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Abstract
Fishing port facilities are the main coastal structures in fishery areas forming large stocks for which a
considerable degradation is concerned. Introduction of the stock management capable of reducing the life cycle
cost and enhancing the life and durability of the existing structures is expected. This paper discusses the future
prospects and problems with the stock management when applying to the fishing port on the basis of the actual
operations and, for a smooth introduction of the stock management, proposes a systematic stock management
system for the fishing port facilities including accumulation/utilization of surveillance data, appropriate
diagnosis of the degradation, rational prediction of the degradation and the countermeasures, and estimation of
LCC and its yearly stabilization.
Keywords: Fishing port facilities, Life cycle cost, Performance maintainability, Degradation prediction, Stock
management system

１．緒言
我が国の水産業の基盤施設であり，沿岸地域の生活拠
点である漁港施設は，これまでの着実な整備によって，
総額 10 兆円を上回る規模に達している 1）．これらの既存
ストックは，高度経済成長期に建設された施設が多く，
建設後の時間経過に伴って，改良・更新すべき時期を迎
える施設量が増加しており，現状予算の３分の１程度は
維持・更新コストを充てられている状況である．このよ
うな傾向は，今後ますます加速し，近々に更新投資と新
設投資に要する費用が逆転することが予想されている．
また，今般の厳しい国と地方の財政状況の中で，漁港施
設が水産業基盤・生活拠点施設として適切な機能を発揮
していくためには，効果的かつ効率的な維持管理により
施設の長寿命化や補修・更新コストの縮減が強く求めら
れている．
このような状況は，漁港施設に限らず，多くの社会資
本で共通しており，これらの課題解決策として，資産管
理の考え方を用いたアセットマネジメント手法が注目さ
れている 2)．アセットマネジメントは，資産（ここでは
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施設に相当）の運用と管理の機能を併せ持ったマネジメ
ント手法であり，橋梁や道路，ダムなどの社会資本の維
持管理に応用されつつある．その中で，港湾施設や農業
施設などでは施設管理に主眼をおき，機能の維持とライ
フサイクルコスト（LCC；施設の企画設計段階，建設段
階，管理運用段階，および廃棄処分段階における施設の
供用期間に生ずる総費用．以下「LCC」と称す．）の最小
化を目指した「ライフサイクルマネジメント」，あるいは
既存施設に対象を限定した「ストックマネジメント」と
してその適用を図っている．漁港施設においては，漁港
漁場整備長期計画（平成 19 年 3 月策定）に掲げられた「既
存ストックの有効利用と更新コストの縮減対策の推進」
を図ることを目的として，既存ストックを対象としたス
トックマネジメントを採用している．
本研究は，漁港施設に対する効率的な維持管理手法と
して検討が進められているストックマネジメントについ
て現場レベルでの円滑な導入を目指したものである．具
体的には，漁港施設の点検・調査データを蓄積し，施設
の劣化状態を評価・予測することにより，合理的な機能
診断・適切な対策工法の選定・LCC の算定と平準化（LCC
の最適化）といった効率的な漁港施設の管理・運営を行
うマネジメントシステム（漁港施設ストックマネジメン
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トシステム）を提案した．漁港施設ストックマネジメン
トシステムを活用することにより，漁港施設の長寿命化
を図るとともに，各施設の所用の機能維持と LCC の縮減
に努め，将来的に増大が予想される維持更新費用に適切
に対応するものである．

２．漁港施設におけるストックマネジメントの
適用
2.1 社会資本のマネジメント
アセットマネジメントとは，社会資本を資産としてと
らえ，その状態を客観的に把握・評価し，中長期的な資
産の状態を予測するとともに，予算的制約の下で，いつ
どのような対策をどこに行うことが資産価値を最大化す
る上で最適であるかを決定するものである．一般的に,
社会資本として整備された施設について，維持管理や補
修・更新などをどのように効率的に行うかといった技術
体系及び管理手法の総称としても使われている 2）．
一方で，社会資本の場合は，売却や運用という概念は
存在しないこと，また，国民の税金を原資としているこ
とから，求められる機能を確保した中で，安全性や健全
性を維持しつつ既存施設の耐久性の向上や延命化を図る
ことがアセットマネジメントの重要なポイントとされて
いる．そのため，現状においては，特定の社会資本を対
象として，LCC の適正化を図ることにより,増大する補
修・更新費用への適切な対応と求められる社会資本とし
ての機能水準の維持とを両立させた管理運営をしていく
ことが現実的とされている．このようなシステムは，「ラ
イフサイクルマネジメント」と呼ばれている．わが国で
は，港湾施設において，比較的規模の大きい桟橋施設を
中心に検討が進められている 4),5)．他方，特にマネジメ
ントの対象を既存施設に限定して，施設の機能診断に基
づく機能保全対策の実施を通じて，施設の有効活用や長
寿命化を図る手法である「ストックマネジメント」が現
時点において実用的とも言われており，農業水利施設の
維持管理手法として取り組みが進められている 6)．
2.2

漁港施設の維持管理の現状

これまでの漁港施設の維持管理は，主要構造形式がコ
ンクリートであることや新規・改良整備による投資が主
であったため，施設の劣化が顕在化後に対応する事後保
全的な考え方が浸透しており，劣化予測や性能評価に基
づき施設の劣化が顕在化する前に対応する予防保全的な
対応は取られていないのが現状である．しかし，厳しい
財政状況において，
“既存ストックを有効に活用する観点
から適時の修理・改修に努め，LCC の低減を図りつつ，
更新需要に適切に対応する”ことが強く要請されている
（水産基本計画：平成 19 年 3 月策定）．そこで，漁港施
設においては，ストックマネジメントによる維持管理手
法を採用し，施設の機能診断に基づく保全対策の実施を
通じて，既存施設の有効活用や長寿命化を図り，所要の
機能を維持するとともに LCC を低減していくこととし
たところである．
しかしながら，漁港施設のストックマネジメントに関

しては，その指針は示されているものの 3），概念的な整
理に留まるなど実用的なものとなっておらず，現場にお
いて導入が進んでいない．特に，劣化状態の進行予測方
法や LCC の最適化方法などに関する検討が不十分であ
り，管理者が実務的にマネジメントを行うレベルに達し
ていない．また，施設管理の実務を担当する漁港管理者
は，工学的知識を持つ現場技術者が不足しているため，
膨大なストックに対する迅速かつ的確な劣化診断の実施
が難しい状況にあり，調査手法の簡素化や効率的な維持
管理のための支援策の構築といった管理者の技術力を踏
まえたマネジメント手法の確立が要望されている．
2.3

