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東アジアの実質ＧＤＰ予測�

注）・各国のパーセントは東アジア全体の実質ＧＤＰに占めるシェアを示す。�
　　・各国毎の円の面積比はその実質ＧＤＰの大きさに比例している。�
資料）日本経済研究センター資料をもとに運輸省港湾局作成�

� 将来のみなとづくりへのアプローチ

１ 海を活かす次世代港湾の構想

グローバリゼーションと IT化の高波の中で、人口減少が始まる→コラム�という

今後の我が国の社会経済の姿を、超長期に亘って具体的に描くことは困難である。

しかし、人口減少に伴う労働力不足や世界的な資源及び環境の逼迫等の制約条件

の強まり、アジアの経済発展等による我が国経済力の相対的地位の変化やアジア

と我が国とのつながりの緊密化、暮らしの充実を希求する国民意識の一層の高ま

り等が進むことは相当な確度で想定できる。また、こうした中で、ITに代表さ

れる様々な技術革新が、周辺環境の諸変化に対応しつつ、社会経済に新しい可能

性を拓いていく姿が想定される。

こうした環境変化が進むにしても、日本が島嶼国である限り、２１世紀も海を活

かす港湾の役割は変わらないと考えられ、この役割に即し、上記諸変化や進み行

く技術革新から想定される将来のみなと、即ち次世代港湾の構想を概略次のよう

にイメージする（別紙２：「未来へ踏み出すみなとづくり」参照）。

なお、これら諸構想は、港湾に留まらず、取り組みの重要性を高めている沿岸

域の総合的な利用と保全に新たな可能性を与えるものと考えられる。
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資料）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口（平成９年１月推計）」、総務庁「国勢調査」、�
　　　鬼頭宏「日本二千年の人口史」PHP研究所（1983年）、森田優三「人口増加の分析」日本評論社（1994年）、�
　　古田隆彦「人口波動で未来を読む」日本経済新聞社（1996年）をもとに運輸省港湾局作成�

日本の総人口の推移と予測�

（昭和末期）� 12000

6000（大正末期）�

コラム� 人口の減少と高齢化が進む日本社会

我が国の総人口は江戸末期からの１５０年間で３，０００万人から１億２，０００万人

へと４倍に急増しましたが、今後は人口減少社会が到来すると見られ、近代

以降経験のない右肩上がりが前提とならない社会が出現しようとしています。

現在の低い出生率が続くとすると、１００年後には現在の概ね半数にまで人口

が減少するといわれています。また、２０００年では我が国の約５人に１人が６５

歳以上ですが、２０５０年には約３人に１人の割合にまで高齢化が進み、こうし

た高齢化の現象は大都市圏ほど顕著であるとの予測があります。

� 海路を活かした次世代の交通を担う港湾の構想

地球規模での社会経済活動の一体化が進む一方で、環境と調和した持続的発展

を求めることによって、エネルギー効率が高く環境負荷の小さい船舶交通が、人

流・物流の両面で大きな役割を演じる社会を描くことができる。こうした社会で

は、海路を活かした交通システムの中核となる港湾の姿が展望され、これから想

定される次世代港湾の構想として以下のものが提示できる。

�ITが牽引する地球の一体化の帰結として進む諸活動の２４時間化や、人の手を

介さない全自動化の動きと連動し、IT装備により徹底的に省力化、高速化、

自動化された２４時間３６５日稼働する、物資の輸送システムの中核となる港湾［イ
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ンテリジェント・ポート（高度情報装備港湾）］

