
設置例（北海道十勝港） 設置例（宮城県仙台塩釜港）

概　要
　道路には車の逸脱防止のガードレール、落石には落石防護
柵、雪崩には雪崩防止柵、河川には土石流捕捉工がある。高
潮・津波バリアー研究会が提案する「津波バリアー（漂流物
防護柵）」は、小型船舶、車、コンテナ、木材など津波によっ
て漂流物となりうる対象に合わせて支柱と捕捉スクリーンを
適切に配置することにより、それら漂流物を水際で捕捉する
施設。この分野に今までなかった発想で、人命、船や家屋な
どの財産を津波から守る低コストの減災技術である。

津波バリアーの仕組みと衝撃吸収原理
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支柱（鋼管）と捕捉スクリーン（ワイヤロープ・ネット等）と基礎から
なる単支柱構造で衝撃エネルギーを各部の変形・破壊により吸収する。

2011年３月11日の東北地方太平洋沖地震により発生した津波につい
て、国土交通省北海道開発局が調査を行った結果、えりも港、十勝港
において最大約2.3mの津波が発生したが、設置されていた津波バリ
アーが漁船や多数の漁具を捕捉して市街地への流入を防ぎ、さらに車
両等の漂流物の港内への流出を防いだことが確認されている。

津波バリアーの経年調査
　施工から10年近く経過しても、支柱・ワイヤロープとも腐
食等の損傷は見られなかった。

設置後９年経過

設置後８年経過

端部支柱 中間支柱 ワイヤロープ 間隔保持材

【津波バリアー】

海域と陸域の境となる岸壁、護岸などに設置することによ
り、津波の押し波による小型船舶や木材などの陸域への流入、
引き波によるコンテナ、車両などの海域への流出を防止する。
鋼管支柱と捕捉スクリーン（ワイヤロープ、ネット等）で構
成されており、支柱に漂流物が衝突して損傷を受けた場合で
も、構造物全体としては破壊せず、漂流物対策施設としての
機能を維持する。
また、商業地域や観光地など人が集う場所に適した複合的

な機能を持たせたタイプもあり、港の景観づくりにも役立つ。

津波バリアーの仕組みと衝撃吸収原理

支柱（鋼管）と捕捉スクリーン（ワイヤロープ・ネット等）と基礎から
なる単支柱構造で衝撃エネルギーを各部の変形・破壊により吸収する。

２０１１年３月１１日の東北地方太平洋沖地震により発生した津波について、
国土交通省北海道開発局が調査を行った結果、えりも港、十勝港におい
て最大約２．３mの津波が発生したが、設置されていた津波バリアーが漁
船や多数の漁具を捕捉して市街地への流入を防ぎ、さらに車両等の漂流
物の港内への流出を防いだことが確認されている。

【高潮バリアー】

ガラス繊維膜と鋼製フレームで構成された上空に跳ね上げ
ることができる防潮堤。高潮・洪水発生時には、動力を使用
せず、人力で止水板と柵を短時間で降ろせる構造で、従来の
鋼製陸閘に比べ、軽量で扱いやすく、ローコストでメンテナ
ンスも容易。平常時には、広い空間が確保できるので、イベ
ント会場、レストラン、旅客船ターミナル等、水際の空間を
有効に利用することができる。周辺環境に調和したデザイン
提案等、要望に応じた設計・製作および施工が可能。

高潮バリアーの仕組み

防潮堤の開口部などに
設置し、高潮の発生が
予想される時、人力で
止水板と柵を降ろし海
水の浸入を防ぐ。

【貯木固縛システム】

木材を１ブロックごとに固縛し、個々のブロックを連結用
ロープにつなぎ、散乱・流出を抑制する。ワイヤロープと同
等の強度を持ち、柔軟性に富んだ繊維ロープを使用し、端末
加工も現地で行えることから、容易に設置することができる。

貯木固縛システムの仕組みと使用例

繊維ロープとネットにより木材を束ねて地面に固定し、散乱流出を防止する。
（写真右使用例：高知県須崎市）
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【津波バリアー】

海域と陸域の境となる岸壁、護岸などに設置することによ
り、津波の押し波による小型船舶や木材などの陸域への流入、
引き波によるコンテナ、車両などの海域への流出を防止する。
鋼管支柱と捕捉スクリーン（ワイヤロープ、ネット等）で構
成されており、支柱に漂流物が衝突して損傷を受けた場合で
も、構造物全体としては破壊せず、漂流物対策施設としての
機能を維持する。
また、商業地域や観光地など人が集う場所に適した複合的