漁港施設におけるストックマネジメントのポイ

ント
2.3.1

予防保全による戦略的な維持管理

管理者である地方公共団体の厳しい財政状況と脆弱な
管理体制を鑑みた場合，既存施設を対象とするストック
マネジメントにおいては，現有施設を極力長く使用でき
るようメンテナンスを施し，施設の耐久性の向上や延命
化に努めることが現実的である．そのためには，施設の
劣化が顕在化する前に保全対策を実施し，施設が保有し
ている性能（保有性能）の低下を極力抑える，いわゆる
予防保全対策が重要となる．つまり，これまでの「事後
保全」中心の維持管理から「予防保全」を基軸とした維
持管理への転換，言うなれば，これまでの消極的な補修
更新活動から積極的な補修更新活動に転換が必要である．
このように，漁港施設にストックマネジメントを適用
するに当たっては，これまでの事後保全的な対応ではな
く，予防保全的な手法を積極的に取り入れた戦略的な維
持管理が重要である．これにより供用期間中の施設の性
能低下を抑え，所要の機能を適切に発揮させるとともに，
施設の長寿命化や LCC の低減を図ることが可能となる．
なお，全ての施設に対して予防保全的な対応をとること
は現場での管理体制や現状の技術レベルを勘案すると困
難かつ非効率となることも事実である．そこで，施設毎
にその重要性や構造的特徴を加味した管理水準（機能保
全レベル）を設定し，予防保全的な対応をとるか事後保
全的な対応をとるか事前に決めておくなど漁港全体での
維持管理に方針と目標を定めておくことが必要である．
2.3.2

ＰＤＣＡサイクルによる順応的な維持管理

ストックマネジメントにおいては，施設の劣化状態（劣
化度）を客観的に把握し，的確に施設の性能低下の程度
（健全度）を診断・予測するとともに，予算制約下でい
つどのような対策を何処に行うのが最適かの判断しなけ
ればならない．また，定期的な劣化状態のモニタリング
により，適切に機能が維持されるよう施設管理を行うこ
とが不可欠である．そのため，定期点検や劣化調査デー
タの収集・蓄積を行い，機能診断や劣化予測の精度の向
上に努めることにより，客観的かつ効率的・効果的な健
全度の評価を行うとともに，施設の老朽化状態の早期把
握や機能・性能の低下を最小限に抑えることによるリス
ク管理に努めなければならない．そして，これら一連の
プロセスを長期的かつ計画的に実行していくため，基本
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的な管理の方針（維持管理目標），必要な対策工法と実施
時期，定期的な点検・モニタリング方法，年度別の予算
計画などを記載した維持管理計画をとりまとめておくこ
とが重要である．
なお，ストックマネジメントにおける維持管理計画は
将来的な施設の劣化や性能低下を一定の不確実性を許容
した上で予測したシナリオに基づくものである．現場で
は実際に状況の推移を確認しながら順応的に対応するこ
とが重要である．そのため，計画策定後も継続的なモニ
タリングにより計画内容を点検・再評価できる仕組みが
必要である．漁港施設のストックマネジメントはまだ緒
に着いたばかりである．したがって，このような現場で
の実践とそのフィードバックという順応的なサイクルマ
ネジメント，いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」によるステ
ップアップが大切である．また，今後，長寿命化技術な
どの新しい技術の導入も含めて計画を見直すことも検討
していかなければならない．

3．漁港施設ストックマネジメント手法の提案
3.1

漁港施設に適したストックマネジメント（長期的

な維持管理計画による戦略的な維持管理）
2.3 のポイントで述べたように，漁港施設におけるス
トックマネジメントは，統一的な管理方針に基づく維持
管理計画により計画的な補修・更新による保全対策を行
わなければならない．具体的には，Fig.1 の基本フローに
示すように，目標設定，現況把握，機能診断，対策工法
の選定という一連の検討過程を経て，維持管理計画の作
成を行うこととなる．その後，維持管理計画に基づき計
画的な保全対策工事を実施するとともに，定期的な点検
による施設の劣化状態のモニタリングを行い，必要に応
じて計画の見直しを行う．
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計画とのバランスの下で対策を検討することが必要であ
る．そのため，施設の要求性能や重要度などを踏まえた
維持管理水準として“機能保全レベル”を設定しておく
とともに，予算制限下において効率的に対策を実施する
ため施設単位での保全対策の優先順位として“優先度”
を設定するなど維持管理における基本目標を明確にして
おかなければならない．その上で，将来的な劣化状態と
保有性能の予測を踏まえ，施設の補修・更新のタイミン
グと対策工法の組み合わせである保全対策シナリオ（補
修・更新工事の工法及び実施時期の組み合わせ）を検討
する．その際には，設定しておいた施設単位の優先度を
勘案してライフサイクルコストの低減と対策コストの平
準化を図ることも実務面で重要である．一方，膨大な施
設の劣化予測や数多くある対策工法の組み合わせの中か
ら適切な対策シナリオの選定と LCC の算定を行うために
は，相当の時間と労力を費やすこととなる．そのため，
機能診断結果に基づく予防保全対策選定プロセスの体系
化と標準化，劣化予測と LCC 計算のプログラム化による
作業の効率化と合理化が必要となる．そこで，ここでは
次の重点検討事項について詳述する．
①保持すべき性能に応じた機能保全レベルの設定
②保全対策の優先順位（優先度）の決定
③劣化予測に基づく保全対策の実施時期の推定
④LCC 最適化（補修・更新コストの平準化）
3.3

機能保全レベルの設定

漁港施設のストックマネジメントの第 1 の目的である
施設の所要の機能を適切に維持していくためには，当該
施設の供用期間にわたり，当該施設の性能を要求された
Table 1 Outline at function maintenance level.
Function maintenance level

Principle of function maintenance and outline of
maintenance measures

Level Ⅰ:
Prior maintenance type

･The function maintenance level is set higher than
the demand performance requirement limit. The
performance decrease is prevented by doing the
conservation measures of a high level beforehand,
and the demand performance for the service period
is maintained.
･Conservation measures are not basically done in
the service period.

