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有機性廃棄物の【減容化】装置（ミシマックス）の紹介 

～ 被災地復興に向けて ～ 

弊社では有機性廃棄物を約95%減容化する装置（ミシマックス）の製造、販売、メンテナンスを

開始しました。 

ミシマックスは、本来、公共下水道や農業集落排水等

で発生する活性汚泥を減量化することを目的に開発さ

れた装置であり、島根県や広島県を中心に自治体への

導入実績を有しています。 

本装置は微生物を利用した高温好気発酵分解技術を

利用しているため、生ゴミ、植物等の有機性廃棄物に対

しても減容化効果を得ることが可能です。 

従来のコンポスト装置との違いは、95%という非常

に高い割合で減容化できること、メンテナンスが極め

て簡易に行なえることの２点です。 

処理量は、ご要望に応じて25kg/dayから1t/dayと

幅広くお応えすることができます。右写真に示す装置

は、25kgタイプのコンパクトタイプ（脱臭機含む）の

ものであり、２tトラック等で容易に移動させることが

できます。 

東日本大震災に対して、被災地の方々から直接のご

要望をいただき、低濃度の放射性物質に汚染されてい

る有機性廃棄物等を対象に処理実験を行っています。 

さらに、ファイトレメディエーション（植物による浄

化）技術との組み合わせにより、被災地の土壌浄化に用

いられた植物の減容化にも貢献できると考えておりま

す。 

放射性物質の取扱いに対してはまだまだ課題は残る

ものの、今回ご紹介した事例以外にも様々な場面での

利活用の可能性があり、被災地復興の一助となる技術

であると考えています。 

現地の復興にはまだ時間を要しますが、少しでも早い復興が実現するために当社も引き続き地元

の方々と協力しながら貢献し続けたいと思います。 
中国支店 徳岡誠人 
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― 東日本大震災 ―    

インターフェース ニュース インターフェース ニュース インターフェース ニュース インターフェース ニュース 

○東日本大震災 

  2011 年3 月11 日14 時46 分に発生した東北地方太平

洋沖地震は、観測史上最大規模のＭ9.0を記録し、我が国最大

級の規模の地震となりました。この地震により、三陸沖から

茨城県沖の太平洋沿岸の広範囲で、地震による被害だけでな

く津波、原発事故による甚大な被害が生じ、2万人を超える

死者・行方不明者を出す悲惨な結果をもたらしました。 

○東日本大震災における津波被害 

今回の地震で、気象庁の潮位観測所では広範囲な地域で高

い津波が観測されました。津波観測点付近の痕跡等を含めた

津波高さの調査の結果、最も高い津波が観測されたのは岩手

県大船渡で、推定の高さは11.8mでした1)。これらの津波高

は、あくまでも津波の高さであり、実際の痕跡高の分布を緯

度方向に投影したものが、合同調査グループにより報告され

ています2)。これによると、三陸沖では痕跡高が20mを超え

る地域が南北に約290km以上に渡り、30mを超える地域も

約198kmと非常に大きな痕跡高が広範囲に記録されていま

す。 

また、痕跡高が10mを超える地域については約425kmと青森県から茨城県の広範囲に渡っていることが

報告されています。局所的には、最高40.4mの観測最大の遡上高が記録されているなど、数値的に見ても今

回の津波被害の大きさが理解できます。 

○原子力災害の発生 

 今回の地震による影響は、福島第一原子力発電所への原子力災害にも発展しました。福島第一原子力発電所

は、平成１４年に東京電力が自主的に評価した津波の想定高さ（小名浜工事基準面O.P.+5.4m～5.7m）に基

づき、防潮堤等が建設されました3)。しかし、実際の浸水高は約１４～１５ｍであった。一方、福島第二原子

力発電所の浸水高は７ｍ前後であり、この差は、想定する各領域から発生した津波ピークの重なり度合いの差

と考えられています。今後の安全・安心のためにはこれらの技術的な原因究明と、精度の向上が望まれます。 

○津波による漁業被害 

 想定を超える大きな津波は沿岸各県の水産業にも甚大な被害をもたらしました。北海道から千葉に至る７

道県の被害は、３１９の漁港、２万隻を超える漁船の被害、養殖施設や養殖物、加工施設等であり、水産関

係の被害額は１兆円を超えるとされています4)。これらの直接的な津波被害の他に、原発事故にともなう操

業の自粛、水産物への風評被害等が発生しており、我が国の水産物の安定供給のためにも早期の復興が望ま

れます。 
東京支店 峯 浩二 

図 緯度方向に投影した津波高の分布 2) 
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1）現地調査による津波観測観測点付近の津波の高さについて，報道発表資料，平成23年4月5日，気象庁 

