay
entrance Breakwater

Facility Height of 
Seawall

Port of Kamaishi T.P. 5.1m T.P. 4.0～6.1m T.P. 5.1m T.P. 6.1m

Port of Ofunato T.P. 4.2m T.P. 3.0～3.5m T.P. 10.4m T.P. 7.2m

Bay entrance breakwater reduces 
tsunami flow volume/flow 
velocity into the port. 

Tsunami

With the effect of 
breakwater, the 
facility height of 
seawall can be 
lower.

【Protection by effective combination of bay entrance 
breakwater and seawall】

Control the water 
level rise within the 
harbor.

○ At Port of Kamaishi/Ofunato, in response to design tsunami (Sanriku earthquake tsunami in 1896), multiple protection 
system having an effective combination of bay entrance breakwater and seawall is to be adopted.
○ The baymouth breakwater has been developed to provide the structure of persistent resistance against largest class 
tsunami.

【Sample cross-sectional view of breakwater at 
Port of Ofunato】

12

  

 
 

 

   

 

T.P.10.4m

T.P.4.2m

H.W.L  0.6m

Cross-section surface 
after reconstruction

Existing cross-
section surface 

1/3 of levee 
height

Foundation Mound

Caisson

Reinforcement to 
provide persistent 
structure

Development of Persistent Bay entrance Breakwater at Port of Kamaishi and Port of Ofunato
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① Floating Dock

④Temporary installation of caisson② Launching of caisson 

③Marine installation of caisson 

13

Restoration work of Bay entrance Breakwater（Manufacture of caisson）

 

砕岩棒

グラブ浚渫船
被災ケーソン

① Crush and withdrawal of damage caisson

④Placing of the top concrete of caisson ②Manufacture of the Foundation Mound

③Installation of caisson 

起重機船起重機船
引船引船

14

Restoration work of Bay entrance Breakwater  （Withdrawal and construction of caisson ）

 

① Installation of tsunami
deposition  sand 

④中詰材をケーソンに投入

③It is marine conveyance 
about material in caisson.

①Crashed concrete which arose 
by withdrawal of the breakwater 

② The material in caisson 
which mixed tsunami 
deposition sand  with 
crashed concrete is 
manufactured. 

【Practical use of tsunami deposition  sand in Hchinohe Port】

④Inside material is 
supplied to caisson. 

15

Restoration work of Bay entrance Breakwater (Reuse of disaster waste)(Hachinohe Port)

 

Earthquake/Tsunami Countermeasures at 
Port Responding to Great Earthquake such 

as Nankai Trough

16

 

Necessity to Deliberate Measures against Tokai/Tonankai/Nankai Earthquake Tsunami

Incidence rate of Tokai/Tonankai/Nankai 
earthquake within next 30 years

Tonankai
(around M8.1)

70%

Nankai
(around M8.4)

About 60%

Tokai
(about M8)

88% (reference)

Conjunction earthquake of Tokai/Tonankai/Nankai (M9.0)

○Amount of containers handled
About 14.28 million TEU (79.3%) among the amount of 

containers handled across Japan (about 18.02 million TEU)

○Value of manufactured goods shipped
About 140 trillion yen (52.8%) among the value of manufactured 

product shipped across Japan (about 265 trillion yen)

Between Hyuganada 
plates

(around M7.6)
10%

South Kanto
(about M6.7-7.2)
About 70%

Status of areas and Tokyo bay assumed to be damaged by 
Tokai/Tonankai/Nankai earthquake

17

 

Clarification of Disaster Prevention/Mitigation Goals

Tsunami with 
higher 

occurrence rate

○It is necessary to develop measures while clarifying the protection goals in accordance with the scale or 
frequency of occurrence, and 2 levels of tsunami are simulated basically.

Largest scale tsunami that occurs once in several or more decades

Protect human life

Protect property Reduce economic loss

【Disaster prevention facilities】
Plan to prevent inundation of inner levee area

【Land Use】
Plan to protect major port facilities

Largest class 
tsunami

【Land Use】
Plan on the assumption that 
inner levee area is inundated

【Evacuation Plan】
Plan assuming the worst case

【Disaster prevention facilities】
Allow inundation of inner levee area, but plan to reduce 
damage by breakwaters etc. and utilize multiple protection 
system as required.

At 3 major bays, deliberate to 
ensure protection standard 
against largest class tsunami 
considering const 
performance.

Disaster prevention goal Disaster mitigation goal

【Level 1】Tsunami with higher occurrence frequency 【Level 2】Largest class tsunami
Largest scale tsunami that occurs once in several hundred to 1 thousand years

18
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Resilient structure and liquefaction countermeasure
○ Breakwaters in front line serve not only to keep sea surface calm but to reduce tsunami amplitude. However, 

Once they are broken in disaster, it takes a long time to restore them.
○ Revised technical standard in the harbor based on the new method of prediction and judgment of liquefaction 

taking duration time of the seismic motion into accountwas established（August 29,2012） and “Consultation 
windows on liquefaction at harbors” was opened in Regional Development Bureaus to provide 
technological assistance to the private sectors （September 3,2012）.

Improving assessment of liquefaction

overtop

Caisson

〔At tsunami attack〕

Basement 
mound

lifting

【inside the 
port】

ケー
ソン

【outside
the port】

【 Broadening and heightening of the basement mound 】

Caisson

Basement 
mound

Resilient structure

〔Usual〕
As a countermeasure for

basic mound scouring

Due to the long duration of the seismic motion caused by 
Tohoku earthquake, liquefaction damage increased.

New method for estimating liquefaction was developed taking 
duration of the seismic motion into account

Partial revision of "the technical standards and commentaries for port and harbor 
facilities"（August  29,2012）

“Consultation windows on liquefaction at harbors” opened in 
each Regional Development Bureaus (September 3,2012)

Pressure 
of tsunami

The resistance to a tsunami 
increases and the system 
will not break even if the 
caisson moves.

The systems addressing liquefaction around harbor  facilities 
are provided to private sectors and harbor managers.

Motion duration Motion duration

Sh
ea

r 
st

re
ss

Sh
ea

r 
st

re
ss

Great East Japan 
Earthquake

Great Hanshin-Awaji
Earthquake
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（3）Tsunami-Resistant Design of Breakwaters (Dr．Masafumi MIYATA（NILIM)) 

1

“Tsunami-Resistant 
Design of Breakwaters

Masafumi MIYATA
Head, Port Facilities Division

National Institute for Land and Infrastructure Management(NILIM)
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism(MLIT)

 

2

Today’s topics

1. Lessons Learned from the "2011 off the 
Pacific coast of Tohoku Earthquake"

2. “Guideline for Tsunami-Resistant 
Design of Breakwaters” (2013.1)

3. Future Subjects 

 

3

1. Lessons Learned from the "2011 off the 
Pacific coast of Tohoku Earthquake"

 

Overtopping flow by tsunami over breakwaters
(Hachinohe Port)

4

Movie

 

Head

5

Damaged Breakwaters at Hachinohe Port

The center broken 
along 837m in length

The head broken 
along 700m in length

Why breakwaters were heavily damaged?

Which is greater, tsunami wave force or wave force ? 

Main wave direction

 

Importance of anti-scour measures

6

(a) Remaining portion of the upright part 

 
(b) Slid portion of the upright part 

inside the port

Breakwater damage by overtopping flow at Hachinohe Port

When a tsunami overtops the breakwater, the foundation 
mound or seabed ground at the back of the breakwater is 
more likely to be scoured, eventually increasing the risk of 
collapse of the upright part of the breakwater.

outside the port
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7

- Hydraulic pressure ≒? hydrostatic pressure  ?  
- If so, caissons were moved by hydrostatic pressure? 

Importance of tsunami wave force acting on 
breakwater 

 

Hydraulic model experiment for breakwater of 
Kamaishi Port（1/20 scale model）

（Port and Airport Institute，Arikawa, et al(2013) ）

8

Movie

T.  Arikawa, et al:  Failure Mechanism and Resiliency of Breakwaters under Tsunami, Technical Note of PARI, No.***, 2013 (Japanese)

 

(At present)
- Front: multiplied hydrostatic pressure by 1.05
- Rear : multiplied hydrostatic pressure by 0.9

9

 

 

(Front) 

Water level at the front of breakwater (when hit by tsunami) 

(Rear) 

Buoyancy 

Foundation mound 

Horizontal tsunami wave pressure acting on 
both sides of caisson (experimental formula1)2)

1) MLIT:  “Guideline for Tsunami-Resistant Design of Breakwaters” , 2013.1 (Japanese)
2) T.  Arikawa, et al:  Failure Mechanism and Resiliency of Breakwaters under Tsunami, Technical Note of PARI, No.***, 2013 (Japanese)

 

Verification of Tsunami Wave Force 
Formula by Damaged Cases 
Step1: Calculation of tsunami heights at front and rear of 

breakwater by using tsunami propagation simulation

10

Step2: Calculation of tsunami wave force by the proposed 
formula for each section of breakwater

- all front-line breakwaters at 6 ports -

Step3: Stability checks for sliding failure, overturning failure 
and foundation stability of breakwater
- calculation of Safety Factor (SF) 

Step4: Setting allowable SFs for tsunami resistant design of 
breakwater

 

11
 

Overtopping depth (m) 

Damaged 
Not damaged (with no rear scouring) 
Not damaged (with rear scouring) 

Sliding safety factor 

Breakwater damage as analyzed with respect 
to the relationship between overtopping depth 
and sliding safety factor

 

Tsunami 
Overtopping 

depth 

Water flows by tsunami 

Upright part 
(caisson) 

Rubble mound Infiltration flow 

scouring failure

damaged

damaged

SF≒1.2

 

Current stability check method for tsunami-
resistant breakwaters

12

- Present stability check against sliding and 
overturning and against bearing capacity failure of 
the foundation is applicable.

- The following values should be used as reference 
values for minimum safety factors for the stability 
check.