Setting of maintenance target
z setting of priority and function maintenance level

Grasp at current state of facilities

･The function maintenance level is set higher than
the demand performance requirement limit. The
performance decrease is prevented by doing for
maintenance at the stage where the level of
Level Ⅱ:
superannuation is negligible, and the demand
Preventive maintenance type performance is maintained.
･Within the range where the demand performance
requirement limit is not exceeded, small-scale
conservation measures are frequently executed for
the use period.

z history investigation

Function diagnostics of facilities

z Deterioration investigation ( simple and detailed investigation )
z Soundness evaluation

Examination conservation measures

･The function maintenance level is lowered at the
demand performance requirement limit level and
set. Deformation and deterioration to some degree
control the performance decrease to minimum by
corresponding to the target as the allowance etc.
Level Ⅲ:
compared with superannuation after the fact, and
Corrective mantenance type
maintain the demand performance.
･Within the range where the demand performance
limit is not exceeded, large-scale conservation
measures of about 2-3 times are executed in the
service period.

z Deterioration prediction and possession performance evaluation
z Examination at constructional measures method and execution time

Decision of maintenance plan ( review )
z Calculation and optimization of LCC ( leveling of cost )
z Project evaluation (cost effectiveness analysis)

Execution of conservation measures
( repair and renewal )
Monitoring ( routine, regular, special )
Level Ⅳ:
Observation maintenance
type

Fig.1 Basic stock management flow for fishing port facilities
3.2

維持管理計画の策定における重要検討事項

維持管理計画を策定するにあたっては，長期的な予算
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Remarks
(application example)

･The object facilities
are few in the fishing
port.
- Earthquake-proof
berth

･The superannuation
forecast is necessary.
- Steel structure,
Reinforce concrete
structure

･Application when
deterrioration
prediction is difficult
- Plain concrete
structure

･The function maintenance level is lowered at the
use limit level and set. Application limits are
maintained by indirectly understanding the lower
performance by observing the deformation of
grounds and structures.
・There is a possibility to exceed the demand
performance requiremennt limit as points of
concern because it cannot understand
superannuation immediately.

･It applies to the
structure with a
personally difficult
execution of the
inspection like the
underground section
etc.
- Foundation of
structure

･The function maintenance level is lowered at the
ultimate limit level and set. It observes so as not to
exceed the ultimate limit, and only safety like the
influence on the third party due to deformation and
deterioration etc. is secured.

･It applies to facilities
where the function has
already been lost.
- Service end
structure
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水準以上に保持しておく必要がある．この保持すべき性
能水準を確保するための機能保全の考え方（どのタイミ
ングで対策を行うか）と対策方針としての維持管理の水
準を明示したものが「機能保全レベル」である．そのた
め，機能保全レベルは施設の重要度と構造特性を踏まえ
た上で，施設毎の最低限維持すべき性能レベルを設定す
ることとする．機能保全レベルは，施設の予定供用期間
や補修・更新などの対策工法の難易度によっても相違す
るため，施設に関する諸条件を収集し，決定する．Table
1 にこれらの要素を勘案した機能保全レベルの設定事例
を示す．
維持管理計画の策定においては，現状および将来的な
施設の保有性能を評価し，機能保全レベルに基づいて対
策の実施時期と工法を検討することとなる．つまり，機
能保全レベルの設定は，どのタイミング（どの程度性能
が低下した段階）で対策を実施するかのルール付けを行
うものでもあり，保全対策のシナリオ作成（維持管理計
画策定）における統一的指標である（劣化予測との連動）．
機能保全レベルを上げれば予防保全的な対応で対策を早
期に実施することとなり，下げれば事後保全的な対応と
なり対策の時期は遅くなる．Fig.2 はそのイメージであ
る．
なお，施設が保有する性能については，機能診断にお
ける劣化度や健全度に基づき判断することが合理的であ
る．健全度は本来施設の性能や機能を直接的に評価した
ものではないが，ひび割れ等の部材劣化や沈下・移動等
の変状といった劣化度は耐久性や安全性と密接に関連し
ており，補修工法やタイミングと連動していることが多
い 4）．また，劣化度は定期的に入手できる施設状態を表
す統計的情報であり，後述する優先順位の設定や劣化状

態の進行予測などストックマネジメントにおける最も重
要で基礎的データである．
3.4

保全対策の優先順位の設定

厳しい財政状況の中で，効率的・効果的に漁港施設の
補修・更新等保全対策を実施していくためには，客観的
な判断基準に基づいた対策の優先順位（優先度）を踏ま
えて保全対策工事の実施時期を決定するなど合理的な保
全対策シナリオの作成が必要である．
優先付けにおける判断指標としては，本来の補修・更
新対策の必要性を鑑み施設自体の劣化状態の評価である
劣化度があげられる．さらに，劣化度による順位付けが
不十分な場合は，同じ劣化度の施設に対してもさらなる
優先順位付けを行わなければならない．そこで補完的な
指標として，施設が有している機能や利用状況，補修・
更新対策の難易度，あるいは機能不全に陥った場合に他
に代用できる施設があるかといった代替性などの“施設
単位での重要度”，さらに圏域単位における複数の漁港群
を対象とするような場合は圏域内における各漁港の役割
分担を踏まえた“漁港総体としての重要度”といった施
設に具備すべき機能（役割）を勘案することとした．
以下に，これらの評価要素を考慮した優先順位（優先
度）の設定に当たっての考え方を詳述するとともに，モ
デル地域を事例として具体的な設定方法を論じる．
3.4.1

優先度の評価体型

保全対策は，劣化が進み所要の性能が低下している状
態を初期の性能まで回復させることが原則である．そこ
で，優先度の設定にあたっては施設の劣化状態を基本軸
として評価を行うこととする．なおここでは，この劣化

