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Facilities in Japan（1991）

3） Technical Standards and Commentaries for 
Port and Harbour Facilities in Japan（2002）

1980 年に OCDI から発刊した、上記 1）は、わ

が国の港湾の技術の体系とその概要及び技術のベー

スとなっている論文のタイトルを紹介することを主

たる目的としたため、邦文技術基準の主として本文

相当部分を翻訳した、全体で 320 ページ程度の簡

易な版でした。

2002 年に OCDI が発刊した上記 3）は、平成 11

年改訂の邦文技術基準の「省令」、「告示」、「解説」

及び、これらに係る「参考」のほとんどの部分を英

訳した、640 ページ程度の版としていました。

平成 19 年改訂技術基準の特長２）、３）

港湾の施設を建設、改良、維持する際の基準（技

術基準）は「港湾法第 56 条の 2 の 2（港湾の施設

に関する技術上の基準等）」に基き、「省令」で定め

ることとされています。従来の「技術基準」におい
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港湾技術基準の英語版作成を終えて

柳生　忠彦

今般、OCDI が翻訳･出版者となって“Technical 
Standards and Commentaries for Port and Harbour 
Facilities in Japan（2009）”を出版しました。作成を終

えるに当たって、港湾技術基準の歴史的変遷、技術基準

の特長、英語版技術基準作成の手順と特長を紹介すると

共に、今後の課題を整理しました。技術基準の理解なら

びに将来の改訂時の参考の一助になれば幸いです。

なお、本出版物の目次等の詳細については OCDI
のホームページ（http://www.ocdi.or.jp）を参照くだ

さい。

港湾技術基準の変遷

港湾の施設等の設計に係る基準は、その時々の最

新の技術を取り込み、次のような変遷を経て現在に

至っています 1）。

1） 港湾工事設計示方要覧（昭和 25 年：1950 年）

2） 海岸保全施設築造基準（昭和 33 年：1958 年）

3） 港湾工事設計要覧（昭和 34 年：1959 年）

4） 港湾構造物設計基準（昭和 42 年：1967 年）

5） 港湾の施設の技術上の基準 ･ 同解説（昭和 54

年：1979 年）

6） 港湾の施設の技術上の基準･同解説、（改訂版）

（平成元年：1989 年）

7） 港湾の施設の技術上の基準 ･ 同解説、（最改

訂版）（平成 11 年：1999 年）

8） 港湾の施設の技術上の基準 ･ 同解説、（性能

規定版）（平成 19 年：2007 年）

なお、上記 5）以降は、港湾法に基き制定されて

いるものです。

これとは別に、わが国の港湾技術を世界に広報・

普及することを目的として、これら基準の英語版も

次の様に作成されてきました。

1） Technical Standards for Port and Harbour 
Facilities in Japan（1980）

2） Technical Standards for Port and Harbour 
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ては、標準化された設計手法を用いる“仕様規定型”

基準を採用していました。

ところが、基準に関する世界的趨勢は、わが国も締

結している「貿易の技術的障害に関する協定」（TBT
（Agreement on Technical Barriers to Trade）協

定）が求めるように、「国内基準を策定する場合、国

際規格（ISO 規格など）があればそれに従い、また、

規格は性能によること…」という取り決めに基づいて

基準を制定するという流れになっています。

そこで、平成 18 年 5 月に改正された「港湾法」に

おいて、「技術基準」は、施設の「目的」（施設を必

要とする理由）、「要求性能」（目的を達成するために

施設が保有すべき性能）、「性能規定」（要求性能が満

たされるために必要な照査に関する規定）を規定す

る体系にすることになりました。施設に求められる

性能のみを規定し、結果に至るプロセスを規定しな

い“性能規定型”基準になったのです。なお、本「技

術基準」は TBT 協定による取りきめとの関連では、

次の ISO に準拠しているものとなっています。

・ISO2394:General principles on reliability 
for structures,

・ISO23469:Bases for design of structures – 
Seismic actions for designing geotechnical 
works,

・ISO21650:Actions from waves and currents 
on coastal structures.