Check items Safety factor
Sliding of caisson 1.2

Overturning of caisson 1.2

Bearing capacity of the foundation 1.0

Reference values of safety factors
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13

2. “Guideline for Tsunami-Resistant 
Design of Breakwaters” (2013.1)

 

14

Outline of the Tsunami Guideline

- Issued by Ports and Harbours Bureau, MLIT, 
January 2013. (130 pages)

- Full cooperation from NILIM and PARI

- Lessons from the damage experiences

- Provides basic design philosophy for breakwaters 
subjected to large tsunami, considering effects of 
overtopping flow of tsunami over the breakwater

 

15

Outline of the Tsunami Guideline

- Provides some examples of tough breakwater 
against large tsunami overtopping flow

Reduction from tsunami disasters  

Front-line breakwaters capable to withstand 
tsunami force and overtopping flow as large as 
possible

Reconstruction works of disaster stricken breakwaters
Countermeasure works for other regions and nations

 

Guideline for Tsunami-Resistant Design of Breakwaters

16

【Main】
1. Outline
1.1 Positioning of the Guideline
1.2 Effect of breakwaters on tsunami and tough construction
1.3 Response to the characteristics of tsunami

2. Basic Principle for Anti-tsunami Measures at Harbours
2.1 Setting of tsunami
2.2 Determination of protection targets

3. Tsunami-resistant Design of Breakwaters
3.1 Basic Principle of Tsunami-resistant Design of Breakwaters
3.2 Performance check of breakwater
3.3 Determination of Seismic Motions Preceding Tsunami and Evaluation of their Impact
3.4 Tsunami-Resistant Design against "Design Tsunami“
3.5 Review of "Tough Construction" against Tsunamis Larger Than the "Design Tsunami"
3.6 Future Incorporation of Results

【References】
I. Information on Tsunami Damage Evaluation
II. Review on Tsunami Damage to Harbor Structures and Important Points in Performing 

Tsunami-resistant Design for Breakwaters
III. Current Knowledge on Breakwater Stability Check against Tsunami Overtopping Based 

on Hydraulic Model Experiments
IV. Case Examples of Review of Restoration Cross-section of Breakwaters Damaged by 

Tsunamis of the Great East Japan Earthquake

Contents

 

Example of tough breakwater against tsunami

17

天端形状に工夫なし（矩形） 天端形状を工夫（パラペット工）

Change in geometry at the 
upper part of breakwater

Without modification With 
modification

Scouring
Foundation failure

Rubble mound

Caisson

Parapet wall

Without 
modification

With 
modification

Extension of rubble mound Scour protection mat

Armor block

Change in flow direction

 

Overtopping flow experiments for breakwater
（Tohoku Regional Development Bureau, MLIT)

18

Movie
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More knowledge and 
techniques are needed

19

- No standard technique available at this time

- Especially for the design of scour protection 
details and of structural profile or geometry 
of tough breakwater 

- Hydraulic model experiments or numerical 
analysis are recommended to review anti-
scour measures and determining specific 
approaches to scour prevention. 

 

Outside 
of port

Video speed: 5 times fasterSliding SF = 1.8

Hydraulic model experiment for breakwater of 
Hachinohe Port（Failure test by scouring）

（Port and Airport Institute，T. Arikawa, et al(2013) ）

Inside 
of port

1/25 scale model

T.  Arikawa, et al:  Failure Mechanism and Resiliency of Breakwaters under Tsunami, Technical Note of PARI, No.***, 2013 (Japanese)

Movie

 

Hydraulic model experiment for breakwater of 
Hachinohe Port（Failure test by scouring）

（Port and Airport Institute，T. Arikawa, et al(2013) ）

Sliding SF = 1.3, in case of no mound reinforcement behind caisson

T.  Arikawa, et al:  Failure Mechanism and Resiliency of Breakwaters under Tsunami, Technical Note of PARI, No.***, 2013 (Japanese)

Movie

 

Concepts of two levels of tsunami

22

a) High-frequency tsunami ≒ Design Tsunami Level
- expected to reach as an accidental action a point where a 

facility to protect is constructed that occur at a higher 
frequency than the "largest class tsunami" and are large 
enough to cause serious impacts on human life, assets or 
social and economic activities. 
→ Subject of design of tsunami-resistant structures

* Return period = about 100 – 300 years ??

b) Largest class tsunami
- determined after considering every possibility, including

- historical records , ancient documents, 
- scientific surveys on tsunami deposits comprehensively,
- simulation results of scientifically possible tsunami, etc. 
→ Subject of design of tsunami-resistant structures

* Return period?? = over 1000 years ??

 

“Tough breakwater” against tsunamis larger than 
the design tsunami level

23

It is necessary to conduct a full review of the 
failure mode of a breakwater and its structural 
weaknesses depending on the scale of the tsunami, 
including the use of hydraulic model experiments, 
while assuming that the scale of a tsunami as an 
external force gradually increases beyond that of 
the "design tsunami level" and take additional 
measures to compensate for those weaknesses 
while considering the importance of facilities to 
protect or cost-effectiveness. 

 

24

 付加的な 

対策の費用 
防波堤 A 
（波浪が穏やかな条件） 

防波堤 B 
（波浪が厳しい条件） 

津波の規模 

（越流の規模） 
最大クラス 

の津波 
到達頻度 
の高い津波 

津波規模の 
段階的増大 

  

Step-by-step approach to determine 
the degree of reinforcement works 

Overall assessment for each breakwater
at each port

Breakwater A
(gentle wave conditions)

Breakwater B
(severe wave conditions)

Scale of tsunami
(Scale of overtopping)

Additional costs for 
countermeasures 
against tsunami 
that exceeds the 
design tsunami

Design 
tsunami
Design 
tsunami

Largest class 
tsunami

gradually 
increase
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- First step toward “tough breakwater" against large 
tsunami, which enable to reduce tsunami disaster

- Many technical issues remained
(for example)

- Effects of permeable flow through rubble mound on 
reduction of bearing capacity of foundation

- Effective method for scour protection against overtopping 
flow and strong current due to tsunami

- Verification date by model tests

- Simulation method for prediction of scouring

Update of the Guideline is eagerly anticipated with additional 
knowledge!

25

3. Future Subjects 

 

Thank you!

Xin Cám ơn.

26
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（3）津波に対する防波堤の補強工法 (日建工学株式会社／京都大学防災研究所) 

March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved.

日建工学株式会社 京都大学防災研究所
NIKKEN KOGAKU CO., LTD. Disaster Prevention Research Institute Kyoto Univ. 

 
March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved.

アジアでは初受賞。5月にフランスマルセイユで開催されるPIANC年次総会にお
いて表彰式が行われ、論文はYearbook 2013に掲載されます。

“Breakwater Reinforcement Method against Large Tsunami”

PIANC

De Paepe - Willems賞は、40歳未満の若手技術者の作成した技術的に最も優
れた論文を年に一度選定し表彰するもの。

The World Association for 
Waterborne Transport 

Infrastructure

国際航路協会 世界65カ国の500団体、2000人以上
が会員。 1885年設立。国連の諮問機関にも指定され
ている。本部はベルギーのブリュッセル。

NETISへ登録 THK-120001-A 技術名称：サブプレオフレーム
New Technology Information System
日本の国土交通省MLITが、新技術の活用のために、情報の共有
及び提供を目的として整備しているシステム。

 

March 13, 2013 Hanoi

設計摩擦係数の設定

耐津波設計ガイドラインに則した設計例

実施例の紹介

震災からの復興

防波堤補強工法「サブプレオフレーム」

Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved.

消波ブロックを使った応急復旧

海岸堤防の復興

（１）

（２）

水理模型実験

津波越流実験

2

 
March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved.

日建工学株式会社と 京都大学防災研究所で
共同開発したコンクリートブロック（共同特許も出願）

１

既存・新規防波堤の港内側にカウンター
ウェイトとなるサブプレオフレームを設置
し，安定性を高め，津波に対して防波堤
を粘り強い構造とする工法

「サブプレオフレーム」 SUBPLEO FRAME

有孔型平型ブロック

自然石を中詰め材として投入

捨石マウンドと中詰め石とのかみ合わせ抵抗を期待

１. 防波堤補強工法「サブプレオフレーム」

Sea side Harbor side

Wave

Foundation rubble mound

Breakwater SUBPLEO 
FRAME

3

 

March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved. ２

貫通孔なので，上からの流れや下からの揚圧力を受けない。サブプ
レオフレーム自体の安定性が高い。

被覆石 or マウンド石

中詰め石

メカニズム

中詰め石と下層の石（被覆石orマウンド石）との
かみ合いによるせん断力によって抵抗する。

中詰め石はフレームによって動きを拘束されているので、自由度の
ある石に比べると抵抗力が大きい。フレーム形状がとても重要！

サブサブプレオフレーム

１. 防波堤補強工法「サブプレオフレーム」

4

 
March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved. ３

抵抗力が大きいので、施工断面を小さくすることができ、
捨石を嵩上げする工法に比べてコストも安くなる。

１. 防波堤補強工法「サブプレオフレーム」

Sea side Harbor side

Wave

Foundation rubble mound

Breakwater SUBPLEO 
FRAME

Sea side Harbor side

Wave

Foundation rubble mound

Breakwater
Rubble 
stones

サブプレオフレーム
SUBPLEO FRAME

捨石嵩上げ工法
Mound heightening Method

5
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サブプレオフレームの抵抗力
40cm×40cm×18cm(13cm)

２. 設計摩擦係数の設定

設計摩擦係数を決定するため、陸上での引張試験を実施。

摩擦係数で計算

Basin

Block model

Winch

Load sensor

Wire

Rubble mound

① ②

③

① コンクリート方塊 normal flat bock
② サブプレオフレーム（ブロックのみ） SPF, no inner rubble
③ 中詰め石を入れたサブプレオフレーム SPF, with inner rubble

6
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40cm×40cm×18cm(13cm)

２. 設計摩擦係数の設定

0

5

10

15

20

25

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05
Friction factor

Fr
eq

ue
nc

y

0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05
Friction factor

μ=0.75
σ=0.05

サブプレオ
フレームの
摩擦係数

＝0.75

Resistant forces Friction factor

Histogram Normal distribution

7

 

March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved. ６

２. 設計摩擦係数の設定

20t型SPFの計算例

滑動抵抗力の計算

中詰め石の水中重量

ブロックの水中重量

サブプレオフレーム
の水中重量

 ( ) ( ) gMgMWWW
s

ws
s

c

wc
csctSPFw ⋅−⋅+⋅−⋅=+= ρ

ρρ
ρ

ρρ
20_

 75.020_20 ⋅= tSPFwtSPF WF

 shs VM ρϕ ⋅⋅=
Size

Concrete volume：V 8.471 m3

volume of a hole：Vh 4.793 m3

Concrete density：ρc 2.3 t/m3

Stone porosity：φ

Stone density：ρs 2.6 t/m3

Sea water density：ρw 1.03 t/m3

Gravity acceleration：g 9.8 m/s2

50%

20t-type

 tM s 23.66.25.0793.4 =⋅⋅=

 ( ) ( ) kNW tSPFw 1428.96.2
03.16.223.68.93.2

03.13.23.2471.820_ =⋅−⋅+⋅−⋅⋅=

 ( )mkNmkNkNF tSPF /353/10610675.014220 ==⋅=

8
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水理模型実験により設計摩擦係数の妥当性を検証

７

Rubble mound

Caisson ＳＰＦ

３. 水理模型実験

Kyoto Univ., DPRI
Wave basin
45m×30m×1m

9
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造波前 造波後

造波前と造波後で滑動量を計測

No.1 No.2 No.3 No.4

1 2 3 4

2列 1列 2*1列

ダメージ
大

ダメージ
無

ダメージ
小

ダメージ
無

３. 水理模型実験
Sea side

Harbor
side

10

 
March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved.