Fig.2 Pattern of measures by function maintenance level.
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状態による優先度の評価項目について，機能診断におけ
る劣化度と区別するため「劣化レベル」と称する．ただ
し，施設によっては構造体としての劣化が即性能低下に
結びつくわけはないため，劣化レベルに基づく優先度に
関しては，施設毎に劣化度と性能低下度に及ぼす影響と
の相関性を考慮した評価体型とする．
また，個々の施設で求められる機能や役割が異なるこ
とから，それぞれの機能や役割の重要性を踏まえた対策
の順位付けも，漁港全体としての機能（施設運用）への
影響の観点からも無視できない．一方，このような施設
単位の機能の他に，圏域内の流通拠点や地域の防災拠点
であるといった漁港の役割，あるいは漁場との一体性や
都市漁村交流の拠点であるといった地域における漁港の
特性などは，圏域全体における漁港単位での役割分担や
機能分担の観点から重要であり，漁港総体で評価すべき
機能として考慮すべき評価項目である．
これらから，個々の施設が備えるべき機能から見た優
先度としては，施設単位と漁港単位とに２分類し，それ
ぞれの重要度を加味した評価指標を追加する．施設単位
の重要度を“施設重要度”と，漁港総体としての重要度
を“漁港重要度”と称する．
このように，保全対策の優先順位として劣化レベルお
よび施設重要度ならびに漁港重要度による指標値を総合
的に勘案して総合評価点を設定して順列（優先度）を決
めるものとする．この優先度は，単に圏域内の全ての漁
港や各漁港の全ての施設に対して評価・順列するだけで
はなく，同時期に保全対策が必要となる施設に関して，
一定の枠組みの中で保全対策の実施時期や予算配分（平
準化）などを検討する際に活用する．そのため，優先度
の設定に関しては，対外的なアカウンタビリティが必要
となる．しかしながら，ここであげた評価項目は，管理
者の維持管理方針という抽象的な考え方を具現化したも
のであり，計画作成担当者の主観的な要素に影響される
可能性がある．そこで，優先度決定における各評価項目
における指標値の設定においては，客観性を持たせるた
め定量的な数値を使用したり，定性的な項目に関しては
A，B，C などのランク分けなどグレーディング手法を用
いるなどできるだけ客観性を持たせることとする．
Fig.3 は優先度の検討フロー図を示したものである．

笠井

哲郎

3.4.2

施設の劣化レベルの設定

施設の劣化レベルの設定にあたっては施設の劣化の程
度を定量的に評価した“機能診断における劣化度（Table
2 参照）”を基に設定を行う．Table 3 は劣化度判定におけ
る判断基準を盛り込んだ点検様式を示したものである．
Table 2 Evaluation criteria of degradation grade.
Degradation grade
a
b
c
d

Table 3 An example of check sheet for the degradation
judgment (Gravity-type quaywall)
Inspection items
Normal line Unevenness

Fishing port importance

Deterioration level

Function of facilities

Role and characteristic of
fishing port

History investigation and
function diagnostics, etc.

Relativity of demand
performance and fishery
importance measure of

port type, port statistic, and
characteristics of the region
etc. of fishing port

Degradation grade and
safety performance influence
level

Evaluation of facilities
importance item
【 setting of index value 】

Evaluation of fishing port
importance item
【 setting of index value 】

Evaluation of facilities
deterioration level item
【 setting of index value 】

Calculation of integrated evaluation point

Setting of priority of facilities

Fig.3 Examination flow of priority.

Inspection method
a
Visual observation b
and displacement c
d
a

b
Settlement
Visual observation
Sagging

c

Apron

d

coping

Visual observation a
Damage and
of crack and
degradation
damage to
of concrete
b
concrete and
or asphalt
asphalt
c
d
a
Visual observation
Damage and of crack, flaking, b
damage, rebar
degradation
c
exposition and
of concrete
other indications
d

Degradation
Result
More than 20 cm of unevenness to the neighboring blocks.
A 10 to 20 cm of unevenness to the neighboring blocks
Less than 10 cm of unevenness to the neighboring blocks
No change
Sediment discharge at the back of the gravity quaywall
Sagging of apron at the back of the gravity quaywall
Considerable interference with traffics
Considerable displacement at joints (incl. slabs) in the
gravity quaywall
More than 3cm of settlement at the apron
More than 30cm of displacement between the apron and the
back ground
Slight displacement at joints (incl. slabs) in the gravity
quaywall
Less than 3cm of settlement at the apron
Less than 30cm of displacement between the apron and the
back ground
No change
More than 2m/m2 of cracking degree at the concrete paving
More than 30% of cracking area at the asphalt paving
Cracking and damages interfering with traffics
Cracking degree of 0.5 to 2m/m2 at the concrete paving
Cracking area of 20 to 30% at the asphalt paving
Slight crackings
No change
Damages interfering with anchorage performance
Cracking with a width more than 3cm
Rebar exposition over a wide area
Cracking with a width less than 3cm
Localized rebar exposition
No change

Table 4 Viewpoint of soundness evaluation.
Performance decrease level
(soundness)
A
B
C
D

State of facilities
The performance of facilities has decreased.
State that performance of facilities might decrease when
The state that should be observed though not admitted.
continue strange related to the performance of facilities.
Abnormality is not admitted, and an enough performance is
maintained.

Table 5 Influence of deterioration positions for performance.
Classification of facilities
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Facilities importance

State of part and material
The performance of the material has decreased remarkably.
The performance of the material has decreased.
A weirdy state has been generated though the material is
not decreased the performance.
A weirdy state is not admitted.

Influence on safty performance of facilities
It influences the safety of facilities when there are 20
percent or more of all numbers "a".
It influences the safety of facilities when there are 50
percent or more of all numbers "a".
It doesn't influence the safety of facilities immediately.

ただし，同じ劣化度であっても施設の種類や構造形式，
さらには各施設の部位により維持すべき機能や利用上の
安全性に及ぼす影響が異なる．そこで，それらを総合的
に評価した施設全体として性能低下度（健全度）を指標
として用いることとした（Table 4 参照）．これらに加え，
部材単位での劣化状態と安全性への影響度の観点から劣
化レベルの評価を行うこととする（Table 5 参照）．
具体的には，Fig.4 に示すような各施設の部材単位での
性能に及ぼす影響度（Ⅰ～Ⅲ）と健全度とのマトリック
スから評価点を設定する．本指標の設定を行うことで“劣
化の程度（性能低下度）”と“保全対策の優先性”の関係
が明確となるため，劣化状態に応じた保全対策の予算平
準化の検討が可能となる．
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点から，式（1）に示すように「施設重要度」と「漁港重要
度」の和に対する「劣化レベル」の積（case-1）という
形で得点を算定し総合評価するものとする．得点が高い
部材を上位とする．

Small [ safty influence ] Large

Large [ Soundness] small

Classification

A

B

C

D

Ⅰ

5

4

3

2

Ⅱ

4

3

2

1

Ⅲ

3

2

1

・得点1＝（施設重要度＋漁港重要度）×劣化レベル
（2）劣化レベルの評価

施設の老朽化レベルについては，Fig.4 に示した考えに
基づいて，施設の安全性に及ぼす影響に基づく施設の分
類（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）と健全度（A,B,C,D）により評価を行
う．評価点の配分は Table 6 のように 1.0～2.0 の範囲で設
定し，次項の「優先度設定」において述べる式（1）におけ
る係数表示で評価する．