2）東北地方太平洋沖地震津波に関する合同調査報告会 予稿集（津波合同調査の全体概要とその解析結果） 

3）東京電力福島原子力発電所における事故の状況について，平成23年6月，原子力安全・保安院資料 

4）水産復興マスタープラン，平成２３年６月，水産庁 
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－－－－    被災地の状況 －－－－ 

 東日本大震災から約1ヶ月半後の4月23日～26日に、岩手県久慈から宮城県亘理町にかけて被災

地視察を行ってきました。 

 今回、我々は「津波による被害の差についての実態把握」を目的として現地に赴きましたことにつ

いてご紹介します。 

 今回の津波は、津波対策の堤防や水門を超えて侵入し、結果的に破壊したケースが非常に多く見ら

れましたが、一部ではしっかりと機能しているものや、乗り越えたが破壊されなかったものも見られ

ました。 

 その顕著な例として、岩手県の普代村と野田村の現状を紹介します。 

 写真１は、普代村の普代川河口にある津波対策の水門です。 

 津波はこの水門を超えて背後の管理道路を破壊（写真２）しましたが、背後の普代川沿いの集落で

は大きな浸水被害は免れています。 

 

 また、同じ普代村の漁港地区では、地形などの影響もありますが、漁港入り口の防波堤と住宅地前

面の防潮堤の二重の効果によって、背後への浸水は食い止められていました。 

 一方、大きな被害が出た野田村においても、中心を流れる宇部川の北側と南側で被害の差が顕著に

あらわれていました。 

 宇部川の南側では、写真3に示すように防波堤が海側に倒されており、背後の住宅地は防波堤から

1km以上離れた場所まで甚大な被害を受けました（写真4）。 

 これとは対照的に、宇部川の北側では、津波は防波堤を越えてその背面の一部を破壊（写真5）し、

背後へ侵入しているものの、防波堤の崩壊には至っておらず、防波堤から500m程度しか離れてい

ない住宅地もほとんど被害がありませんでした（写真6）。 

 防波堤背後の土地利用の差による影響はありますが、宇部川の北側はわずかに野田漁港の防波堤

の陰になっており、結果的に二重となった防波堤によって津波の影響がわずかに軽減され、土地利用

写真 マッピング調査状況 

 

 

 写真１ 普代川河口水門  写真２ 水門背後の管理道路 

 写真３ 崩壊した防波堤  写真４ 背後の被害状況 

 

    

重点商品2重点商品2重点商品2重点商品2「「「「音波探査音波探査音波探査音波探査」」」」 

 水中地質構造を把握する「「「「放電式音波探査機（スパーカー）」を自社開発しました。これまで

の機械と比べ、小型船にも搭載可能なコンパクトサイズとなり、かつ音源エネルギーを可変させ、

浅海域から中深海（200m程度）まで測定できるようになりました。また、河川の汽水域や淡水

域での探査を可能にし、デジタルデータによる精度向上も図りました。 
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地球計測技術部門 吉津 憲 

オリジナルスパーカーシステムによる観測         取得アナログ記録 

音波探査記録 

データ取得例 2 
スワス測深中のデータ取得画面 2 



 東日本大震災の被災地における産業として、水産業はその大きな役割を果たしてきました。水

産業を復旧・復興させるためには、まずは、漁港の復旧が不可欠です。 

 弊社では、震災直後から被災地に赴き、サイドスキャンソナーによる海底地形測量や、流出物

の現況把握に協力させて頂いています。 

 その中で、今後、復旧・復興を行う上で、現況の二次元的な現況把握だけでは、データ解析に

おいて限界を感じました。 

 そこで、当社では水中地形の三次元的表現が可能となるスワススワススワススワス式測深機式測深機式測深機式測深機R2SonicR2SonicR2SonicR2Sonicを導入しま

した。洋上風力発電に関わる海底地形把握でも活躍が期待されます。また、これを契機として、

これまで当社が蓄積蓄積蓄積蓄積してきたしてきたしてきたしてきた音波探査音波探査音波探査音波探査、、、、柱状採泥(柱状採泥(柱状採泥(柱状採泥(VCS)VCS)VCS)VCS)、、、、洗掘測定装置等洗掘測定装置等洗掘測定装置等洗掘測定装置等のののの技術技術技術技術と併せ、より多