代表的な実験結果

９

実験値は計算値の
1.4倍以上

摩擦係数0.75で十分安全な設計を行
うことができる！

実験値(N/cm) 計算値(N/cm) 実験値/計算値

Case4 0.75 0.225 3.3

Case5 0.96 0.450 2.1

Case6 0.75 0.450 1.6

Case7 0.96 0.674 1.4

ケース

※表は設定周期
T1/3=1.5sの場合

実験値・・・実験でSPFが発揮した抵抗力
計算値・・・摩擦係数0.75で計算したSPFの抵抗力

３. 水理模型実験

11
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津波越流に対するSPFの安定性を検証

2011東日本大震災では、津波越流によって港内側マウンドが洗掘
されてケーソンが倒壊した例が多い。

2次元造波水路Tsunami overflow erosion

Caisson

Sea side Harbor side

Caisson

４. 津波越流実験

March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved. １０
12

 
March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved. １１

Tsunami 
overflow

Rubble
Armor stone

SPF

Armor block

Tsunami

Tsunami

Rubble heightening method

SUBPLEO FRAME

越流水深
3.5cm(1.4m)

越流水深
9.8cm(3.9m)

越流水深
13.0cm(5.2m)

越流水深
4.0cm(1.6m)

越流水深
9.0cm(3.6m)

越流水深
13.0cm(5.2m)

４. 津波越流実験

Tsunami 
overflow

抵抗力と施工コストが同じになるように設計されている

13

 

March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved. １２

Rubble heightening method SUBPLEO FRAME
Before 

Tsunami

After 
Tsunami

Before 
Tsunami

After 
Tsunami

越流の落下点はパラペットによってコントロールすることができる。
滑動抵抗＋強い流れが作用する斜面部・法尻部の保護が重要。

SPFは捨石を嵩上げする方法よりも津波越流に対する安定性は高い。

実験結果

４. 津波越流実験

14
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滑動に対する安定性照査式

５. 耐津波設計ガイドラインに則した設計例

f ：ケーソン底面とマウンドとの摩擦係数
W ：ケーソンの重量（kN/m）
PB ：浮力（kN/m）
PU ：津波の揚圧力（kN/m）
PH ：津波の水平波力（kN/m）
γa ：構造解析係数
PR ：補強工法の滑動抵抗力（kN/m）

Rubble mound

Caisson

照査項目 構造解析係数γa

直立部の滑動 1.2

直立部の転倒 1.2

基礎の支持力 1.0

構造解析係数の参考値

15
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モデル防波堤

５. 耐津波設計ガイドラインに則した設計例

Rubble mound

ＳＰＦ

Rubble mound

Caisson

0.6＊（2000 - 700 - 260）＋0 

Caisson

10m

10m

=

f =0.6
W = 2000 kN/m
PB = 700 kN/m
PU = 260 kN/m
PH = 600 kN/m
PR = 0 kN/m

=

600

= 624
600 = 1.04 < 1.20 抵抗力が不足

20t型SPFを3ヶ設置

20t型SPFの抵抗力 = 35 kN/m

=
0.6＊（2000 - 700 - 260） ＋ 35＊3

600

= 624＋105
600

=
729
600

= 1.21 > 1.20
Good!!

600kN/m

600kN/m

16
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八戸港北防波堤ハネ部の災害復旧

６. 実施例の紹介

サブプレオフレーム20ｔ型

Google Earth, Google Inc. http://www.mlit.go.jp

基部

中央部

ハネ部

基部

中央部

ハネ部

Before Tsunami After Tsunami

SPFの効果について検証実験を実施
17
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実設計断面

Sea side Harbor side

Case2-1

基礎捨石1-5g/個程度

ケーソン模型

上部コンクリート

港外 港内

0.00

根固方塊 サブプレオフレーム
20t型 1/40スケール

Case2-2

基礎捨石1-5g/個程度

ケーソン模型

上部コンクリート

3
1
3

港外 港内

0.00

根固方塊 サブプレオフレーム
20t型 1/40スケール

６. 実施例の紹介

滑動量に明らかな差 ⇒ SPFは大きな滑動抵抗力を発揮！

Sea side Harbor side

18
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６. 実施例の紹介
Metal form

Concrete placing Installation test on land

１７
19
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７. 震災からの復興

１８

Hachinohe port

ラクナ・Ⅳ 20ｔ型

八戸港八太郎地区防波堤 Cross-section

(１)消波ブロックを使った応急復旧

20
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７. 震災からの復興

１９

(１)消波ブロックを使った応急復旧

ラクナ・Ⅳ 25ｔ型

Soma port

stock相馬港防波堤

21
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７. 震災からの復興

２０

(２)海岸堤防の復興 ～被災状況～

22
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７. 震災からの復興

２１

(２)海岸堤防の復興 ～被災のメカニズム～

津波が越流 越流が法尻を洗掘

被覆工が流出 堤防全体が崩壊

23

 
 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

 

- 90 - 

 

25March 13, 2013 Hanoi Copyright © 2013 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. All Rights Reserved.

７. 震災からの復興

２２

(２)海岸堤防の復興 ～復旧断面～

▽ 計画堤防高（T.P+7.2m）

法留コンクリートの強化

上下方向にかみ合わせ構造
のあるブロックを使用

一体構造とする

Sea sideLand side

24
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７. 震災からの復興

２３

(２)海岸堤防の復興 ～復旧状況～

1:
1.
5

▽TP+7.20

1:2
.0

1:2.0

▽TP+2.00

▽TP+1.00

4000

堤
防

天端コンクリ－ト

116
28

基礎コンクリート

基礎捨石

111
8

5@2
000

=10
000

510 364

9@1500=13500 (ｸﾘｱﾗﾝｽ　0)

13864

ストーンブロック

1500

2ｔ平型

コーストＪＦ型

200
0

10400 12400

Sea sideLand side

ストーンブロック

・質量 2t以上
・厚さ 500mm以上
・上下のかみ合わせあり → 粘り強い構造

25
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付録 C2． 「港湾施設の技術基準ワークショップ（2013年 3月）」講演資料 
（0）Purpose of Workshop on technical standards for port and harbour facilities 

Purpose of Workshop on technical 
standards for port and harbour facilities

Engineering Administrative Office,
Ports and Harbours Bureau, MLIT

1

 

1. Investigation of technical standards for port and harbour
facilities in Vietnam, in March 2012 (with Dr. KIYOMIYA)

- Current situation survey and exchange of opinions on 
Vietnamese technical standards for port facilities

→ Reconstruction of Vietnamese TSs, especially for 
breakwaters

2. “Seminar on the Technical Standards for Port and 
Harbour Facilities in Japan” on November 27, 2012

- Introduction of Japanese TSs for port facilities and its 
past application cases at Vietnamese port projects

- Vietnamese version of Japanese TSs (structural design) 
→

Japanese activities on technical standards (TSs) for port facilities

March 2012

November 27, 2012

3.    “Workshop on technical standards for port and harbour facilities” on March 
14, 2013 

- Introduction of details of Japanese TSs relating to breakwaters, including 
design, construction management, inspection and maintenance
(Afternoon workshop)
→ Discussions on goal and work plan for mutual cooperation on this matter
→ Also on the possibility of holding a similar seminar (NILIM’s invitation) 

in Japan in the near future ( if possible, proceeding the work plan together)  
2

 

Possible cooperation items from Japan

Technical standards and commentaries for port and 
harbour facilities
Vietnamese translation has been completed in Nov. 2012 by 
National Univ. of Civil engineering and OCDI.

Common Specifications for Port and Harbor Works
(including construction management and inspection 
techniques for port and harbour facilities)

English translation will be completed in Sep. 2013 by SCOPE.

Technical manual for port and harbour facilities
> Maintenance
> Soil improvement
> By-product recycling
> Anti-tsunami design of breakwaters and seawalls

etc.             

→ Depends on the goal and work plan
3

 

- National Institute for Land and 
Infrastructure Management (NILIM)

- Port and Airport Research Institute
(PARI)

Ports and 
Harbours

Bureau, MLIT

People involved in technical standards for port and 
harbour facilities in Vietnam

Ministry of 
Transport 

(MOT)

- OCDI
- SCOPE

etc.

Vietnam

Japan

- Technical standards for port and harbour facilities
- Supervision of port and harbor construction works
- Maintenance of port and harbor facilities      etc.

Possible COOPERATION scheme for development of
New Port (Breakwater) Technical Standards in Vietnam  

OCDI：The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan
SCOPE：Service Center of Port Engineering

COOPERATION

4
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（1）Framework for the Development of Port Technical Standards in Japan～Outline of NILIM and PARI

（Ms．Ai HASHIMOTO（NILIM）） 

National Institute for Land and Infrastructure Management

Framework for the Development of 
Port Technical Standards in Japan

～Outline of NILIM and PARI～

March 14,2013

Ai HASHIMOTO
Research Coordination Chief, 

Administrative Coordination Department, NILIM, MLIT

 
National Institute for Land and Infrastructure Management

Cooperation Framework for Development 
and Maintenance of Technical Standards 
for Port Facilities Design

1

NILIM
（Technical Standards）

Universities
Academic Societies

Users of Technical Standards
(domestic and overseas)

Maintenance of Technical Standards for Port Facilities 
(PDCA-Cycle:  Plan-Do-Check-Act)

PARI
（Basic Research）

Regional Development 
Bureaus, etc.
(design and construction)

MLIT
(Technological policy)

 

National Institute for Land and Infrastructure Management

Establishment of NILIM and PARI

2

Institute (Port and Harbour Research Inst.) was separated into 
Port and Airport Research Institute (PARI) and National Institute 
for Land and Infrastructure Management (NILM)  in 2001.