1

Fig.4 Correlation matrix of performance influence level and
soundness. [ image ]
3.4.3

施設重要度の設定

施設重要度の設定にあたっては，施設単位で保持すべ
き機能の重要性を適切に評価することが必要である．具
体的には，
“施設が使用不能になった場合の供用およびコ
ストに及ぼす影響”，“保全対策の難易度”など当該施設
の性能低下により，漁港総体の機能に多大な影響を及ぼ
す可能性の有無の観点で評価を行う．一般的に，水産物
の陸揚げにおいて直接利用する係留施設において重要度
が高くなり，次いで，防波堤等の外郭施設，付帯施設の
順番になる．そして，評価点の配分においては，これら
を考慮した重み付けを行うこととする．
例えば，漁獲物の運搬に常時利用する陸揚げ岸壁は漁
船の停泊のみに利用する休けい岸壁に比べ重要性が高い．
また，耐震強化施設などの防災施設は災害時における初
期被害の低減や緊急救援物資の補給・供給並びに復旧活
動の拠点としての利用など迅速な災害対策や円滑な復興
支援において重要性が高い．
3.4.4

漁港重要度の設定

漁港重要度の設定にあたっては，漁港の種類や漁港港
勢等といった漁港の役割や特性を適切に評価するととも
に，圏域内における各漁港の役割分担・機能分担も踏ま
えるなど総合的に評価する必要がある．その際には，定
量的かつ客観的に重要性を判断する指標として港勢調査
等客観的データを利用することが有効である．しかしな
がら，地域によっては，港勢資料の数値は高くないもの
の，防災上の重要性や水産業が地域経済の要である場合
も少なくない．このような項目を評価するためには，地
域防災計画における緊急物資取り扱い港であるとか，都
市漁村交流の拠点機能があるといった管理者独自の評価
項目を加えるなど当該地域（漁港）の地域における重要
性を考慮することも必要である．
3.4.5

（1）

優先度の評価事例

青森県内の漁港のうち任意の施設を対象として，優先
度設定の試行を行い，その評価方法の有効性に関する検
証事例を以下に示す．なお，評価点の配点や重み付けに
関しては，管理者へのアンケートおよびヒアリング調査
により設定した．
（1）優先度の設定
優先度については，劣化レベルを基本評価軸とする観

Table 6 Distribution point at deterioration level.
Classification of facilities
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Evaluation point coefficient
B
C
2.0
1.8
1.6
1.8
1.6
1.4
1.1

A

D
1.0
1.0
1.0

（3）施設重要度の評価
施設重要度については，係留施設，外郭施設など施設
別に設定し，①防災上の重要性，②施設規模，③維持管
理の難易度，④改良計画の有無など，評価項目毎に A，
B，C の 3 段階で評価し項目ごとの評価点の総計を評価
値とした．なお，施設種別の配点に関し，施設本来性能
を踏まえ重み付けを図るため各施設の評価値の最大値を，
係留施設：40，外郭施設：30，道路施設：20，用地施設：
15 とした．
（4）漁港重要度の評価
漁港の重要度レベルについては，①防災上の重要性，
②属地陸揚金額，③属地陸揚量，④利用漁船数について，
評価項目毎に評価を行う．評価値の算定方法は施設重要
度と同様である．なお，青森県では漁港整備にあたって
地域振興の観点も重視しており，ストックマネジメント
においても地域特性に応じた機能保全対策を重要視して
いる．そこで，第 1 種漁港など比較的小規模な漁港でも
地域の特殊性や重要性を評価できるよう配慮することと
した．そのため，⑤生産額の割合，⑥水産ブランド品・
水産業による町おこしの取り組みの有無といった地域独
自性に関する評価項目を追加することにより，大規模漁
港が上位を独占するような偏りの是正を図ることとした．
（5）評価方法の有効性の検証
評価方法の有効性を検証するため，青森県内の任意の
漁港を抽出（883 部材）して算定した結果を Fig.5 に示
す．なお，ここでは，優先度評価点の配点の妥当性を検
証することを目的としたため，劣化レベルは実際の調査
結果を使用せず一律「C」ランクとした．さらに，主要施
設の得点の分布傾向を把握するため，実際の計画の際に
は単独で対策を検討することの少ない付属工などは除い
て評価を行った．また，比較のため，施設重要度と漁港
重要度と劣化レベルそれぞれの積として総合評価（式
（2））したケース（case-2）
，劣化レベルを 40 点満点の評
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価点として施設重要度と漁港重要度と劣化レベルの総和
として総合評価（式（3））したケース（case-3）を設定
して分析を行い，case-1 の妥当性を確認した．その結果
を Fig.6，7 に示す．

・得点3＝施設重要度＋漁港重要度＋劣化レベル

case１ General evalution of fishing port type
140

Number of facilities

・得点2＝施設重要度×漁港重要度×劣化レベル

哲郎

（2）
（3）

120
100

Type 1

80

Type 2

60

Type 3

40

Type 4

20
0

case-1 Material priority

Score

Number of materials

400

Fig.8 Distribution of priority according to fishing port type.

350
300

（case-1）

250
200
150
100

case1 priorty of facilities type
300

50

Number of facilities

0

Score

Fig.5 Distribution of priority according to material. （case-1）

250
200

Mooring facility

150

Outline facilities
Transportation
facilities
site faicilities

100
50
0

case-2 Material priority

Number of materials

400
350

Score

300

Fig.9 Distribution of priority according to facilities kind.