くの専門的な技術展開を図るために、「地球計測技術部門地球計測技術部門地球計測技術部門地球計測技術部門」」」」をををを設立設立設立設立しました。    

重点商品1重点商品1重点商品1重点商品1「「「「三次元水中地形計測三次元水中地形計測三次元水中地形計測三次元水中地形計測」」」」 

 単素子（二次元データ）では表現できなかった立体的な図面を、高精度かつ緻密な情報（成果）

として提供します。また、膨大なデータから必要に応じた部分も迅速にご提供できるようになり

ました。 
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  ～   ～   ～   ～ 地球計測技術部門開設!! 地球計測技術部門開設!! 地球計測技術部門開設!! 地球計測技術部門開設!! ～～～～ 

地球計測技術商品紹介地球計測技術商品紹介地球計測技術商品紹介地球計測技術商品紹介 

スワス測深中のデータ取得画面 1 データ取得例 1 

地球計測技術商品 適用機器 主要能力（仕様） 適用業務等

1

「水中三次元計測」「水中三次元計測」「水中三次元計測」「水中三次元計測」

海底(河床・湖沼床）

地形計測

①R2 Sonic（ﾅﾛー ﾏﾙﾁ測深機）
②GeoSwath plus(ｽﾜｽ測深機）
③PDR8000s(音響掃海機）
④PDR1300(音響測深機）
⑤ｽﾎ゚ ﾂーｽｷｬﾝ（ｻｲﾄ゙ｽｷｬﾝｿﾅー ）

①周波数400～200可変1°×265（水深の約4倍の
ﾃ゙ ﾀー取得可能）
②周波数125・250・500kHz 指向角240°(水深の約8
～11倍のﾃ゙ ﾀー取得可能)
③周波数190～210kHz　4素子音響掃海用(直下
12°×2,斜角6°×2）
④周波数200khz　単素子(6°)
⑤周波数330・800kHz切り替え・指向角約120°

Ⅰ.水路測量・水深(深浅）測量
Ⅱ.魚礁調査
Ⅲ.海底（水底）障害物調査
Ⅳ.河道調査(測量）

2

「音波探査」「音波探査」「音波探査」「音波探査」

海底(河床・湖沼床）

地質調査

①NEC　19Cｽﾊ゚ ｶーー (放電式音波探査機）
②ｵﾘｼ゙ﾅﾙｽﾊ゚ ｶーー （放電式音波探査機）
③SH-20改　(電歪式音波探査機）
④その他（要望により対応調整します）

①最大ｴﾈﾙｷ゙ 2ー00J(ｼ゙ｭー ﾙ）:約12J～200Jの可変
(周波数100～2kHz）
②最大ｴﾈﾙｷ゙ｰ約130J:約12J～約130Jの可変(100
～2kHz)
③最大ｴﾈﾙｷ゙ｰ約12J:ｴﾈﾙｷ゙-固定　ｱﾅﾛｸﾞ読み取り
精度10cm程度

Ⅰ.海底地盤(基底)調査
Ⅱ.海底活断層調査
Ⅲ.堆積層厚調査

3
河床洗掘測定等

土砂移動・変動調査

①洗掘測定装置(特許申請中）
②VCS:ﾊ゙ｲﾌ゙ ﾚー ｼｮﾝｺｱｻﾝﾌ゚ﾗー （柱状採泥装
置）

①精度10cm,測定長1.6m、最大測定期間120日
②採取長0.5～約4.0m・泥～砂の採取が可能

Ⅰ.河床変動調査
Ⅱ.堆積状況調査

３ 

などの効果と重なることで被害が軽減されたことが伺えます。 

 この様に、物理的に災害をゼロにすることは不可能ですが、防波堤や水門などが機能すれば被害の

軽減は可能であることがわかります。 

 今後の復興・復旧に向けて、既設の構造物の防御機能をより正確に把握し、あくまでも災害がゼロ

にはならないことを理解した上で、速やかな避難誘導などのソフト的な対策に繋いでいくことが重

要であると思います。 

 

事業本部 岩井克巳 

       ～ ～ ～ ～ ｢｢｢｢東北東北東北東北オフィスオフィスオフィスオフィス｣｣｣｣開所開所開所開所しました!! しました!! しました!! しました!! ～～～～ 
 

当社では、東日本大震災の発災直後から、東北地方の港湾・漁港を中心に被災状況調査の業務

等を遂行することで、復旧・復興の一助として尽力しております。これらの業務は、当社の顧客

である公益法人をはじめ、建設コンサルタント会社や測量会社からの依頼であり、2011年9月

末現在で計28件となっています。 

東北地方の復旧・復興に向けて、今後もこのような業務依頼は、継続することが想定されます。

これまでの業務依頼につきましては、災害対策本部(東京支店)を窓口とさせて頂いておりまし

たが、この度、１０月１日より仙台市内に｢東北オフィス｣を開設できる運びとなりました。 

東北地域に拠点を置くことにより、「地域密着型の営業対応」、「これまで以上の迅速な

サービス」、「地元の風を肌で感じる」ことが可能となりました。 

今後とも、お客様をはじめ、地域住民を第一主義として、より一層精進していきます。 

 