MOT(transportation) and MOC(construction)

MOC Headquarters
Public Works Research Institute (MOT)

Building Research Institute (MOT)

MOT Headquarters Port and Harbor Research Institute

MLIT

MLIT Headquarters

Public Works 
Research Institute

National Institute for Land and 
Infrastructure Management 

Building Research 
Institute
Port and Airport 
Research Institute

Independent
administrative agencies

 
National Institute for Land and Infrastructure Management

Organization and Location of NILIM

Director-General

Deputy Director-General (2), Executive Director for Research Affairs

General Affairs Department

Planning and Research Administration Department

Administrative Coordination Department

Environment Department

River Department

Road Department

Water Quality Control Department

Building Department

Housing Department

Urban Planning Department

Coastal, Marine and Disaster Prevention Department

Port and Harbor Department

Airport Department

Research Center for Land and Construction Management

Research Center for Disaster Management

Research Center for Advanced Information Technology

3

Administration Departments

Research Departments

Tachiiara Office

Asahi Office

Yokosuka 2nd Office ( Training etc. )

Yokosuka Office

Tokyo
Chiba

Kanagawa

Ibaraki

(2012) 

 

National Institute for Land and Infrastructure Management

Organization 
of PARI

Research Planning and
Administration Department

Managing Director for Research Affairs

Director for Special Research

Asia-Pacific Center for Coastal Disaster Research

LCM Research Center for Coastal Infrastructures

Hazaki Oceanographical Research Branch

Coastal and Ocean 
Engineering Field

Marine Information Field

Earthquake Disaster Prevention
Engineering Field

Coastal and 
Estuarine Environment  Field

New Technology 
Development Field

Geotechnical Engineering Field

Structural Engineering Field

Executive Auditor

Executive Auditor
(Part-time)

Executive
Director

Distinguished
Researcher

(2012) 

Research Services Division
Planning Division

General Affairs Division

Research Planner

Oil Spill Response Group
Sensing and System Technology Group

Structural Mechanics Group

Soil Stabilization Group
Soil Dynamics Group

Soil Mechanics and Geo-Environment Group

Materials Group

Maritime Structures Group
Wave Group

Coastal and Estuarine Environment Group
Multiphase Flow Group

Costal and Ocean Development Group

Environment Information Group
Coastal Sediments and Processes Group

Marine Information Group

Earthquake and Structural Dynamics Group

Intellectual Property Management Director
Research Evaluator Director

Foundations Group
Engineering Seismology Group

Pavement Group

 
National Institute for Land and Infrastructure Management

Employees and Research Budget（NILIM）

5

Administration 31

Research 42

The Prescribed Number of Workers in NILIM (2012) ［unit：person］

Employees

Research

The total number of workers ３６６ ２５３

Tachihara, Asahi ２９３ ２１１

Yokosuka ７３ ４２

Research Budget (Yokosuka) 
1,948 million yen (2012)
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National Institute for Land and Infrastructure Management

Employees and Research Budget（PARI）

6

Administration 22

Research 79

The Prescribed Number of Workers in PARI (2012)              ［unit：
person］

Employees

Research

The total number of workers １０１ ７９

Research Budget
2,526 million yen (2012)

 
National Institute for Land and Infrastructure Management

Thank you.
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（2）CHRACTERISTICS OF “TECHNICAL STANDARDS AND COMMENTARIS FOR PORT AND HARBOUR FACILITIES IN JAPAN” 

（Mr．Toshihiko NAKANO（NILIM）） 

CHRACTERISTICS OF 
“TECHNICAL STANDARDS AND 

COMMENTARIS
FOR PORT AND HARBOUR FACILITIES 

IN JAPAN”

Toshihiko NAKANO
Director for Port Engineering Policy Analysis
National Institute of Land, Infrastructure and 

Management (NILIM)

1

 

Outline

1. Contents of Port Technical Standards in Japan

2. Typical Structural Types of Port Facilities

3. Features of Port Technical Standards in Japan  

4. Summary

2

 

1. Contents of Port Technical Standards 
in Japan 

3

 

Port Technical Standards in Japan

• Statutory Technical Standards; 
- Port and Harbour Law
- Enforcement Order
- Ministerial Ordinance
- Public Notice

• Port facilities shall be constructed,  improved and 
maintained in accordance with the technical 
standards.

• Reference materials; Commentaries

4

 

Technical Standards and 
Commentaries for Port and Harbour

Facilities in Japan

• 2007 : Last major amendment in Japanese    
version

2009 : English version
2012 : Vietnamese version

• Part I  General
Part II  Actions and Material Strength    

Requirements
Part III  Facilities

5

 

Contents(1/3)
Part I  General
Chapter 1 General Rules

1  Scope of Application
2  Definition of Terms
3  Performance-based Design
4  Performance Criteria
5  Performance Verification
6  Reliability-based Design Method

Chapter 2 Construction, Improvement, or Maintenance of Facilities 
Subject to the Technical Standards

1  Design of Facilities Subject to the Technical Standards
2  Construction of Facilities Subject to the Technical Standards
3  Maintenance of Facilities Subject to the Technical Standards
4  Environmental Consideration

6
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Contents(2/3)
Part II  Actions and Material Strength Requirements
Chapter 1 General
Chapter 2 Meteorology and Oceanography
Chapter 3 Geotechnical Conditions
Chapter 4 Earthquakes
Chapter 5 Earth Pressure and Water Pressure
Chapter 6 Ground Liquefaction
Chapter 7 Ground Subsidence
Chapter 8 Ships
Chapter 9 Environmental Actions
Chapter 10  Self Weight and Surcharge
Chapter 11 Materials

7

 

Contents(3/3)

Part III  Facilities
Chapter 1 General
Chapter 2 Items Common to Facilities Subject to Technical 

Standards
Chapter 3 Waterways and Basins
Chapter 4 Protective Facilities for Harbors
Chapter 5 Mooring Facilities
Chapter 6 Port Transportation Facilities
Chapter 7 Cargo Sorting Facilities
Chapter 8 Storage Facilities
Chapter 9 Facilities for Ship Service
Chapter 10 Other Port Facilities

8

 

2. Typical Structural Types of
Port Facilities

9

 

Principals of Performance Verification
for Breakwaters

• Layout
- to reduce entrance of waves to the harbor;
- to have a sufficient width for ship navigation;
- to enclose a sufficiently large water area for  
cargo handling, ship berthing and anchorage.

• Selection of structural type
- a comparative examination of layout conditions, 
natural conditions, use conditions, importance, 
construction conditions, economy, term of 
construction work, ease of obtaining materials, 
and ease of maintenance.

10

 

Structural Types of Breakwaters
• Gravity-type breakwaters

– Composite breakwaters
– Upright breakwaters
– Sloping breakwaters
– Breakwaters covered with wave-dissipating blocks
– Upright Wave-absorbing block type breakwaters
– Wave-absorbing caisson type breakwaters
– Sloping-top caisson breakwaters

• Pile-type breakwaters
• Breakwaters with wide footing on soft ground 
• Floating breakwaters

11

 

Composite Breakwaters

12
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13

Fabrication of Concrete Caisson 

 

Sloping Breakwaters

14

 

Breakwaters covered with wave-
dissipating blocks

15

 

16

Gravity-type Quaywall

Open Type Wharf on Vertical Piles

Sheet Pile Quaywall

Typical Structural Types of mooring Facility

 

17

Fender Apron

Gravity-type Quaywall

Sand 
invasion 
prevention 
sheet

Filling 
sand Backfilling

rubble

Rubble  mound

Caisson

 

18

Fender Apron

Steel sheet 
pile

Coating

Cathodic

protection

Sheet Pile Quaywall

Anchorage

Tie rod
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19

Fender
Apron

Steel pile

Coating

Cathodic
protection

Superstructure

Earth-
retaining 
section

Open Type Wharf on Vertical Piles

 

3.Features of Port Technical Standards 
in Japan

20

 

(1) Wave –resistance design 

• Many experiences for construction of  
breakwaters in Japan 

• Goda wave pressure formula             

21

 

(2) Various soil improvement methods 

• TSPH provides 17 soil improvement methods including 
liquefaction countermeasure works.

• E.g.
- Replacement Methods
- Vertical Drain Method
- Deep Mixing Method
- Lightweight Treated Soil Method
- Premixing Method
- Sand Compaction Pile Method (for Sandy Soil Ground)
- Sand Compaction Pile Method for Cohesive Soil Ground
- Vibro-flotation Method

22

 

(3) Design of Structural members

• TSPH provides design of structural members such as;
- Caissons
- L-shaped Blocks
- Cellular Blocks     etc.

• Detailed design for such members
- Fundamental of performance verification
- Determination of basic cross section and   

characteristic values
- Actions
- Performance verification 

23

 

(4) Consistent to international 
standards

• ISO2394 ”General Principles on Reliability for 
Structure”

→ Reliability- based design as a standard   
verification method

• PIANC “ Navigation Channel”

24
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(5) others

• Seismic design

• Reliability –based design method

25

 

5. Summary

26

 

Summary

• Characteristics of TSPH are;

- All in one of technical standards for various port 
facilities;

- Consistent  to  international standards.

• In addition, lots of related technical guidelines and 
manuals are also provided in Japan.

• TSPH will help you make-up a new national technical 
standards for breakwater in Vietnam.

Thank you very much!