250
200

（case-1）

150
100
50
0

Score

Fig.6 Distribution of priority according to material. （case-2）

Number of materials

400

以上から，劣化レベルを基本評価軸として総合評価を
行った case-1 において，優先度設定の評価方法が有効で
あることが確認された．なお現在，青森県では case-1
による評価方法に基づき，県管理漁港の全ての維持管理
計画の策定中である．

case-3 Material priority

3.5

350
300

3.5.1

250
200
150
100
50
0

Score

Fig.7 Distribution of priority according to material. （case-3）
3 つの図を比較して，劣化レベルを基本評価軸として
計算を行った case-1 が最もバランスのとれた分布とな
っている．さらに，case-1 の計算結果を詳細に分析する
ため，漁港種別及び施設種別に分類して解析した結果を
Fig.8，Fig.9 に示す．Fig.8 から，漁港種別の分布の傾
向は，評価の相対として第 1 種＜第 2 種＜第 3 種（特定
第 3 種含む）≒第 4 種となっており，一般的な漁港の重
要性を示す全国的の漁港の格付け（種別）と一致してい
る．ただし，極端な偏りとなっているわけではなく漁港
重要度における地域特性の評価項目の効果が確認でき，
管理者の管理方針を反映した結果となっていることがわ
かる．また，Fig.9 から，施設種別の分布の傾向は，係
留施設＞外郭施設＞道路施設＞用地施設となっており，
施設重要度の重み付けと一致しており，施設重要度も適
切に評価できているのがわかる．

漁港施設の特徴を踏まえた劣化予測手法
劣化予測手法の現状

ストックマネジメントによる維持管理においては，施
設の最低限保持すべき性能の水準（機能保全レベル）を
定め，施設の保有性能がそのレベルを下回らないよう的
確に対策をとらなければならない．長い供用期間の間で
このような対応を実行するためには，将来的な保有性能
の低下を予測し，対策の実施時期を適切に設定する必要
がある．そのため，性能低下の判断基準としている劣化
状態の進行を予測することが必須であり，対象となる施
設の構造形式や立地条件を踏まえた劣化予測手法の選択
重要となる．
劣化予測手法に関して，本来は，施設別の劣化メカニ
ズムに基づいた理論式により予測することが理想である．
例えば，鋼構造物であれば鋼材の腐食速度，鉄筋コンク
リート構造物であれば鉄筋腐食量により一定の劣化予測
が可能であり，その予測式も提案されている 7）．しかし
ながら，無筋コンクリート構造物などはその劣化メカニ
ズムの解明が進んでおらず実用的な理論予測式も存在し
ない．そこで，ここでは漁港施設の構造形式の約 90％が
コンクリート構造物であり，かつその半数が無筋コンク
リート構造という実態を踏まえて，漁港施設に適用可能
な劣化予測手法について実用性も考慮して検討を行った．
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3.5.2

漁港施設に適用性の高い劣化予測方法

構造物の劣化予測手法としては，前述の①理論式の他
に，②寿命推定による耐用年数法，③統計モデルによる
回帰分析式，④遷移確率によるマルコフ連鎖法，などが
挙げられる 8）．
ここで，膨大な既存ストックを有し，かつ多種多様な
構造形式と部材で構成される漁港施設に対してストック
マネジメント手法を用いて戦略的な維持管理を行うとい
う視点で見た場合，個々の施設や部材単位で詳細かつ正
確に劣化予測をするよりも，施設全体をマクロ的にとら
え概略的な劣化予測を行う方が効率的であると言える．
特に，実際に得られる点検データは，データの取得頻度
や間隔が統一されていない，あるいは立地条件や環境条
件によりバラツキが生じる，などデータ自体に不確実的
な要素が多く含まれる．また，防波堤など長大な構造物
が多いことや岸壁などコンクリートや鋼材など複数の材
料で構成される複合構造物も多く，部材単位で理論的に
劣化予測を行うことは合理的とは言えない面もある．こ
れらの点を踏まえると，前述した 4 タイプの劣化予測方
法の中で，確率論を用いてマクロ的な評価が可能であり，
構造物の劣化特性を時間軸における系列として表現でき，
離散的なデータの取り扱いが容易な“マルコフ連鎖モデ
ル”を用いた確率モデルによる劣化予測が適用性が高く
現実的と考えられる．

点検・調査データを基に，点検・調査結果に最も近い予
測が得られる遷移確率を採用する．その後，設定した遷
移確率を基に，個別施設・部位毎に劣化予測を行い今後
の劣化度の進行状況を推測するとともに，その劣化度の
分布割合等から保有性能の低下レベル（性能低下度）を
推定し，各施設別に設定した機能保全レベルを下回るこ
とがないよう必要な対策を検討する．なお，沿岸構造物
に対するマルコフ連鎖モデルの適用については，小牟禮
ら 9)の研究によりその有効性が確認されている．
3.6
3.6.1

LCC の最適化（維持管理コストの平準化）
LCC の算定

（1）保全対策シナリオの選択
LCC の算定にあたっては，施設に生じている劣化や変
状の程度と将来的な劣化の進行過程などを勘案し，機能
保全レベルの範囲内において対策工法とその実施時期の
組み合わせ（保全対策シナリオ）を複数選定する．選定
した複数の保全対策シナリオに対し，標準的な工事単価
を基に LCC を算出する．そして，それぞれの LCC 算定
結果を比較検討し，LCC が最小となるような保全対策シ
ナリオを選択する．なお，対策工法の選定にあたっては，
施設の利用状況や財政状況あるいは現場の施工条件等を
総合的に勘案して行う．
（2）標準対策工法の検討

3.5.3

マルコフ連鎖モデルによる劣化進行予測

このような特徴もあり，社会資本の劣化予測において
は，構造物群としての評価や複合構造物の評価として遷
移確率モデルのマルコフ連鎖モデルを用いた研究事例が
多い 9）～11)．ここで用いられるマルコフ連鎖モデルは，
変状や劣化が次第に悪化する状態変化をマルコフ連鎖過
程と見なしてモデル化するものである．マルコフ連鎖と
は，
“未来の現象は現在の事象だけで決定されるものであ
り，過去の現象と無関係である”という「マルコフ性」
という性質に基づく統計手法の一つである．
これは，ある施設における変状は，A，B，C，D の独
立する劣化度のいずれかに存在し，1 年経過すると遷移
確率（PX）で劣化ランクが 1 ランク進行し，残りの施設
は（1－PX ）で同じ劣化度に留まるというものである
（Fig.10 参照）．

多種多様な対策工法の中から最適な保全対策シナリオ
を選択する行程は膨大な作業量であり，対策工法選定プ
ロセスの合理化と簡素化が望まれる．また，マルコフ連
鎖モデルのような確率論的な劣化予測手法は，劣化状態
の予測は可能であるが，劣化要因の予測は困難である．
そこで，補修工法と密接に関連している劣化度に対応し
た標準的な対策工法を整理しリスト化しておくことがマ
Table 7 An example of the standard repair construction
method and quantity for concrete of quaywall main
b d