�国内外に張りめぐらされた情報ネットワークにより結ばれ、市況の変動に応じ

て、また広域災害等の緊急時に、ユーザーによって適宜選択されたり、相互の

補完利用が行われる一群の港湾［フレキシブル・ポート（相互補完港湾）］

�台風等の異常気象時等での海路の途絶が極少化され、海路がそれを使う船に安

定的に信頼感をもって利用される港湾［ストームフリー・ポート（全天候港

湾）］

�超大型の国際コンテナ船と高速の国内外フィーダー船が連結し、迅速な入出港

や積み替えのサービスを提供するとともにグローバルな関連産業が展開する、

外洋に築かれる港湾［インダストリー・ハブポート（産業支援・大規模ハブ港

湾）］

�東アジアと日本各地が高速フェリー等で国内並に結ばれ、これら地域が一体化

する拠点として機能する港湾［アジアン・ポート（東アジア一体交流港湾）］

�船内で加工、仕分け等を行うファクトリー船、多様な機能を備えた海洋資源の

探査・研究船、大陸鉄道との一貫輸送を行う国際コンテナ航送船、新たな輸送

ルートとなる北極海航路を拓く砕氷型貨物船等新しいタイプの船の母港となる

港湾［スーパーシップ・マザーポート（革新船母港）］

�河川・運河等を使い、通勤通学等市民の足や都市内の物資輸送に水上交通が多

面的に利用される、都市の骨格を形成する港湾［アクアシティ・ポート（水上

都市港湾）］

	情報装備された国際クルーズ船やヨット等でビジネス活動を行いながら、各地

を回遊する等、船を活かした新しいライフスタイルを展開する人々が利用する

港湾［シーウォーカー・ポート（回遊民の港湾）］

� 海の資質を活かした次世代の暮らしや産業が営まれる港湾の構想

各種資源の枯渇や自然と融和した暮らしを望む人々の拡大により、我が国固有

の資源、居住地に身近にある自然としての海の活用が、飛躍的に進む社会を描く

ことができる。こうした社会では、各種資源の宝庫である海、人々にやすらぎや

癒しを与える海等、海の資質を暮らしや産業に活かす場となる港湾の姿が展望さ

れ、これから想定される次世代港湾の構想として以下のものが提示できる。

�物流、産業、防災等の所要機能を確保する構造物が、人々の目に触れないよう

工夫され、居住者や来訪者が、ありのままの海に接することができる港湾［ス

トラクチャーフリー・ポート（海と親和する港湾）］

�魚類をはじめとして海に豊かな生態系が回復し、清澄な青い海の下で国民の諸

活動に海の恵みを享受できる港湾［ネイチャーリバイバル・ポート（豊かな海

の港湾）］
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�水産物を味わうだけでなく、波の音、潮の香り、海風や海水との触れ合い、水

平線に浮かぶ朝日や夕日、美しい景観等人間の五感と海の自然が溶け合うこと

によるヒーリング効果を体感でき、また、港湾や海洋の歴史文化等を学んだり、

海のもつ偉大なエネルギーを体感することのできる港湾［ヒーリング・ポート

（五感の港湾）］

�波動的・一時的な需要の発生時や災害時において、多機能化した浮体構造物を

活用した臨時・緊急的な利用ができる港湾［モバイル・ポート（移動可能港

湾）］

�遊休化した臨海工業地帯に自然が復元され、水と緑に囲まれた便利で快適な都

心近接の住宅地、２４時間活動する国際オフィス街といった都市再生の核として

利用される港湾［アーバンリノベーション・ポート（都市改造港湾）］

�風力、波力、太陽光等の自然エネルギー、次世代エネルギーとして期待される

水素エネルギー等を海辺あるいは海から抽出・供給するエネルギーの供給拠点、

及び、海底資源の発掘・利用、海水中からの有用資源の回収・利用、CO２の回

収・海底貯留等海洋資源の開発利用の基地となる港湾［オーシャンリソース・

ベースポート（海洋資源開発基地港湾）］

�国際ネットワークの下でのリサイクル産業、国際商流・物流等の流通産業、国

際コンベンション、国際協調下での先進的技術開発等国際レベルの先進的産業

拠点となる港湾［グローバルインダストリー・ポート（国際先進産業立地港

湾）］

２ 次世代港湾実現へのアプローチ

１でイメージした次世代港湾の構想は、既にその実現への動きが具体化しつつ

あるものから、実現への道筋が明確には描かれていないものまで様々である。ま

た、技術的課題をはじめそれぞれが内包する課題も、直ちに取り組めるものから

基礎情報の把握から着手すべきものまで様々である。共通することは、港湾分野

のみでの対応には限界があり、他分野、他機関との連携・協力が必要不可欠とい

うことである。

したがって、次世代港湾実現のためには、関係者の理解と協力を得つつ、段階

的に施策を推進することが重要であり、以下により、国はその先導役を果たすと

ともに、特に先駆的な技術開発を加速し、将来の可能性の開拓を進める。
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� 構想の深化と実現へのアプローチ