な機能を持たせたタイプもあり、港の景観づくりにも役立つ。

津波バリアーの仕組みと衝撃吸収原理

支柱（鋼管）と捕捉スクリーン（ワイヤロープ・ネット等）と基礎から
なる単支柱構造で衝撃エネルギーを各部の変形・破壊により吸収する。

２０１１年３月１１日の東北地方太平洋沖地震により発生した津波について、
国土交通省北海道開発局が調査を行った結果、えりも港、十勝港におい
て最大約２．３mの津波が発生したが、設置されていた津波バリアーが漁
船や多数の漁具を捕捉して市街地への流入を防ぎ、さらに車両等の漂流
物の港内への流出を防いだことが確認されている。

【高潮バリアー】

ガラス繊維膜と鋼製フレームで構成された上空に跳ね上げ
ることができる防潮堤。高潮・洪水発生時には、動力を使用
せず、人力で止水板と柵を短時間で降ろせる構造で、従来の
鋼製陸閘に比べ、軽量で扱いやすく、ローコストでメンテナ
ンスも容易。平常時には、広い空間が確保できるので、イベ
ント会場、レストラン、旅客船ターミナル等、水際の空間を
有効に利用することができる。周辺環境に調和したデザイン
提案等、要望に応じた設計・製作および施工が可能。

高潮バリアーの仕組み

防潮堤の開口部などに
設置し、高潮の発生が
予想される時、人力で
止水板と柵を降ろし海
水の浸入を防ぐ。

【貯木固縛システム】

木材を１ブロックごとに固縛し、個々のブロックを連結用
ロープにつなぎ、散乱・流出を抑制する。ワイヤロープと同
等の強度を持ち、柔軟性に富んだ繊維ロープを使用し、端末
加工も現地で行えることから、容易に設置することができる。

貯木固縛システムの仕組みと使用例

繊維ロープとネットにより木材を束ねて地面に固定し、散乱流出を防止する。
（写真右使用例：高知県須崎市）
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【バードレスマット】

１．現場に応じて好みの長さにカットして並べることができ
る。ハトが飛来する場所に設置するだけでハトが止まれな
くなる。

２．軟らかなプラスチック製で先端が丸く、鳥を傷付けるこ
とはない。

３．耐候性・耐久性に優れており、長期的に使用できる。
４．あらゆる場所やスペースにしっかり対応できる。

主な設置場所：駅のホーム、病院、ビル、高速道路、橋、官
公庁建物、倉庫、マンション、電気設備周辺等

専用止め具の種類と使用方法

【ハトワイヤー】

１．鳥が止まる場所にワイヤーを１～２段張る。２段張ると
より効果的。 ２m間隔で支柱を使用してワイヤーを張る。

２．平面はもちろんΦ17mm以上の管材や手すり、H形鋼な
ど設置場所に応じて選べる機能的な支柱ラインナップ。し
っかり固定できる特殊構造を採用。

３．専用スプリングはU字フックで支柱に掛けやすく、強
度もあるためワイヤーを長期的にしっかり張ることができ
る。

４．支柱のポールとベースは脱着可能で施工がしやすく、建
物のメンテナンス時にも便利。

５．産業用ロボットにも使用されており、直線使用に最適で
丈夫な７×７ステンレスワイヤーを採用。

【バードブロッカー】

１．屋根と太陽光パネルの隙間へ取付金具を使用してフェン
スを設置することで、鳥の侵入を防ぐことができる。

２．伸縮金具とスライド金具を使用することにより、瓦屋根
などの凹凸の多い屋根にもしっかりフェンスを設置するこ
とができる。

３．フェンスは適度な硬さがあり、切ったり曲げたり現場合
わせが容易。

４．材質はオールステンレス製で信頼の日本製。長期に渡っ
て安心設置。

５．各社太陽光パネルに対応※。パネルの部材を傷つけずに
フェンス設置が可能で、太陽光パネルの保証を維持できる。
※メーカーにより保証規定が異なるため、必ず各社に問い合わせのこと。

鳥獣害防除器具装置

バードレスマット
ハトワイヤー

バードブロッカー
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各種料金他／環境・災害対策資材／商F‐109