Repair method

Surface coating

Crack grouting method
(Meter per total area)

・Performance
strangeness

Patch repair method

Surface covering with
concrete

・Transition probability
Concrete filling method

Fig.10 Transition chart of degradation level in

FRP bonding method
(Dry zone)

Markov chain model.
マルコフ連鎖モデルによる予測においては，遷移確率
の設定が重要であり，その適切性がモデルの精度を左右
することになる．そのため，各漁港・施設単位で既往の

Cathodic protection
method
(External power supply)
Cathodic protection
method
(External power supply)
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Soundness

Repair quantity
(% by the unit
quantity)

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

70
70
70
70
0.3
0.15
70
50
70
50
100
80
50
70
70
70
70
70
50
-

Unit cost
(JPY)

Unit quantity
per 100 m of
facility
extension

Expected
service life
(Year)

2

17,500

100

15

m

10,000

100

30

m

2

43,000

340

30

m

3

33,000

510

30

1,220,000

5

30

Unit

m

Number

m

2

52,000

100

30

m

2

120,000

340

20

m

2

9,000

340

20
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クロ的な LCC 算定には合理的である．その際には，対策
工法別に標準単価の積算情報データベースと連動させて
サーバー化させるなど一定のルールに基づく算出手法の
統一化・自動化により効率化を図ることも必要である．
さらに，部材単位の劣化度で区分するのではなく，施設
単位の健全度を機軸として対策工法を概略で整理するこ
とも，簡易化の観点からは有効と考える．Table 7 は，こ
れまでの漁港施設や港湾施設における補修・改修等の工
事の事例 12),13),14)を収集・分析し，健全度毎に対策工法と
標準的な工事数量及び単価を整理したものである．
3.6.2

保全対策コストの平準化

基本的に管理者（自治体）は各年度の予算計画の下で
保全対策を行うことになる．そのため，単純に LCC を最
小とする対策費用の積み上げでは，トータルコストは抑
制できるものの，年度毎の対策コストのばらつきが大き
くなり単年度予算で対応できないといった状況も考えら
れる．特に，劣化進行が懸念されている既存ストックで
は対策が前半に集中する傾向がある．
このように予算計画と補修・更新等の対策コストの年
次計画とのバランスが崩れた場合，
「保全対策工事の実施
時期の遅れによる劣化進行」，「許容範囲（使用限界）を
超えた劣化の進展による機能低下」，などが懸念される．
このため，予算条件や対策の優先度等を考慮した上で，
個別の施設の保全対策の実施時期及び工法を見直し，対
策工法の組み替えにより年度別の対策コストの平準化を
行うことが必要であり，予算計画とバランスのとれた維
持管理計画とすることが重要である．

【FPMS】

笠井

哲郎

４．漁港施設ストックマネジメントシステム
（FPMS）の構築
4.1

ストックマネジメント実践上の問題点と対応

これまで述べてきたように，漁港施設ストックマネジ
メントの実行にあたっては，維持管理計画に基づき，①
現状の施設の劣化状態を診断し，②今後の劣化状態の進
行の予測を行った後で，③劣化状態に応じた多数の保全
対策工法を比較検討し，④どのような対策をいつ行うか
（対策シナリオ）を判断しなければならない．そして，
ライフサイクルコストの最小化を目指し，⑤一定の予算
制約化における最適な保全対策工法の組み替えにより対
策コストの平準化を図るなど LCC の最適化を行う必要
がある．さらに，⑥定期的な点検・調査といったモニタ
リングを継続するとともにそのデータを蓄積・活用した
効率的な管理・運営を図ることも重要である．
しかしながら，実際に現場においてこのような一連の
プロセスを実践するためには，次のような問題点が指摘
されており，取組が進んでいないのが実情である．
（1） 管理対象となる施設量が多く，かつ広範な沿岸域
に漁港が点在するため，一元的な管理が行えない．
（2） 施設の基本情報（建設年次，施設緒言等）が紙デ
ータであり（未電子化），資料の保管場所がかさばるほか，
必要な情報の検索に手間がかかる．
（3） 点検・調査データを蓄積するためのデータベース
が整備されていないため，データの活用が出来ない．
（4） 劣化診断のための点検・調査が開始されたばかり
であり，経年的なデータが蓄積されていない．
（5）劣化予測・LCC 算定（対策工法選定）
・コスト平準

【 DB item and content of Pro 】
【 Fishing port facilities ledger 】
* Retrieval function of history
z facilities specification : construction year, structural form, and
design condition etc.
z drawing: plan and typical cross‐section etc
z additionally: completion year and repair and improvement
history etc.

【 Facilities information DB 】

【 InspectionandInvestigationDB】

Fishing port facilities ledger
Maintenance plan according
to fishing port

【 Inspection and Investigation style 】
*Retrieval function of inspection data and investigation data
z grasp of inspection history and degradation level
z soundness evaluation

【 Deterioration prediction 】

【 Deteriorationprediction Pro】

Input
and
conversion

* Function of deterioration progress prediction
z steel corrosion, neutralization, salt injury, and deterioration of
strength etc
z markov chain etc.

Input
and
conversion

z maintenance target setting
z history investigation and arrangement
of problem

Function diagnostics
Update

simple and detailed investigation
soundness level evaluation

【 LCC calculation 】
*Estimate condition Data Base
【 LCC calculation Pro 】

z expected lifetime, unit extension price etc.
z constructional measures method, worker kind, and extension
etc.

*Function of scenario creation
z function maintenance level and standard constructional
measures method list

【 Budget management Pro 】

【 Priority of conservation measures and Leveling of cost 】
*Function of priority setting
z deterioration level , facilities and fishing port importance

* Function of measures cost leveling ( LCC optimization )
z maintenance measures scenario correction , constructional
measures method rearrangement
z repair and renewal cost leveling of each fishing port (sphere)

Decision of maintenance measures construction
Fig.11 Conceptual diagram of FPMS.
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Examination of LCC
deterioration prediction
examination at constructional measures
method and measures time