27

 

TSPH and BS6394
Item TSPH BS6349 (Maritime Structures)
Publisher Port and Harbour Bureau, MILT BSI (British Standard Institute)
Document
structure
Revision

[]: pages

Publish in 2 parts
(revised at the same time)

1485 pages in total

【1st part】
Chapt.1: General Rules
Chapt.2: Construction, Improvement, or

Maintenance
Chapt.3: Actions and Material Strength

Requirements [371]
【2nd part】

第4編：Facilities [900]
Chapt.1 ：General
Chapt.2：Common Items[281]
Chapt.3：Waterways and Basins[49]
Chapt.4：Protective Facilities for Harbours

[115]
Chapt.5：Mooring Facilities [331]
Chapt.6：Port Transportation Facilities [62]
Chapt.7：Cargo Sorting Facilities [37]
Chapt.8：Storage Facilities [2]
Chapt.9：Facilities for Ship Service [2]
Chapt.10：Other Port Facilities [20]

Publish in 8 parts
(revised by individual part)
825 pages in total

1) BS6349-2000: Code of practice for 
general criteria [239]

2) BS6349-2010: Design of quay walls,
jetties and dolphins [138]

3) BS6349-1988: Design of dry docks, locks, 
slipways and shipbuilding berths, 
shiplifts and dock and lock gates [74]

4) BS6349-1994: Code of practice for 
design of fendering and mooring 
systems [42]

5) BS6349-1991Code of practice for 
dredging and land reclamation [126]

6) BS6349-1989Design of inshore 
moorings and floating structures [51]

7) BS6349-1991Guide to the design and 
construction of breakwaters [83]

8) BS6349-2007Code of practice for the 
design of Ro-Ro ramps, linkspans and 
walkways[72] 28
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（3）Reliability-based Design of Breakwaters （Dr. Masafumi MIYATA（NILIM）） 

Reliability-based Design of 
Breakwaters

Masafumi MIYATA

Port Facilities Division
National Institute for Land and Infrastructure Management(NILIM)

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism(MLIT)

1

 

Today’s topics
(Part 1)

１．Significance of Reliability-Based Design method?

２．Outline of Reliability-Based Design method?
(Reliability analysis)

(Part 2)

３．Code Calibration for Level 1 RBD method
(partial factor method)

４．Design Example

2

 

１．Significance of Reliability-Based 
Design method?

3

 

Safety Factor method

(Good points)
- Simple
- Backed by past experiences

(Bad points)
- Can’t explain the degree of  safety
- Hard to improve safety factors 

4

 

Safety Factor method

（１）Safety Factor for Sliding of Caisson（OK! in case of Fs >= 1.2）

Uplift Force
150kN

Horizontal Wave Force
500kN Buoyancy

600kN

Self-weight
1800kN

Fs＝

(1800-150-600)

500
×0.6＝1.26≧1.2  O.K

※0.6： friction coefficient between concrete and rubble

(force per 1m allongement)

5

 

Fundamental Question?

1) How is the safety level of a breakwater 
with SF =1.2 ?

2) Which failure mode is closer to the failure,     
sliding failure with SF=1.0

or 
overturning failure with SF=1.0 ?

( Each probability of failure mode is the same?) 

6
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What is Reliability-Based Design method?
(RBD method)

• A design method which takes into consideration 
of failure probability of the structure

• Stability check can be quantitatively assessed 
by failure probability

(Good points)
- Can explain the degree of  safety
- Can continuously improve design 

by reliability theory 
7

 

Rope breaking load（mean value）
Mass of weight（mean value）

（例）
FS＝

１２０
８０

＝

＝ １．５ ＞ １．２ （OK！）

How is the safety level?

Safety Factor method
■Problem

○This rope will break or NOT?
→ checked by empirically determined SF

8

 

9

Realiability-based design method
■Problem

○This rope will break or NOT?
→Probability of rope break << ？？％

■Design variables（random）
・Breaking load of rope (R )
・Mass of weight(S )

※Mean and Standard deviation are given

■Peformance function
Z＝R－S

→Z ≦０： Break
→Z ＞０： Not Break

 

 

 

 

  

  

S(Mass of weight) R(Breaking load) Z (Performance function)

Failure 
zone Safe zone

○Breaking load  : mean：μR＝120, standard deviation：σR ＝20
○Mass of weight： mean: μS＝80,   standard deviation：σS ＝20

Failure probability = Probability of Z (=R –S ) < 0

R: Normal Distribution
S: Normal Distribution

Z(=R-S): Normal Distribution

10

 

■Calculation of Failure probability Pf （=probability. of Z<0)

Φ： Standard Normal Distribution function
-> Cumulative distribution function with mean=0.0 and standard deviation=1.0

 

  

( ) ( )1fp β β= Φ − = −Φ

22
SR

SR

Z

z

σσ

µµ
σ
µβ

+

−
==

Failure 
zone Safe zone

β： Reliability Index
- offset of the mean value of Z 

from the failure zone 

Pf can be calculated from β
(eg. by using standard 
normal distribution table) 

11

 

Reliability index β and failure probability Pf

Failure probability Pf Reliability Index β

10-1 (=10%) 1.29
10-2 (=1%) 2.32

10-3 (=0.1%) 3.09
10-4 (=0.01%) 3.72
10-5 (=0.001%) 4.27
10-6 (=0.0001%) 4.75

* Performance function Z and 
R and S are assumed to be 
normal probability variables.

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

0 1 2 3 4 5
Reliability index

Fa
ilu

re
 p

ro
ba

bi
lit

y

12
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■ CASE1(in case of high quality products)
・mean： μR＝120, μS＝80，standard deviation：σR＝σS＝20

⇒ β≒1.41 ⇒ Pf=0.0793（Failure prob.= 7.9%） (from table)

Calculation of Failure probability Pf

( ) ( )1fp β β= Φ − = −Φ

41.1
2020

)80120(
2222
=

+

−
=

+

−
==

SR

SR

Z

z

σσ

µµ
σ
µβ

■ CASE2(in case of low quality products)
・mean： μR＝120, μS＝80，standard deviation：σR＝σS＝30

⇒ β≒0.94 ⇒ Pf=0.1736（Failure prob.=17.4%） (from table)

94.0
3030

)80120(
2222
=

+

−
=

+

−
==

SR

SR

Z

z

σσ

µµ
σ
µβ

( ) ( )1fp β β= Φ − = −Φ

13

 

■ CASE1(in case of high quality products)

⇒ β≒1.41 ⇒ Pf=0.0793（Failure prob.= 7.9%） (from table)
 

 

 

  

  

S(Mass of weight) R(Breaking load) Z (Performance function)

Failure 
zone Safe zone

 

 

 

  

  

■ CASE2(in case of low quality products)

⇒ β≒0.94 ⇒ Pf=0.1736（Failure prob.=17.4%） (from table)

S(Mass of weight) R(Breaking load) Z (Performance function)

Failure 
zone

Safe zone

 

２．Outline of Reliability-Based Design method?
(Reliability analysis)

15

 
16

Code calibration
(maintain average safety 
level at a safety level of 
existing structures)

Deterministic
•Safety factor

Reliability-based Design
Probabilistic
・Failure probability

- Level3 RBD method
- Level2 RBD method
- Level1 RBD method

Safety Factor Method

simple

Difficult

RBD 
Level

Performance 
criteria Evaluation parameter

Level 3 PfT > Pf Failure probability → required advanced technical knowledge

Level 2 βT > β Reliability index→ required advanced technical knowledge

Level 1
Rd > Sd

（γRRk > γsSk ）

Design Formula※ with Partial Factors→ easy
※Similar to existing design formula 

Relationship between SF method and RBD method

* Actions and resistances are 
deterministically defined

* Probabilities of actions and 
resistances are taken into 
consideration

Many existing 
structures designed 
by SF method

 

Level3 Realiability-based design method 

100

100

50

50

R

S

■Failure probability ← Many sets of rope and weight 
・Pf＝Nubber of rope break case／Number of trial

→ （Check） Pf ＜Allowable Failure probability

Z=R-S=0 → Border

Z=R-S＜0 → Break（Not Safe）

Z=R-S＞0 → Not Break（Safe）R（break load of rope）

S（Mass of 
weight）

fX1X2(x1,x2)

fX1X2(x1,x2)

fX2(x2)

fX1(x1)

x1

X2

X1

µ

µ

0

x2

x1

Z< 0 Z> 0

Z= 0
 

Volumetric Integral of 
hatched-line area 
⇒ Failure probability

17

 

18

100

100

50

50

R

S

■Aapproximate Pf (failure prob.) can be 
derived from analytical method (e.g.  FORM) 

→ （Check）β＜βａ （Allowable)

R（破断荷重）

○Reliability Index β
representives how the failure area is away 

from the safety area (⇒ Failure probability )

Level2 Realiability-based design method

Z=R-S=0 → Border

Z=R-S＜0 → Break（Not Safe）

Z=R-S＞0 → Not Break（Safe）R（break load of rope）

S（Mass of weight）

Failure

Safe
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19

100

100

50

50

R

S

Charactristic value
（Sk，Rk）

Design point（Sd，Rd）※

Rd ＝γR×Rk
Sd ＝γS×Sk

※=Failure point

○Design value = Partial factor（γ） × Charactristic value※
※In this case, charactristic value is set at mean value.

○Z(Performance function) =Rd －Sd ＝γR×Rk－γS×Sk

⇒ （Check） Z＞０ （Safe)

Level１ Realiability-based design method

Z=R-S=0 → Border

Z=R-S＜0 → Break（Not Safe）

Z=R-S＞0 → Not Break（Safe）R（break load of rope）

S（Mass of weight）

Failure

Safe

 

■Safety Factors representive the safety?

F.S.=1.2 F.S.=1.0

Which is safer?

Sliding Bering capacityOverturnig

Wave 
force

Stablility Check for Gravity Type Quaywall

Wave 
force Wave 

force

20

 

Safety Factor and 
Reliability Index β（by Reliability analysis)

滑動安全率 支持力安全率

Failure 
probability

Small

Largeβ
(s

lid
in

g 
fa

ilu
re

)

β
(b

ea
rin

g 
fa

ilu
re

)

Fs (sliding failure) Fs (bearing failure)

■Sliding Failure mode
β≒2～3.5

（Pf≒2.3～0.02％）

■Bearing Capacity Failure  
β≒2.5～8

(Pf≒0.6～7×10-14％）

21

 

Summary (part 1)

■Safety Factor method is reliable and still available
-Simple
-Backed by past experiences

■Reliability-based Design (RBD)
- Leve3, Level2, Level1

■RBD has advantageous
- Stability check can be quantitatively assessed by failure 

probability (accountability for design)
- Can continuously improve design by reliability theory

22

 

３．Code Calibration for Level 1 RBD method

(partial factor method)

23

 

■Lrevel2 RBD to Level1 RBD (partial factor method)
～Procedure for practical use of RBD～

○Choose or develop performance function Z
⇒eg. Existing stability check formula

○ Evaluate target reliability index βT (failure probability Pf_T )
⇒Evaluate the average failure probability of existing 

structures by using reliability analysis (eg. First Order 
Reliability Method (FORM): Level2 RBD)

⇒Sensitivity factor can be calculated for each design 
parameter by FORM

○ Set partial safety factor γXi for each design parameter Xi
⇒ Partial factors are assigned so that characteristic 

values(=past design value) are coincident with failure point   

○Performance verification by Level1 RBD method
⇒If Z(X1, X2,・・Xn）>0:  Failure prob. > target Pf_T OK! 