１） 将来ビジョンの共有と構想の深化

次世代港湾実現への第一歩は、１に示した諸構想がもつ将来ビジョンとしての

意図を、地域関係者、民間事業者、他の行政機関等と共有し、連携・協力を行う

ことである。国としては、本ビジョンを手掛かりとして、各方面の意見を募り、

必要に応じ社会的なコンセンサスを構築するための体制を整え、その熟度の高ま

りに応じ、順次構想の深化を図る。

２） 実験的・重点的取り組み

次世代港湾の各構想には直ちに実現することが困難なものも含まれていること

を踏まえ、長期的かつ計画的な取り組みを行うこととする。この手順としては、

１）で述べた構想の深化の中で、現行制度の見直しと新たな制度の構築を図り、

これと並行して、多様な主体の参加の下での社会実験や産学官連携の下での技術

の実証実験を行う等実験的な取り組みを進める。また、この取り組みにあたって

は、各構想に必要な技術の達成状況や社会的ニーズ等に照らし、重点的に進める。

� 構想の実現を促す技術開発への取り組み

次世代港湾の実現に技術開発が担う役割は大きい。各構想を支える技術の現行

の開発レベルは様々であるが、港湾分野においては、既に構想の基礎となる技術

が開発途上にあるものも多く、これらを踏まえ、港湾分野における技術開発を、

次世代港湾実現へのファーストステップとして、以下の方向で進める。なお、こ

れらのうち、実証レベルに至ったものについては、早期にモデル的プロジェクト

として位置づけ、重点的に取り組む。

１） 構想実現のファーストステップとなる基幹的技術開発の加速

� 港湾におけるハイクオリティ・ロジスティクスの実現

「インテリジェント・ポート（高度情報装備港湾）」の構想をはじめ、次世代

港湾に必須の条件として、ITを十全に活用した港湾におけるハイクオリティ・

ロジスティクスの実現が挙げられる。このため、現在進んでいる船舶の自動操船、

衝突回避等の研究との連携を図りつつ、船舶の運航・荷役に係る自動・高速シス

テムの開発に向けた技術開発を急ぐ。具体的には、自動・高速入出港のための電

波標識や位置通報システム、自動・高速離着岸を可能とする可動岸壁や係船シス

テム、自動・高速荷役を可能とする多層・水平荷役システム、こうしたシステム
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を支える情報処理施設や水域、係留施設の新しい仕様等についての技術開発を進

める。

また、ワンストップサービスの実現に向けた各種情報の接続と標準化を加速さ

せるとともに、各輸送モードの所要時間予測システム、航路、港湾等の施設情報、

利用状況情報や風浪、波浪、潮位等の自然情報を一元的に取りまとめ、提供する

システム等の開発に取り組む。

� 船にとって真の母港となる港湾の形成

「ストームフリー・ポート（全天候港湾）」、「インテリジェント・ポート（高

度情報装備港湾）」の構想等次世代港湾には、天候や時間に左右されず利用でき

る、ユーザーである船にとって文字通り母港と呼べる機能の装備が不可欠となる。

このため、港湾の利用に様々な影響を及ぼす自然現象に対し、それらの現象の即

地的予測技術を確立し、ユーザーに提供するシステム→コラム
を開発するとともに、

港湾が自然から受ける影響に対する抜本的な対策として、全天候での利用を可能

コラム� 津波防災ステーション

津波による壊滅的な被害を防止するため、光ファイバーや無線等を活用し

た、水門・陸閘の遠隔操作や地震・津波等の情報を収集するための基地及び

システムの整備が、北海道の霧多布港や静岡県の清水港等で進められていま

す。
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とする港湾の研究を進める。具体的には、風浪、波浪、長周期波等の発生予測の