 

 

1. 開所日 平成23 年10 月1 日（土） 

2. 所在地 宮城県仙台市青葉区春日町11-23-1003 
            ミクニヤ 

TEL 022－217－3928 

FAX 022－217－3929 

3. 東北オフィス 所長：米花 正三 

 

 ※JR仙台駅から地下鉄南北線で 

 2駅目 勾当台公園徒歩10分 

 

 写真５ 破壊された防波堤背面  写真６ 防波堤背後の被害状況 



 

●事業（実績例）●事業（実績例）●事業（実績例）●事業（実績例）    

業業業業 務 実 績 務 実 績 務 実 績 務 実 績 
自然環境情報・予測評価情報を解りやすく的確に伝えることが、 

インターフェースとしての私達の仕事です。 

斐伊川水系河床材料調査業務             国土交通省 

鮫川流砂系における堆積物調査業務           国土交通省 

六角川水系河床変動調査              国土交通省 

森林生態系多様性基礎調査事業                 林野庁  

萩原山分区（一ノ瀬川流域）荒廃渓流復旧工事測量設計委託     東京都  

御蔵島西川砂防基本計画策定業務            東京都 

土砂災害危険区域に関する調査委託           東京都 

小骨ヶ洞地質調査及び詳細設計             東京都 

森林資源モニタリング調査              東京都・神奈川県 

三崎漁港修築事業（公共）ニ町谷波浪観測調査委託       神奈川県 

対照流域法調査地事前検討業務委託           神奈川県  

急傾斜地崩壊対策施設測量及び概略設計          東大阪市  

底泥流動特性の把握に関する現地調査業務          (独)港湾空港技術研究所 

漁港計画策定調査検討業務                 (国)鳥取大学 

砂防堰堤および緑の砂防ゾーン詳細設計          民間企業 

｢土砂災害防止法｣に伴う砂防基礎調査           民間企業 

グリーベルト整備事業               民間企業 

複層林型保安林整備推進事業             民間企業 

高潮浸水予測調査委託               民間企業 

河川、砂防及び海岸・海洋／森林土木          取引先              河川、砂防及び海岸・海洋／森林土木          取引先              河川、砂防及び海岸・海洋／森林土木          取引先              河川、砂防及び海岸・海洋／森林土木          取引先              

２ ４ 

会員企業である弊社は、この呼びかけに応じ、

岩手県山田町や宮古市田老の漁協関係者の方々

に救命胴衣、水産用合羽、Tシャツ等を送らせて

頂きました。 

弊社は、創業以来、海での調査業務を通じて、

成長してきた会社です。その度に多くの漁業関係

者の方々にお世話になってきました。弊社として

も少しでも漁業関係者の復旧・復興に役立ちたい

と思っています。 

今回、被災された漁業関係者の方々に物資を提

供することで、これまでの恩返しに少しでもなれ

ば、そして、1日でも早い被災地での水産業復興

に繋がればと願っております。 

東京支店 中村明日人 

 