平成 19 年に改訂された「港湾の施設の技術上の

基準 ･ 同解説」の構成は、「港湾法」の改訂に伴っ

て改定された「港湾の施設の技術上の基準を定める

省令」（平成 19 年 3 月 26 日改正）およびその細部

を規定した「港湾の施設の技術上の基準の細目を定

める告示」（平成 19 年 3 月 28 日改正）とその内容

を解説したものとなっています。

英語版作成の手順と特長

平成 19 年版邦文技術基準の英語版作成に当たって

は、邦文版技術基準の著作者である国土交通省港湾

局、国土技術政策総合研究所、港湾空港技術研究所

の代表者等で構成する「英語版技術基準作成に係る委

員会」（委員長；合田良実　横浜国立大学名誉教授）

並びに同幹事会を設置しました。英語版技術基準とし

て記載すべき内容および体裁などは、その委員会・幹

事会で検討し、決定しました。さらに詳細な編集と校

正については、合田良実氏、高橋重雄氏（港湾空港技

術研究所主監）、山本修司氏（沿岸技術研究センター

理事）および柳生忠彦（国際臨海開発研究センター調

査役）が編集管理作業に携わりました。その他、編集

の過程では港湾関連技術に造詣の深い港湾局 OB 有

志の協力も頂きました。

英語版技術基準の作成目的は、日本の港湾に係わ

る技術体系や技術水準を海外に広報・普及することに

よって、日本の技術基準が「国際標準」に取り込まれ

るようにする。そのことが我が国の国益に叶うものとな

るという所にあります。

「技術基準」の今次改訂において、特に、「信頼性設

計」、「耐震設計」については従来の技術基準には無かっ

た工学的に高度な内容の新しい記述が広範に取り入れ

られています。ただし、「解説」あるいは「参考」の中

には、技術的に非常に高度な内容が含まれており、技

術基準の適用をするに当たって、技術的情報として完

全に理解していなくても済むというものもあります。し

たがって、英語版技術基準の作成をするに当たっては、

技術的に非常に高度な部分の記述については、Annex
（1～ 5）として区分けして記述する形式としました。ま

た、日本の法体系や技術体系に特化あるいは関連して

いる内容については、記述を省略し英語版技術基準が

なるべくシンプルになるようにしました。

これとは逆に、英語による基準などの記述では「用

語の定義」、「記号の定義」、「略称」は巻頭部にまとめ

て記載する形式としているので、本英語版技術基準に

おいてもこのような形式での編集を行っています。さら

に、参考文献については本英語版技術基準の利用者

が参考として活用できるように、邦文、英文の論文に

係わらずそのタイトルを英語名で掲げました。技術用

語（テクニカルターム）の英語表記については、邦文

技術基準の著作者のチェックを経て確定しました。ま

た、英語に翻訳した記述内容について、その英語表現

の妥当性は邦文著作者によるチェック並びに、全体の

整合性などについては編集管理者や港湾局 OB 有志

のチェックによって行われました。

このようにして、OCDI が翻訳・出版者となって作成

した 1,000 ページにも達する“Technical Standards 
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and Commentaries for Port and Harbour Facilities in 
Japan（2009）”は、港湾施設の設計に係わる技術

を包括的に扱った図書としては世界的にも貴重なもの

で、国際標準として取り込まれるべき多くの技術的知

見を含んでいるものとなっています。

今後の課題

「技術基準」は長年にわたる港湾技術の集大成とし

て、その時々要請にこたえる基準書として作成され、

港湾施設の安全で経済的な整備に貢献してきました。

グローバル化の進む中にあって、基準の国際化に向け

て我が国の港湾技術が国際基準の中に取り入れられる

よう、日本の技術を、この英文版技術基準も含め、日

本から発信する英文論文や国際的に権威のある雑誌

等に広報・普及することが重要です。

「技術基準」は、その内容の技術レベルが高く、邦

文の表現も長文で難解なものが多くなっています。邦

文が長文で難解であることが、内容の正確な理解や

英文版を作成のための翻訳に障害となり、適切な翻訳

の妨げとなっていることは否定できません。今後、邦

文版技術基準を改訂するに当たっては、邦文版利用者

並びに英文化を容易にするためにも、短文で平易な表

現にして頂ければ何よりです。

なお、本英語版技術基準の作成に当たって、用語

の定義の統一や翻訳分のチェックなどに最善の努力

はしたものの、誤りや不適切な部分もある可能性があ

ります。本基準を利用される方が、表現の誤り等に気

付かれた点があれば、OCDI 宛て（e-mail: tokyo@
ocdi.or.jp）にご連絡いただければ幸いです。

また、「技術基準」で用いられている技術用語約

1,500 語について、内外の技術者の理解を助けるこ

とを目的として、邦文及び英文の説明を加えた「技

術用語集」（仮称）を近々に公表する予定にしていま

す。

最後に、英文版作成・出版に当たっては、技術基

準著作者のご理解並びにご協力、その他編集 ･ 作成

作業に係って頂いた皆様に感謝申し上げます。

（やぎゅう　ただひこ　調査役）
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