精緻化、防風堤、港口部締切堤、ドーム型開閉埠頭、浮体式埠頭等これまでの港

湾施設の形態にとらわれない新しい港湾形式の開発と実用化に向けた取り組みを

進める。

� 海と暮らしを融合させる港湾の形成

「ストラクチャーフリー・ポート（海と親和する港湾）」、「アクアシティ・ポー

ト（水上都市港湾）」の構想をはじめ、次世代港湾は、その施設形態、利用形態

が、国民の暮らしと融合したものでなければならない。このため、現在進めてい

る面的防護方式に加え、地中排水方式による砂浜防護、砂浜消波堤、自動昇降型

津波堤等海辺の景観を自然に近づける技術開発、背後の景観と調和する港湾施設

の色彩、形状の科学的評価技術、海のヒーリング効果を高める港湾施設の新しい

仕様等の技術開発を進める→コラム�。また、市民の足としての船利用を阻害してい

る最大の要因である人の海辺へのアクセスの抜本的改善を図る観点から、運河や

河川あるいは地下空間等を活用したターミナル駅等への水路直結に係る研究を急

ぐ。

� 自然にやさしい港湾の形成

「ネイチャーリバイバル・ポート（豊かな海の港湾）」の構想に代表されるよ

うに、次世代港湾はその回復への寄与も含め自然環境との調和が絶対条件となる。

このため、海の生態系の復元に向けて必要な光、酸素、植生等の要素を港湾に回

復させる技術等の研究を進める。具体的には、既に進めている植物を活用したリ

ビングフィルターに加え、光ファイバーによる海底への太陽光供給システムの開

発、海生植物の着生に適した港湾施設の研究、海水浄化に資する港湾施設の開発

等に取り組む。また、港湾に必須である一方、海水交換の大きな阻害要因となっ

ている防波堤について、海底土砂をコントロールすることによる消波技術等、そ

の一部を不要にできる抜本的な技術開発に取り組む。

� 浮体の多目的利用に対応する港湾の形成

「モバイル・ポート（移動可能港湾）」の構想を支える基幹技術となる浮体構

造物について、その利用可能性の拡大に向けた取り組みが重要となる。このため、

浮体式防災基地→コラム�やメガフロート→コラム等の実用化の成果を見つつ、浮体式

港湾施設の機能拡大に資する、外海等での利用を可能とする浮体の高耐波技術、

浮体の高速移動技術、宿泊機能や医療機能等装備する機能に応じた浮体の安定性

の確保技術等の技術開発を進める。さらに、浮き防波堤、浮体海上橋等臨時の港

湾利用に必要となる可搬式港湾施設の開発に取り組む。
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コラム� 大規模波動地盤総合水路

港湾技術研究所には、長さが１８４m、幅３．５m、深さ１２mの水路と、長さ６７

m、深さ４mの砂地盤槽を持つ大規模波動地盤総合水路があります。この施

設では、最大波高３．５mの波を人工的に作り出すことが可能で、これは実験

施設における波としては世界最大です。防波堤等構造物の強度測定や、波に

よる海底地盤の変化のメカニズム等、様々な研究での活用が期待されていま

す。
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コラム� 浮体式防災基地
浮体式防災基地とは、地震災害時等の緊急時に被災地に曳航し、避難生活

及び復旧活動を支援する防災基地にする

ことを目的とした浮体構造物です。既に

東京湾、伊勢湾、大阪湾の三大湾で整備

されている浮体式防災基地では、�緊急

時の人員輸送機能、�緊急物資の搬入、

仕分け、一時保存及び搬送機能、�啓開

資機材の搬入・搬出機能を有しています。

� 新エネルギー開発に対応する港湾の形成

「オーシャンリソース・ベースポート（海洋資源開発基地港湾）」の構想の中

核をなし、地球環境保全の観点からも急がれる海の自然エネルギー利用の拡大に

取り組むことが重要となる。このため、風力、波力、太陽光等海域に期待される

自然エネルギーの開発を積極的に支援しつつ、港湾に必要となるエネルギー源を

この自然エネルギーで賄うことを目指し、緑地や臨港道路の照明等の既存港湾施

設の維持管理や港湾内での産業活動を賄うエネルギー、災害時の非常電源、環境

改善や防災のための施設の運転電源、さらには、次世代の様々な活動を支えるエ

ネルギー等港湾における必要エネルギーを幅広く点検し、それに適した自然エネ

ルギー利用技術を開発する。

東京湾浮体式防災基地の災害時利用
想定図
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コラム	 メガフロート

メガフロートは、造船技術を応用した数キロメートル規模、１００年耐用の大

型の浮体的海洋構造物です。浮体式であるため、環境にやさしい、地震の影

響が少ない、工期が短い、大水深に対応できる等の特長があります。１９９５年

よりメガフロート技術研究組合により研究開発が行われ、１９９９年９月には神

奈川県横須賀市沖で９基の浮体ユニットを洋上で接合した大型浮体モデル

（長さ３００m×幅６０m×深さ２m）で航空機を使った実証実験等が行われました。
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２） 他分野技術と融合した計画的な技術開発への取り組み

港湾分野の技術は海洋土木技術を中核とし、船舶技術や環境技術、水産技術、

IT技術と融合しつつ発展してきており、これらの成果は、広く内外の沿岸域の

開発、利用、保全に活用されてきた。次世代港湾の実現に向けた以上の取り組み

にあたっては、こうした経験も踏まえ、技術による国際貢献、沿岸域の総合的利

用への貢献も視野に置き、港湾技術と関連する諸技術との融合を一層進める。

このため、国においては、地方整備局等の機能も活かしつつ、内外の関係機関

との連携促進のための体制を整えるとともに、直ちに着手すべき技術開発も含め、

基本的な長期計画を取りまとめ、それを公開し、他分野との連携を求めつつ、計

画的に技術開発を推進する。

波力発電の実証実験（酒田港）

風力発電（御前崎港）
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あとがき

本ビジョンは、新世紀における港湾の姿と、この実現に向けた国としての取り

組みの意図を明らかにし、本取り組みへの他の主体からの参加と連携を呼びかけ

たものである。

これを受け、我々は、国土交通省への再編のメリットも活かしながら、ビジョ

ン実現に向けさらに検討を深めつつ、順次施策を具体化していくこととしている。

しかし、ビジョンにも記述したように、単独の主体だけでできる範囲は限られ

ている。本ビジョンが契機となって、港湾に対する国民的な関心が高まり、各層

からご意見、ご助言を頂くとともに、多様な主体の参加と連携によりビジョンの

実践がなされていくことを期待してやまない。
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