後日漁協を訪問した際の様子 

～ 津波で被災した漁協に支援物資の提供 ～ 

東日本大震災の津波によって多くの方々が

被災し、東北地方の水産業も壊滅的な被害を受

けました。 

被災地の漁業関係者の方々は、1日でも早く

水産業を復旧・復興しようと前向きに取り組ま

れております。 

まず、復旧の第１段階である瓦礫撤去作業が

必要ですが、津波によって作業に必要な救命胴

衣や合羽が不足するという事態になっていま

した。被災地支援の一環として、社団法人マリ

ノフォーラム21が会員企業に呼びかけ、救命

胴衣や合羽を被災地に送ろうということにな

りました。 

提供した支援物資 

浜田港福井地区防波堤（新北）健全度点検業務         国土交通省 

栽培漁業センター五島事業場取水管改修その他工事設計業務     農林水産省 

中央防波堤外側護岸補修設計                                     東京都 

伊豆諸島港湾施設維持管理計画策定委託          東京都 

分水路健全度調査委託               東京都 

島根県立中海貯水木場浚渫埋立工事調査設計業務            島根県 

川崎港港湾施設（護岸・物揚場）現況・詳細調査委託          川崎市 

橋梁定期点検業務                川崎市 

横須賀港港湾施設維持管理計画策定業務          横須賀市 

分水施設取水樋門継目補修方法検討           (独)水資源機構  

水産物供給基盤機能保全計画策定業務           民間企業 

Ｔ地区高規格堤防設計業務                      民間企業 

国有港湾施設維持管理計画策定業務           民間企業 

土木設計関連（港湾・漁港、河川・海岸、道路・橋梁等）    取引先              土木設計関連（港湾・漁港、河川・海岸、道路・橋梁等）    取引先              土木設計関連（港湾・漁港、河川・海岸、道路・橋梁等）    取引先              土木設計関連（港湾・漁港、河川・海岸、道路・橋梁等）    取引先              

気象台整備事業に係るアンケート調査資料作成業務       国土交通省                            

西高島平駅コンコーススラブ調査委託                 東京都 

浄水場耐震診断調査               民間企業 

水門管理棟他耐震診断調査                      民間企業 

建築関連（施設、建物等）                   取引先              建築関連（施設、建物等）                   取引先              建築関連（施設、建物等）                   取引先              建築関連（施設、建物等）                   取引先              

計画関連                      取引先         計画関連                      取引先         計画関連                      取引先         計画関連                      取引先         

釜石港災害時初動マニュアル作成業務           国土交通省 

災害時要援護者向け緊急情報等整理業務          国土交通省 

高潮・津波から避難方策多様化に関する調査業務        国土交通省 

チャレンジ25地域づくり事業委託業務           環境省 

防災知識普及モデル事業の実施業務           内閣府 

大規模震災対処（想定東海地震対応）図上訓練支援業務      内閣府 

参加型救命設計システム構築（避難シミュレーション開発）     消防庁 

地震時における地域の防災力向上方策に関する調査研究委託     東京消防庁 

重要インフラ間の被害波及軽減のための調査         (独)防災科学技術研究所 

東出雲町一般廃棄物処理基本計画改訂業務              NPO 

事業継続計画策定業務委託                 民間企業 

広域防災拠点整備計画               民間企業  

環境修復・漁場改善                    取引先              環境修復・漁場改善                    取引先              環境修復・漁場改善                    取引先              環境修復・漁場改善                    取引先              

瀬戸内海臨海部の汚濁防止及び環境浄化・修復技術手法の検討調査    経済産業省 

有明海漁場造成技術開発委託事 業            水産庁 

平成22年度赤潮被害養殖業に対する再建支援緊急対策委託      水産庁 

播磨灘中西部加島第２増殖場調査業務           兵庫県 

七尾湾アカガイ漁場の再生試験             石川県 

咲洲キャナル水質改善策検討及び試験施工実施業務       大阪市 

熊本城備前堀浄化手法調査業務委託           熊本市 

呉地域海洋環境プロジェクト調査研究業務          呉市 

貧酸素水塊漁業被害防止対策事業             (独)水産総合研究センター 

スラッジシャッター焼却灰の溶出抑制に関する調査       民間企業 

建設環境（環境アセスメント、自然環境）        取引先              建設環境（環境アセスメント、自然環境）        取引先              建設環境（環境アセスメント、自然環境）        取引先              建設環境（環境アセスメント、自然環境）        取引先              

紀伊水道沖流況調査                         国土交通省 

太田川河川環境改善等調査業務             国土交通省 

市民参加型調査のための資料作成業務  国土交通省  

海域景観資質調査業務（三河湾・吉野熊野国立公園）       環境省 

イタセンパラ生息域外保全検討業務           環境省 

県内生き物調査成果集約委託             神奈川県 

日野川河川調査「鮎の遡上調査業務委託」          鳥取県 

広島県海洋生物等モニタリング調査および海域環境評価業務     広島県 

高見機場付着生物調査業務              (独)水資源機構 

自然資源保全管理戦略検討調査             (社)中国地方総合研究センター 

大阪湾再生に向けた住民参加型沿岸管理・モニタリング手法検討    ＮＰＯ 

清水港内港航路（-12ｍ）深浅測量            国土交通省 

三島川之江港金子地区防波堤（西）磁気探査         国土交通省 

河岸防御の安全性点検高度化に向けた河床洗掘部調査業務      国土交通省 

長浜地区地すべり調査委託              東京都 

一宮川土質調査業務               千葉県 

海水淡水化事業海水取水管管理調査業務          民間企業 

土質・地質・測量一般・物理探査                取引先              土質・地質・測量一般・物理探査                取引先              土質・地質・測量一般・物理探査                取引先              土質・地質・測量一般・物理探査                取引先              
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