Maintenance measures construction

Maintenance plan review
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化にかかる検討手順が複雑であり，その作業量も膨大と
なるため現状の管理体制で検討が困難である．
このような問題に対応するためには，漁港管理台帳な
どの施設基本情報と今後実施される点検・調査・診断結
果の蓄積・活用が図られるよう各種施設情報の電子デー
タ化とそのデータベース化（履歴保存）と各検討段階別
に計算プログラム等を導入しそれぞれを連動させること
により，一連の作業プロセスを一貫して検討できる管
理・運営システムの整備が有効である．これにより，デ
ータベースを活用した情報の一元化や統一的な施設管理
が可能になる．また，蓄積した点検・調査結果等統計デ
ータからの劣化予測モデルの導入が容易になり，劣化状
態の把握・予測の簡便化や予測精度の向上が期待できる．
さらに，標準対策工法リストや劣化予測システムとの有
機 的 連 動 に よ る 合 理 的 な 保 全 対 策 シ ナ リ オ の 作成 と
LCC 算出の簡略化が図られるとともに，膨大な組み合わ
せパターンの中からの対策工法の組み替えを伴う維持管
理費用の平準化作業も容易となる．その上に，漁港平面
図等の図面や漁港施設の位置情報といった GIS エンジン
を組み込むなどシステムの高度化を図ることができれば，
施設の劣化状態の空間的可視化により，施設劣化の早期
発見や客観的劣化状態の把握も可能でありリスク管理に
も対応できる．
4.2

た点検・調査データのファイル化により対象施設に関す
る基本情報の蓄積（データベース化）を図る．データの
一元化・共有化により，管理者自身による迅速な各種デ
ータの検索・閲覧・分析・印刷が可能になるとともに，
各漁港の老朽化状態の全体把握により時系列な施設状態
の比較による劣化の早期発見など効率的な施設管理を行
える．さらに，優先度設定・劣化予測プログラムと連動
させることにより基本情報の行動活用を図る（Fig.12 参
照）
．
○○漁港

劣化度

××県

Fig.12 Example of fishing port register retrieval result.

漁港施設ストックマネジメントシステム

（FPMS）の提案
ここでは，4.1 で示した対応策を具現化するため，施設
の点検・診断から対策工法の選定・LCC の算出・平準化
までの一連のプロセスを一貫して検討できる管理・運営
システムとして，
「漁港施設ストックマネジメントシステ
ム（Fishinng Ports Management System：以下，「FPMS」
と称す）」の主要機能を設定し，システムの基本フレーム
の設計を行った．FPMS の概念図を Fig.11 に示す．
FPMS では，①漁港施設の施設管理台帳，定期点検・
機能診断結果，標準対策工法・積算に関するデータベー
ス，②優先度設定，劣化予測，LCC 算定，予算管理（コ
スト平準化）に関するシミュレーションプログラム，と
いう二つの主要フレームを基本要素として，両者を統合
するインターフェースエンジンにより構成される．管理
者はインターフェースエンジン（メインメニュー）によ
り，各種データ入力と分析，及びデータと分析結果の検
索・閲覧・印刷をシームレスに行うことが可能である．
これにより，多様な情報の共有化や膨大な施設の一元的
な管理を行えるとともに，合理的な LCC の算定，施設の
変状・劣化の早期発見，適時適切な補修・更新等を確実
に行うことができる．また，FPMS を通じたオペレーシ
ョンによりストックマネジメントの全体像の理解促進や
PDCA サイクルによる継続的なマネジメントに役立つも
のである．
次に，FPMS を用いた各検討段階におけるシステムの
概要を説明する．
4.2.1 基本情報データベース
施設台帳から施設の基本諸元および平面図・断面図等
を抽出・電子化するとともに，共通フォーマットを用い

4.2.2

劣化予測プログラム

基本情報データベースから抽出した劣化度データを用
いてマルコフ連鎖モデルによる劣化予測を行う．また，
予測した劣化状態に基づいて将来的な性能低下度を推定
する．これにより，各施設の機能保全レベルに連動した
対策工法と対策実施時期の設定が可能になる．また，継
続した点検・調査データとの照合・反映により予測性の
向上を図る（Fig.13 参照）．

Fig.13 Example of deterioration prediction calculation result.
4.2.3

LCC 算定プログラム

劣化状態に応じた対策工法のパターン分けにより標準
対策工法のリスト化を行う．その上で，劣化予測プログ
ラムと連動させることにより複数の保全対策シナリオを
作成する．そして，標準単価・数量や期待耐用年数をフ
ァイル化した標準積算データベースの積算情報に基づき
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LCC を算出する．このように，標準対策工法－標準積算
データベース－劣化予測－LCC 算出という一連のスキ
ームをプログラム化させることにより合理的な LCC 算
定を行うことが可能となる（Fig.14 参照）．
××漁港

笠井

哲郎

・共通様式による点検・調査データの蓄積による管理の
一元化
・データの電子化・共有化：共通様式によるデータの蓄
積．蓄積データの活用による管理の一元化および劣化予
測精度の向上
・施設の一元的管理（リスク管理）
：膨大な漁港施設の統
一的管理，劣化状況の可視化（空間的把握），性能低下箇
所の早期把握，重点管理箇所の抽出
・合理的な LCC 算出：対策工法組み合わせの効率化（保
全対策シナリオのシステム化），積算データベースとの連
動による簡易かつ合理的な LCC 計算（平準化計算の容易
化）
・管理者が実行面で重視する対策優先度の合理的設定
・ストックマネジメントの一連の検討過程の合理的かつ
持続的な検討（PDCA サイクルの実践）
謝辞：本研究を行うにあたって，青森県，財団法人漁港

Fig.14 Example of LCC calculation result according to

漁場漁村技術研究所，また社団法人水産土木建設技術セ

fishing port.

ンターの皆様にご協力頂いた．ここに記して感謝の意を

4.2.4

表す．
予算管理プログラム

予算計画上の制限要素である限度予算を設定し，年度
別対策コストが限度予算内で平準となるように対策工法
の組み替えを図り保全対策工法の修正を行う．その際に，
優先度設定プログラムと連動させ，優先度に基づいた個
別対策の前倒しや先送りなどの分散化を図る．これらの
検討スキームをプログラム化することにより煩雑な組み
替え作業の簡素化と効率化が可能となる（Fig.15 参照）．

Fig.15 Example of leveling constructional measures method
cost result.

５．結言
本研究では，コンクリート構造物が主体である漁港施
設を対象として，ストックマネジメントの適用に関して
検討を行い，その導入を円滑に行うにあたって必要とな
る手法として漁港ストックマネジメントシステム
（FPMS）を提案した．
提案したシステムを活用することにより，以下の示す
ような効果が期待され，効率的な維持管理計画の立案が
可能になると考える
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