Xd(design value)＝ γX ×Xk（characteristic value）

Preparation

Practical 
use

24
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Evaluation of failure probability of existing structures

40 existing breakwaters

Target system reliability index βT_sys = 2.38 (Pf_sys = 0.87%)

根固ブロック

港内側

被覆石

基礎捨石

W.L.

港外側

被覆石

根固ブロック

消波
ブロック

上部コンクリート

ケーソン

Set performance functions※ and 
design parameters (random variables)

※Sliding failure, Overturning failure, Bearing capacity failure

Evaluate average system reliability index (failure prob.) 
by reliability analysis (eg. FORM) 

Target 25

 

Note) 
µi/xki : deviation of 
characteristic value 
(mean/characteristic value)

- Design values were used to be 
set with a certain margin. This 
kind of margin is corrected  

σi /µi :Coefficient of variance 

rwl：Ratio of highest water 
level ever recorded and mean 
monthly-highest water level

Design parameters
µi/xki σi /µi

Wave force (PH,PU)
Offshore wave height 1.00 0.10 

Wave deformation calculation
shallow slope 0.97 0.04 
steep slope 1.06 0.08 

Deformation after breaker 0.87 0.10 
Calculation of wave force

Caisson type 0.91 0.19 
Caisson type covered with 

wave-dissipating concrete blocks 0.84 0.12 

Tidal range
gwl=1.5 1.00 0.20 
gwl=2.0,2.5 1.00 0.40 

Coefficient of friction 1.06 0.15 
Unit weight

Rein forced concrete 0.98 0.02 
Concrete 1.02 0.02 
Sand 1.02 0.04 
Foundation ground 1.00 0.03 

Strength parameters of the 
ground (c', tanf') 1.00 0.10 

 

Determination of partial factor

1 i i
i i T

i kix
σ µ

γ α β
µ

 
= − 
 

αi: Sensitivity coefficient of ith parameter
βt: Target reliability index
µi: Mean value of ith parameter
σi: Standard deviation of ith parameter
xki: Characteristic value of ith parameter

27

 

○Magnitude of ｜αi｜

→ ｜αi｜is large:  ith parameter has a great effect on reliability  index
→ ｜αi｜is small:  ith parameter has a low effect on reliability  index

Note: square sum of ｜αi｜ = 1.0 in case of no-correlation between any 
design variables

○Plus and minus of αi
→ Plus:  increment of ith parameter results in increase of reliability 

index( i.e., failure probability becomes smaller) 
→ Minus:  increment of ith parameter results in increase of reliability 

index( i.e., failure probability becomes larger) 

Sensitivity coefficient (α) 

28

 

Target system failure probability P fT

γ α µ/xk µ/σ
γf Coefficient of friction 0.79 0.689 1.060 0.150

steep slope 1.04 0.740 0.239
shallow slope 1.17 0.825 0.251
rwl=1.5 1.03 1.000 0.200
rwl=2.0,2.5 1.06 1.000 0.400
H.H.W.L. 1 - -

γWRC Unit weight of RC 0.98 0.030 0.980 0.020
γWNC Unit weight of NC 1.02 0.025 1.020 0.020
γWSAND Unit weight of sand 1.01 0.150 1.020 0.040

Sliding

-0.704

-0.059

Target system reliability index βT

Target reliability used for partial factor βT'

γPH,γPU

γwl

Standard partial factor (Transient situation for wave)
2.38

8.7 X 10 -3

2.40

Partial factors used in TSPHF

Partial factors for design

Coefficient of variance

deviation of 
characteristic value

1 i i
i i T

i kix
σ µ

γ α β
µ

 
= − 
 

Partial factor

Sensitivity Target reliability index

Coefficient of variance (V)

Deviation of characteristic value

Sensitivity 29

 

４．Design Example

30
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Safety Factor method

（１）Safety Factor for Sliding of Caisson（OK! in case of Fs >= 1.2）

Uplift Force
150kN

Horizontal Wave Force
500kN Buoyancy

600kN

Self-weight
1800kN

Fs＝

(1800-150-600)

500
×0.6＝1.26≧1.2  O.K

※0.6： friction coefficient between concrete and rubble

(force per 1m allongement)

31

 

1. Calculation of design values
①Design value of  weight

Bd=γB×Bk＝ 1.03 X 600 = 618kN/m

③Design values of Horizontal wave force and uplift
Pd=γP×Pk＝ 1.04 X 500 = 520kN/m
Ud=γU×Uk＝ 1.04 X 150 = 156kN/m

Parts Weight (kN/m)
(Characteristic value)

Partial 
factor

Weight (kN/m)
(Design value)

Caisson 342.0 0.98 335.2 
Concrete cap 61.2 1.02 62.4 

Sand 1056.6 1.01 1067.2 
Concrete crown 340.2 1.02 347.0 

Total Wk=1800.0 Wd=γ×Wk=1811.8 

②Design value of buoyancy

④Design value of frictional coefficient
μd=γμ×μk＝ 0.79 X 0.6 = 0.474 32

 

Uplift Force
Uk=150kN

Horizontal Wave Force
Pk =500kN Buoyancy

Bk=600kN

Self-weight
W’k=1800kN

(force per 1m allongement)

Z = μd×(W’d - Ud - Bd) – Pd

=  γμ×μk×(γW×W’k - γW×Uk - γB×Bk) - γP×Pk

= 0.474×(1811.8–156 –618) –520 = 491.9 -520 = -28.1  NG!   

2. Verification by performance function

Repeat the process till Z becomes greater than zero 
Verifying Z>0, the designer can attain a breakwater design 
with 8.7X10-3 of system failure possibility 33

 

Variance of system reliability index -
combination of three mode of failure 
such as sliding ,turnover, and loss of 
bearing capacity- is minimized

Safety factor
1.2

Wave force

Cost depends on a case-by-
case basis

Wave force

Reliability-based design 
method is more rational.

System 
failure 

probability
8.7x10-3

Effect of introduction of Reliability-Based Design
Fr

eq
ue

nc
y 

(N
um

be
r o

f s
tru

ct
ur

es
) SF method

Danger 
side

RBD method

Safe 
sideSystem Reliability Index

Danger 
side

Average safety level
β＝2.38
Pf = 0.87%

34

 

35

Former TSPH
(Notification)

Examination of stability against sliding 
shall be made using following equation. 
In this examination, an appropriate 
safety factor shall be used. 

Fs: Safety factor against sliding of the upright 
section

f: friction coefficient between the upright 
section and rubble mound foundation

Wi: total weight of the upright section
PB: buoyancy  acting on the upright section in 

still water
PU: uplift force acting on the upright section
PH:  horizontal wave force acting on the 

upright section

New TSPH
(Notification)

The risk of the instability of breakwater 
under transient design situation on 
wave action shall be under the limit 
value.

(Commentary)

It should be standard for the limit of the 
risk of instability  to be system failure 
probability of 8.7X10-3.

Ｆｓ≦
μ Ｗ０－Ｕ

Ｐ

(Guideline)

γ: partial factor
k (suffix): characteristic value ,
d (suffix): design value

( )
i U Hf k W ik Bd P Uk P Hk

i
f W P P Pγ γ γ γ− − ≥∑

(Commentary)
It should be standard for safety against 
sliding to be 1.2 or greater for wave actions. 

(Ex: verification of the sliding stability of a gravity type of breakwater)
Difference in statements between former and new TSPH

35

 

Summary (part 2)
■Lelev1 RBD method (Partial factor method) is applied
★- Code calibration (average safety level of existing structures)

- Partial factors and Sensitivity coefficient
- Design a structure with a certain failure probability 

with easy design calculations 
- Variation in safety level of design can be minimized
- Strengthen accountability for design results
- Can continuously improve design by reliability theory
- Harmonized with ISO2394(General principals for structural reliability)

36
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■Average cross-sectional shape of breakwaters by partial factor 
method becomes almost same as that by safety factor method 

■New TSPF design method can be applied anywhere in the 
world, especially for countries where the former TSPH have 
been applied 

Thank you !
37
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（4）Construction management and inspection techniques for breakwaters（Mr．Hideki KUDOH（NILIM）） 

Construction management and 
inspection techniques for breakwaters

Hideki KUDOH

Port Construction System Division
National Institute for Land and Infrastructure Management(NILIM)

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism(MLIT)

1

 

Standards for Construction Works of Port Facilities

1.  Standard Specifications for Port and Harbor 
Construction Works

・Quality control standards
・As-built control standards
・Photograph management criteria

2. Guideline for Supervision and Inspections of 
Construction Works

3. Practice Standards for  Evaluation on 
Construction Works

4. Practice Standards for  Evaluation on 
Difficulty Level of  Construction Works 2

 

Standard Specifications for Port and Harbor Construction Works
Contents

1. Standard Specifications （main part）
2. Quality control standards
3. As-built  control standards
4. Photograph management criteria 
5, Documentation templates
Accompanying materials

Part1 Common Provisions
Chapter 1 General rules

Section 1 General rules
Section 2 Construction management

1-2-1 Scope
1-2-2 Management of the construction site
1-2-3 Chief engineer (supervising engineer)
1-2-4 Divers for construction
1-2-5 Supervisor of a fleet of floating cranes
1-2-6 Management of work schedule
1-2-7 Quality management
1-2-8 As-built management
1-2-9 Photograph management
1-2-10 Environmental conservation
1-2-11 Construction by-products
1-2-12 Originality and Ingenuity
1-2-13 Survey and research

Section 3 Safety management
Chapter 2 Materials
Chapter 3 Common temporary structure works
Chapter 4 Plain concrete and reinforced concrete
Chapter 5 Implementation of general works

Part2 Port and Harbour
Part3 Coast

3

 

Quality control standards

Contents

Soil
Stones, etc.
Gravel, crushed stone 
Wood
Steel
Cement and admixtures
Cement concrete products
Bituminous materials
Sodding, trees, etc.
Joint materials
Corrosion control materials
Fenders
Mooring posts
Curbing, edge pieces
Mats
Concrete
Asphalt concrete
Others

4

2-1 Sand
category item content method

1)spread sand      
2)improvement sand   
3)replacement sand

material

aspect observation

kind, quality and grain size JIS A 1102,JIS A 1204

fine content special specicifications

4)filling sand material

kind observation
aspect observation
max grain size observation
unit weight observation