各
種
料
金
他

【バードレスマット】

１．現場に応じて好みの長さにカットして並べることができ
る。ハトが飛来する場所に設置するだけでハトが止まれな
くなる。

２．軟らかなプラスチック製で先端が丸く、鳥を傷付けるこ
とはない。

３．耐候性・耐久性に優れており、長期的に使用できる。
４．あらゆる場所やスペースにしっかり対応できる。

主な設置場所：駅のホーム、病院、ビル、高速道路、橋、官
公庁建物、倉庫、マンション、電気設備周辺等

専用止め具の種類と使用方法

【ハトワイヤー】

１．鳥が止まる場所にワイヤーを１～２段張る。２段張ると
より効果的。 ２m間隔で支柱を使用してワイヤーを張る。

２．平面はもちろんΦ17mm以上の管材や手すり、H形鋼な
ど設置場所に応じて選べる機能的な支柱ラインナップ。し
っかり固定できる特殊構造を採用。

３．専用スプリングはU字フックで支柱に掛けやすく、強
度もあるためワイヤーを長期的にしっかり張ることができ
る。

４．支柱のポールとベースは脱着可能で施工がしやすく、建
物のメンテナンス時にも便利。

５．産業用ロボットにも使用されており、直線使用に最適で
丈夫な７×７ステンレスワイヤーを採用。

【バードブロッカー】

１．屋根と太陽光パネルの隙間へ取付金具を使用してフェン
スを設置することで、鳥の侵入を防ぐことができる。

２．伸縮金具とスライド金具を使用することにより、瓦屋根
などの凹凸の多い屋根にもしっかりフェンスを設置するこ
とができる。

３．フェンスは適度な硬さがあり、切ったり曲げたり現場合
わせが容易。

４．材質はオールステンレス製で信頼の日本製。長期に渡っ
て安心設置。

５．各社太陽光パネルに対応※。パネルの部材を傷つけずに
フェンス設置が可能で、太陽光パネルの保証を維持できる。
※メーカーにより保証規定が異なるため、必ず各社に問い合わせのこと。

鳥獣害防除器具装置

バードレスマット
ハトワイヤー

バードブロッカー

株式会社コーユー 〒651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口5-12-25
TEL（078）907-1100 FAX（078）907-1200

電子メール info@ko-yu.co.jp

ホームページ http://www.ko-yu.co.jp/

資料請求先

バードレスマット ハトワイヤー

バードブロッカー設置イメージ

バードレスマット２型 バードレスマットカバータイプ
バードレスマット設置例
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【ハトワイヤー】
１ ．鳥が止まる場所にワイヤーを 1～ 2段張る。 2段張ると
より効果的。 2 m間隔で支柱を使用してワイヤーを張る。
２ ．平面はもちろんφ17mm以上の管材や手すり、H形鋼な
ど設置場所に応じて選べる機能的な支柱ラインナップ。し
っかり固定できる特殊構造を採用。
３ ．ワンタッチスプリングなら、ワンタッチスプリングにワ
イヤーを差し込むだけで接続完了。従来のスプリングと比
べて約 6倍のスピードでワイヤーを張ることができ､ 張っ
た後にテンションの調整も可能。
４ ．支柱のポールとベースは脱着可能で施工がしやすく、建
物のメンテナンス時にも便利。
５ ．産業用ロボットにも使用されており、直線使用に最適で
丈夫な 7× 7ステンレスワイヤーを採用。

【バードブロッカー】
１ ．屋根と太陽光パネルの隙間へ取付金具を使用してフェン
スを設置することで、鳥の侵入を防ぐことができる。
２ ．各種取付金具を使用することにより、瓦屋根などの凹凸
の多い屋根にもしっかりフェンスを設置することができる。
３ ．フェンスは適度な硬さがあり、切ったり曲げたり現場合
わせが容易。
４ ．材質はステンレス製で信頼の日本製。長期に渡って安心
設置。
５ ．各社太陽光パネルに対応※。パネルの部材を傷つけずに
フェンス設置が可能で、太陽光パネルの保証を維持できる。
　※メーカーにより保証規定が異なるため、必ず各社に問い合わせのこと。

【バードレスマット】
１ ．現場に応じて好みの長さにカットして並べることができ
る。ハトが飛来する場所に設置するだけでハトが止まれな
くなる。
２ ．軟らかなプラスチック製で先端が丸く、鳥を傷付けるこ
とはない。
３ ．屋外耐候性10年（試験クリア）。長期的に使用可能。
４ ．あらゆる場所やスペースにしっかり対応できる。

主な設置場所： 駅のホーム、病院、ビル、高速道路、橋、官
公庁建物、倉庫、マンション、電気設備周辺等

専用止め具の種類と使用方法

ハトワイヤー

商F‒86／各種料金他／環境・災害対策資材

各
種
料
金
他

株式会社コーユー
〒651-1412　兵庫県西宮市山口町下山口5-12-25
TEL 078-907-1100 　FAX 078-907-1200
URL https://www.ko-yu.co.jp/
mail info@ko-yu.co.jp

鳥獣害防除器具装置

バードレスマット
ハトワイヤー
バードブロッカー

各種料金他 環境・災害対策資材
掲載年 ●
掲載月 ●

商F–82／各種料金他／環境・災害対策資材
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2023年度 建設資材・工法年鑑掲載
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