5)loading sand material

aspect observation

kind, quality and grain size JIS A 1102 ,JIS A 1204

unit weight special specifications

2-2 gravel
category item content method

1)aggregate material

aspect observation

grain size JIS A 1102,JIS A 1204

density JIS A 1110
suction content JIS A 1110

2-3 stone
category item content method

1)stone material

aspect observation
kind observation
density JIS A 5006
out of reguration size observation

 

Contents
1. Common works
1-1 Consolidation and drainage
1-2 Compaction
1-3 Chemical stabilization
1-4 Scouring prevention work 
1-5 Filling work 
1-6 Lid concrete work 
1-7 Lid block work 
1-8 Steel sheet pile work 
1-9 Anchorage
1-10 Steel pile work
1-11 Concrete pile work 
1-12 Corrosion control work 
1-13 Concrete pavement work 
1-14 Asphalt pavement work 
1-15 Planting work 

2. Soil dumping
3. Marine ground improvement
3-1 Dredged muck haulage and 

unloading 
3-2 Replacement 
3-3 Consolidation and drainage 
3-4 Compaction 
3-5 Chemical stabilization

As-built control standards
4. Foundation work
4-1 Sand filling for foundation
4-2 Scouring prevention work
4-3 Riprap work for foundation
4-4 Bloch  placement work

5. Main structure work (caisson)
6. Main structure work (block)
7. Main structure work (in-situ placement) 
8. Main structure work (riprap work) 
9. Main structure work (steel sheet pile) 
10. Main structure work (concrete sheet pile) 
11. Main structure work (steel pile) 
12. Main structure work (concrete pile) 
13. Covering and foot protection work
14. Superstructure work
15. Auxiliary work
16. Wave-dissipating block
17. Backfill and soil filling
18. Ground improvement
19. Earthwork
20 .Pavement work
21. Maintenance and repair
22. Removals of structure
23. Temporary structure work
24. Miscellaneous work
25. Dredging
26. Reclamation

5

As-built control drawing for foundation

4-3 Riprap work for foundation

work item method measurement
(interval)

1.riprap
(without 
leveling)

top heighit echo sounder, lead 
or level less than 10m

slope echo sounder, lead 
or level 3 points within 10m

width of top steel tape, rope etc. less than 10m

length steel tape, rope etc. on alignment

2.leveling

top heighit level or special 
specification less than 10m

width of top steel tape, rope etc. less than 10m

length steel tape, rope etc. on alignment

3. preliminary 
leveling

top heighit echo sounder, lead 
or level less than 10m

slope echo sounder, lead 
or level 3 points within 10m

width of top steel tape, rope etc. less than 10m

length steel tape, rope etc. on alignment

 

Photograph management criteria

6

work category item taking criteria remarksplace timing

1)ballast construction control dumping ballast situation of dumping ballast occasion of dumping to confirm materials and method of 
dumping ballast

2)water stop plate construction control water stop plate situation of plate occasion of launching to confirm setting cap
3)cap construction control cap(including nets) situation of cap occasion of launching to confirm setting cap

4)launching

construction control launching launching method occasion of launching to confirm method such as slope, dry 
dock, floating dock, hoissting 

launching equipment occasion of launching to confirm equipments

situation of launcing occasion of launching to confirm water leak and its 
countermesures in case of water leak 

surfacing situation of surfacing or hoisting occasion of launching or 
hoisting to confirm planned draft

5)temporary 
installation

construction control working vessels, 
equipments

crane vessel, generator, pump 
etc. occasion of setting to confirm using vessels and equipments

(sinking) works situation of sinking occasion of installation to confirm sinking work(including 
pouring water)

(mooring) works situation of mooring occasion of installation to confirm mooring work

work progress control completion completion of sinking occasion of completion, by 
each caissons to confirm completion of sinking

(mooring) completion completion of mooring occasion of completion, by 
each caissons to confirm completion of mooring 

6)towing construction control

cap completion of work occasion of completion, by 
each caissons

working vessels vessels at start of towing to confirm the marking objects
rope situation of setting at start of towing to confirm towing rope
towing position of towing occasion of towing to confirm position of towing caisson

call at port and refuge situation of these works by each caissons to confirm mooring situation in case of 
call at port

work progress control completion of towing completion of wok occation of completion to confirm completion of towing

7)installation

construction control

working vessels, 
equipments

crane vessel, generator, pump 
etc. occasion of working to confirm using vessels and equipments

installation work situation of installation occasion of installation, by 
each caissons to confirm installation work

installing position confirmation of front side or 
back side

occasion of installation, by 
each caissons

to apply this item in case of 
asymmetrical caisson

work progress control

inspection of work 
progress controll situation of completion occatsion of completion to confirm completion of installation

joint situation of completion occatsion of completion to taka a picture of typical part
alignment situation of completion occatsion of completion to confirm alignment of the facility

2. caisson launching and installation work
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Construction plan documents

(1) Overview of the construction project
(2) Plan schedule chart
(3) Construction site organization chart
(4) Main floating machines
(5) Main materials
(6) Construction method
(7) Construction management
(8) Safety management
(9) System and response for emergency situations
(10) Environmental measures
(11) Maintenance of construction site work environment
(12) Promotion of the utilization of recyclable resources and 

appropriate treatment method for construction by-products
(13) Other

The Contractor shall, prior to the commencement of work, submit
to the supervising staff the construction plan documents that 
describe the procedures and the construction method, etc. that are 
necessary to complete the contractual objects. 

7

 

Guideline for in-house young 
engineers with a need 
for better understanding 
on port construction procedures

- All kinds of port construction works included
- User-friendly guideline with easily 
understandable pictures

8

 

Wave-dissipating
block work

Superstructure 
work

Covering and foot 
protection work

Sand filling and covering 
concrete works

ｹｰｿﾝ進水据付工

Fabrication 
work of caisson

Foundation 
work

Marine soil 
improvement

Preparation 
works

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作
被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作

支保･鉄筋
型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ

中詰材投入
中詰材均し
蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｹｰｿﾝ進水仮置
回航・えい航
ケーソン据付

ケーソン製作
(FD･陸上･ﾄﾞｯｸ)

捨石投入
捨石本均し
捨石荒均し

SCP工SD工
床掘･置換工
深層混合処理工

事前測量･磁気探査
汚濁防止膜設置等

消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 消波ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付

根固ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付
被覆石投入
被覆石均し
被覆ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付

Construction
work flow

Construction procedure for breakwaters

Wave-dissipating 
block

Superstructure concrete

covering concrete

Foot protection block

Amour rocks

Rubble

Caisson
Sand 
filling

Pre-survey work 
magnetic survey 

Soil improvement work
eg.  sand compaction pile

Filling rubble rocks
Leveling of foundation

Fabrication of 
caisson

Lunching, towing and
Installation of caisson

Filling sand
Leveling of sand
Covering concrete

Fabrication of foot 
protection block and 
covering amour block 

Installation of foot 
protection block and 
covering amour block 

Concrete form work
Concrete placing

Fabrication of Wave-
dissipating block

Instaltion of Wave-
dissipating block 9

 

Foundation work

本均し完成

Leveling work: ±5cm

Final leveling of foundation

Inspection of rubble Rubble filling with barge

Setting target

Barge

10

 

Launching, towing and installation of caisson

Towing of caisson

TugboatCaisson Guard boat Caisson

Towing 
rope

Installation of caisson
(winch method)

Tugboat

Anchorage block

Tugboat

Crane barge
Crane barge

Installation of caisson
by crane barge

Caisson

 

Sand filling and covering concrete work

Concrete placing of 
covering concrete

Cement mixer vehicle

Concrete 
pumping vehicle

Existing caisson

Filling sand

Leveling of sand

Concrete placing of 
covering concrete
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Covering and foot protection work

Expert diver

Leveling work

Diver boat

Target string

Rubble placement work by divers
(covering work)

Leveling work by diver

Installation of foot 
protection block

Foot protection block

Crane barge

Diver boat

Installation of foot 
protection block

 

Superstructure work
Concrete form shoring Concrete form work Concrete placing

Concrete placing by concrete pump barge

Concrete placing by crane barge

Concrete placing by cement mixer vehicle

14

 

Wave-dissipating block work
Loading block on trailer Loading block on crane barge

Diver boat
Crane barge

Installation of block

Diver

Crane barge

Wave dissipating 
block

15

 

Summary
- Introduced structure of documentations relating to the port 

construction management and inspections in Japan
- Also introduced an example of breakwater construction

Quality control standards
As-built control standards
Photograph management criteria
Construction plan documents

- Guideline for in-house young engineers
- These documentations will help you make-up a new 

national technical standards for breakwater in Vietnam, 
especially in case of caisson type breakwaters

Thank you very much!
16

 

Reference materials

Only in Japanese
Time-up

Very sorry!

17

 

●請負工事監督・検査事務処理要領
●請負工事成績評定要領
●監督指針・請負工事技術検査要領

●安全ﾏﾆｭｱﾙ等

工事の出来高を対象として実地で行うものとし、
契約図書等に基づき、工事の実施状況、出来形、
品質及び出来栄え等について適否の判定を行う。
また、技術的な観点から施工途中及び完成時の確
認及び評価の実施。

工事監督・検査

18

 
 



 国総研資料 No.769  

- 109 - 

 

（通則）

工事の請負契約の適正な執行を確保するため必要な監督及び請負者の給

付の完了の確認をするため必要な検査の実施に関する事務について、会計

法、予算決算及び会計令、契約事務取扱規則、国土交通省会計事務取扱規

則の法令等に定めがあるもののほか、この要領に定める。

（監督職員の担当業務等）

工事請負契約書に基づく契約担当官等の権限のうち契約担当官等が必要と認めて
監督職員に委任したもの。

・ 請負者に対する指示、承諾又は協議

・工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験・検査

（検査職員の任命・検査業務）

• 契約担当官は、工事の請負契約ごと検査職員を任命する。

• 検査職員は、検査結果を請負者へ通知するとともに、契約担当官等に報告する。

• 検査職員は、検査結果、給付が契約内容に適合しないと認めたときは、検査調書

に手直し等の必要な意見を記載するとともに、必要に応じて具体的内容及び請負
者に対して指示した事項等を記載した調書を契約担当官等に提出する。

請負工事監督・検査事務処理要領

19

 

（目的）

「請負工事成績評定要領」の工事成績の評定に関する事項を定めによ
り、請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術
水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育
成を図ることを目的とする。

（評価の方法）

• 評定者は、総括技術評価職員及び主任技術評価職員並びに技術
検査職員とする

• 工事成績の採点は、「工事成績採点表」により行い評定結果は、「工
事成績評定表」に記録する。

工事成績評定実施基準

20

 

（目的）

「請負工事成績評定要領」の工事の技術的難易度の評価に関する事
項を定めることにより、請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し
工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な
選定及び指導育成を図る。

（評価の方法）

• 評価者は、発注時は事務所長、完成時は総括技術評価職員が行う。

• 完成時の評価は、工事施工において確認した事項に基づき的確か
つ公正に実施し、「工事技術的難易度評価表」に記録する。

工事技術的難易度評価実施基準

21
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（5）Rehabilitation technologies for RC members in Japan（Mr．Hideo MATSUMOTO（KRDB）） 

Rehabilitation technologies for 
RC members in Japan

MATSUMOTO HIDEO
Director General, Shimonoseki Research and Engineering 

Office for Port and Airport, Kyushu Regional 
Development Bureau, MLIT

1

 

• Open type wharf
• Open type wharfs have been designed with 

steel pipe piles as lower structure and cast-in-
place RC as upper structure.

• Recent years, deterioration of upper structure 
reported in various ports.

What’s Problem ?(1/2)

2

 

• Caisson breakwater covered with wave-
dissipating concrete blocks
• Caisson breakwater covered with wave-

dissipating concrete blocks have been designed 
to be focused on reduction wave force acting 
on caissons and reflection wave height.

• Recent years, holes at side wall of caisson 
have reported several ports.

• With the inspection and research, holes are 
caused by dissipating blocks.

What’s problems ?(2/2)

3

 

Open type wharf

Sea ward Land side

Steel Pipe Pile

Typical open type wharf

Coating Protection

Upper structure made by cast-in-place RC

4

 

• Pictures are shown 
Typical deterioration 
lower Side of upper 
structure of Wharfs.

• Deterioration is caused 
by corrosion of 
reinforcing bar and 
fallen down covering 
concrete of members.

How deteriorating?

5

 

1. The salt in the sea water is adheres on the 
surface of RC members.

2. Chloride ion in the salt is intrude into concrete, 
and concentrated around reinforcing bar.

3. Chloride ion attack and destroy Chemical layer 
which is protect steel from corrosion.

4. Reinforcing bar begin to rust and increasing its 
volume and make fallen down covering.

5. Finally, covering concrete is fallen down.

Mechanism of deteriorations

6
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• The Rehabilitation Method have to be selected 
appropriately, understanding mechanism of salt 
injury and situation of members.

• Therefore, Inspection on Site and Evaluation is 
very important.

How rehabilitating ?

7

 

Degree of 
deterioration

Typical methods Expected effect

D (Low) Coating surface Cut of Chloride ion 
increase in concrete

C
(Medium Low)

D plus
Cathodic protection

Slowing down of 
corrosion progress

B
(Medium High)

C plus
Repair of covering

Removal of chloride 
ion in concrete

A (High) B plus
Increasing Thickness
Reinforced by FRP

Recovering loading 
capacity of member

Typical rehabilitation method

 

• Coating is consisted  from 6 sub-works, 
preparation, crack injection, primer, putty, main 
material, and final coating

• There are many materials in primer, putty, main 
material, and final coating.

• So, materials is selected appropriately by  
characteristics and purpose.

–Characteristics to be considered are flexibility, 
water proof and weather resistance.

Coating surface(1/2) 

9

 

Coating surface(2/2) 

Crack injection

Final coating10

 

Cathodic protection(1/4)
• Cathodic protection is divided two method by 

power supply method, outer power supply and 
anode. 

• Outer power supply can change current 
regulation but have to be power supply 
equipment. And anode is opposite to outer 
supply.

11

 

Cathodic protection(2/4)

• Cathodic protection consisted from 8 sub-works, 
preparation, chipping covering, conduction test, 
setting up monitoring equipment, setting up 
anode, repair of covering and setting up current 
density.

12
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Cathodic protection(3/4)

Chipping covering

Conduction test13
 

Cathodic protection(4/4)

Setting up anode and repair covering14
 

Repair of covering(1/3)

• Repair of covering is consisted from 5 sub-
works, chipping covering, concrete surface 
preparation, primer, repair of covering by 
mortar and care of concrete.

• In concrete surface preparation, if dust and/or 
grain had remained, it is influence to binding 
between concrete and mortar. So it should be 
careful to remove dust and/or grain. 

15

 

Repair of covering(2/3)

Removal covering

Setting scaffold

16
 

Repair of covering(3/3)

Grouting mortar

Spraying mortar17

 

Reinforced by FRP(1/2) 

• Reinforced by FRP(Fiber glass Reinforced 
Plastics) has following merits, relatively easy to 
execute and relatively low dead load increase. At 
the same time, it has following demerits, large 
unevenness of binding performance and 
concrete can be not to inspect visually.

• Reinforced by FRP is consisted from 2 sub-
works, setting FRP sheet and filling binding 
material between FRP sheet and member.

18
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Reinforced by FRP(2/2) 

Setting FRP sheet

Reinforced beam and slab

 

Typical caisson breakwater covered with wave-
dissipating concrete blocks

Rubble mound

Caisson

HWL

Land sideSea ward

Wave dissipating 
concrete blocks

Caisson

Sea ward Land side

Side wall which have holes 

Caisson breakwater covered with 
wave-dissipating concrete blocks

20

 

Situation of hole in side wall

• Right pictures show 
caisson breakwater 
covered with wave-
dissipating concrete 
blocks having hole in 
its side wall.

• Lower picture shows 
that there is a leg of 
wave-dissipating 
concrete block in hole.

Caisson and wave-
dissipating concrete blocks

Hole in side wall of caisson

 

Mechanism of making holes  

• Wave-dissipating concrete blocks are usually 
setting randomly to keep some vacant space in 
blocks and make to dissipate wave effectively.

• But in some case, engagement between blocks is 
not enough, so blocks move as acting on wave 
force, and some legs of blocks are knocked side 
wall of caisson.

• Times of knock are increased, damage of side 
wall is larger. Finally “hole” is made in side wall. 

22

 

How rehabilitating(2/2)

• If holes are remained, sand fill is flawed out 
with tidal or wave currents.

• After then, caisson breakwater can’t maintain 
performance for stability. Because of the lack of 
self-weight(dead load).

• There are two methods Rehabilitating side wall, 
outer concrete form method and concrete bag 
method. The criterion of application of methods 
are location of holes and removability of wave-
dissipating concrete blocks.

23

 

Typical rehabilitating methods

Outer concrete 
form method

Concrete bag 
method

Removal of upper 
structure

Holes to inject 
concrete

At least φ2m

Removal of wave-
Dissipating concrete 
blocks

Necessity to level
of holes

Not necessity

Safety Relatively high Relatively low

Superiority Level of holes is 
upper

Level of holes is 
lower
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Outer concrete form method(1/2)

• Outer concrete form method is consist from 8 
sub-works, removal wave-dissipating concrete 
blocks, setting scaffold, cleaning caisson, 
setting concrete form by anchor bolt on hole in 
side wall, drilling upper structure and injection  
concrete in caisson, care of concrete, removal 
concrete form and scaffold and setting wave-
dissipating concrete blocks.

25

 

Outer concrete form method(2/2)

Image of outer concrete form method

Outer concrete form

Injected concreteHole in side wall

26

 

Concrete bag method(1/2)

• Concrete bag method is consist from 8 sub-
works, drilling upper structure, setting concrete 
bag in caisson and fixed by anchor, injection 
concrete in bag, injection concrete in caisson 
and repair upper structure.

27

 

Concrete bag method(2/2)

concrete bag Concrete bag

Upper 
structure

Hole in side wall 

 

Preventive maintenance

• Rehabilitating are full of cares works.

• Therefore and life time extension, preventive 
maintenance is required.

• From the viewpoint of material, 

• Using reinforced bar coated by epoxy resin or 
stainless steel reinforced bar for corrosion

• Using short fiber concrete for side wall to 
improve resistibility for block’s “knock” 

29
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付録 D．「ベトナム港湾基準策定に関する日越合同セミナー（2013年 7月）」講演資料 

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

- 116 - 



国総研資料 No.769 
 

- 117 - 

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

- 118 - 



国総研資料 No.769 
 

- 119 - 

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

- 120 - 

 



国総研資料 No.769 
 

- 121 - 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

- 122 - 

 



国総研資料 No.769 
 

- 123 - 

（１）Internationalization of Japanese technical standards for port facilities (Mr．Takumi HARADA（MLIT）) 
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（2）Joint project on development of technical standards for port facilities （Dr．Masafumi MIYATA

（NILIM）） 
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（3）Outline of  Standards of Port & Harbor Facilities in Japan （Dr．Osamu KIYOMIYA（Waseda Univ.）） 
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（4）History and Future Efforts ofJapanese Technical Assistance for Developing Countries 

（Dr．Tatsuhiko IKEDA（Yokohama National Univ.）） 
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（5）PRESENT CONDITIONS & PLANS ON RE-STRUCTURING & DEVELOPMENT OF VIETNAM TECHNICAL STANDARDS ON 

TRANSPORT INFRASTRUTURE （Dr．Duong Thi Khue Anh（MOT）） 
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（6）THE TECHNICAL STANDARDS FOR PORT AND HARBOUR FACILITIES （Dr．Nguyen Minh Quy（TEDIPORT）） 
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（7）What is the key aspect for execution of Infrastructure development projects under ODA scheme 

（Dr．Shunji KUSAYANAGI（Kochi Technology Univ.）） 
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（8）Agreement of Cooperation with Overseas Civil Engineering institutions and International Sections 

（Mr．Hiroyuki YANAGAWA（JSCE）） 
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（9）English and Vietnamese Translation of Japanese Technical Standards for Port and Harbour Facilities 

（Mr．Tatsuyuki SHISHIDO（OCDI）） 

  

  

  

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

- 168 - 

 

  

  

  

 



国総研資料 No.769 
 

- 169 - 

 

  

  

  

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

- 170 - 

 

  

  

  

 



国総研資料 No.769 
 

- 171 - 

 

  

  

  

 



港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 
宮田正史・中野敏彦・原田卓三・山本康太・浅井茂樹 

- 172 - 

（10）Guidelines on Strategic Maintenance for Port Structures （Dr．Ema KATO（PARI）） 
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（11）English Translation of Japan’s Standard Specifications for Port and Harbor Works 

(Mr．Hisao OUCHI（SCOPE）) 
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