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           創 刊 号  （平成 14 年 11 月 1 日発行）    

●ご挨拶 

 
顧客から信頼される会社を目指して 

 
株式会社 エ コ ー 
代表取締役社長 田中則男 

 
 この度「エコー・ニュースレター」を発
刊することといたしました。当ニュースは
当面季刊とし、我が社の社業と技術情報等
を、広く皆様にお知らせすることを目的と
しております。新しい社会環境に対応し、
発注者の皆様と規律ある関係を保ちながら、
「我が社の実体」と「技術力」についてご
理解を頂く活動は、欠かすことのできない
ものと考えております。このような活動に
つきまして、皆様からの忌憚のないご意見
をお寄せいただければ幸いです。 
  
我が社は中長期品質目標として、以下の
事項を挙げております。 

 
「わが社は、受託を受けて制作し、提出す
る成果品が､顧客の要求を 120%満足させ
ることを目標として品質の向上に努める。
成果品は以下の水準を満たしていなくて
はならない。」 
（１） 顧客が明示した要求事項のみなら

ず、暗黙のニーズを十分に満たして
いること。 

（２） 顧客が設定した納期を厳守するこ
と。 

（３） 成果品の技術内容が、斯界（その分
野）の最先端の水準であること。 

（４） 環境保全を含む社会的要求事項に
も配慮していること。 

この目標を達成するためには、先ず、社
員の技術力を高めていくことが不可欠であ
ります。「コンサルタント会社は、人が唯一
の財産」と言う認識に立ち、社員に対して、
厳しく能力主義を貫くと同時に、技術士等
の資格取得に対する奨励・支援、社員の公
的研究機関への派遣、学位取得の支援、技
術成果の公表等を積極的に実施しておりま
す。 
また、受注業務の遂行過程において、発
注者の皆様との十分な協議と発注者に対す
る誠実な対応を通じて、発注者との意志の
疎通をより緊密に保つよう、社員に指示し
ております。 
 現状では、私が掲げた目標に対して、社
員の行動は満足のいくものではないかも知
れません。お気付きの際には、この一文を
楯に我が社社員をご指導いただければ幸い
です。 
 最近、技術を安売りする行為が一部に見
られます。このような状況を改善するため
にも、業者を特定する際に、技術提案型の
プロポーザル方式が多く採用されることを
願ってやみません。その時にきちんと対応
ができるよう、我が社は技術力の向上に努
め、上記に掲げた中長期品質目標を達成し
ていく所存でありますので、今後ともご指
導よろしくお願い申し上げます。 
 

Environmental Consultant for Ocean and Human
エコー・ニュースレター 



●発表論文（平成 14 年度上半期分） 

 
１．第 12 回国際海洋極地工学会議 

12th International Society of Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE) 
  北九州市（日本）、2002 年 5 月 26 日～31 日 
①「Nearshore Profile Change of Niigata West Beach」 黒木敬司 

 
２．第 27 回海洋開発シンポジウム 
  下関市、2002 年 6 月 6 日～7 日 
①「段階的砕波係数を導入した３次元地形場の不規則波浪変形計算」 合田良実 

 
３．第 28 回国際海岸工学会議 
  28th International Conference for Coastal Engineering (ICCE) 
  Cardiff（イギリス）、2002 年 7 月 7 日～12 日 
①「A Fast Numerical Scheme for Unsaturated Random Breaking Waves in 

3-D Bathymetry」 
合田良実 

② 「 Influence of low-frequency standing waves on longshore bar 
development」 

山田貴裕 

③「Hydraulic characteristics of seawall with permeable terrace」 鈴木智浩 
 
４．第 49 回海岸工学講演会 
  2002 年 10 月 23 日～25 日に釧路にて開催された「第 49 回海岸工学講演会」には、当社

から 18 編の論文が発表されました。詳細については次号のエコー・ニュースレターでご紹

介する予定です。 
 （注）論文執筆者欄には、共著であっても当社社員名のみを記載しています。 
 

●表彰（平成 13 年度業務） 

 
１．優良業務表彰 

件名 表彰者 
「富士川河川調査」 国土交通省関東地方整備局長 
「一般廃棄物の焼却灰利用技術開発調査」 国土交通省北陸地方整備局長 
「多摩川河川ふれあい施設等検討業務」 国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所長 

 
２．優秀技術者表彰 

技術者名 件名 表彰者 
伊坂 充 「富士川河川調査」 国土交通省関東地方整備局長 

 森 伊佐男 「庄川水辺の楽校計画検討業務」 国土交通省北陸地方整備局長 
 森 伊佐男 「多摩川河川ふれあい施設等検討業務」 国土交通省関東地方整備局 

京浜工事事務所長 
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●技術紹介 

＜ＦＬＩＰ（新しい耐震設計法）＞ 

１．概要 

 平成 7 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震は多くの犠牲者を出すとともに、岸壁・

護岸等の港湾施設のみならず、道路・鉄道の橋梁、地下鉄、地下埋設管等の広範、多種な

土木構造物に未曾有の大被害を与えると同時に、貴重な教訓も与えてくれました。 

 ○今までの基準で見直すべき事項として、 

   ①液状化判定における細目 

   ②構造細目に関する耐震規定 

   ③構造系全体を考慮した設計法 

   ④地下構造物および埋設管路の耐震設計のための地盤の変形量 

 ○新耐震基準で今後新たに考慮すべき事項として、 

   ①構造部材および構造系の変形性能の照査方法 

   ②重要度の高い盛土、堤防等の土構造物、擁壁、岸壁等の土留構造物の耐震性照査 

   ③液状化等による地盤の水平移動を想定した地盤と構造物基礎との相互作用の評価 

   ④耐震計算における動的解析法の積極的活用 

   ⑤免震・制震構造の採用と耐震設計法 

   ⑥構造物の耐震診断方法と補強方法 

これらの教訓を一言でいうと、 

   『これからの耐震設計は、液状化を考慮し、かつ地盤～構造物連成解析 

              による被害予測（変形照査）を適切に評価反映する。』 

ということではないでしょうか。また、これは新しい設計手法として提唱されている性能

設計の耐震バージョンとも言えます。 

これらを背景として、新しい耐震設計法のツールとして用いられるのが FLIP（Finite 

element analysis of Liquefaction Program）です。 

FLIP は、地盤～構造物までをモデル化して、地震波を与え、構造物の地震時シミュレ

ーション（有効応力法非線形動的解析）を行い、地盤、構造物の挙動等の変位を求めるこ

とができます。施設およびその周辺の挙動等の変位量が適切に算出されると、適正な被害

予測が可能となり、安全性・経済性に優れた、地震に強い施設設計が可能となります。 

 

２．解析例 

 右図は FLIP の出力例です。 

 当社では、FLIP を用いた耐震設計をはじ 

め、耐震照査による既設構造物の安全性の 

確認及び耐震対策工の提案など、 

①地震動の設定→②モデル地震波の作成→ 
③解析→④評価→⑤詳細設計 

までをトータルに実施しています。 

 

「詳細な解析結果と評価」、「解析の流れ」、「与えた地震波形」などの詳細について

は、当社のホームページ技術紹介コーナーをご覧ください。 

（問い合わせ先：沿岸デザイン本部 計画設計部 福原） 
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●組織（平成14年4月1日改正） 

 
 平成14 年4 月1 日に組織を改正いたしました。 
 主な改正点は以下のとおりです（詳しくはホームページの組織図をご覧ください。） 
 
 ・従来の「環境・計画部」、「環境水理部」、「設計部」を統合し、「沿岸デザイン本部」とその下

部組織である「企画調整室」、「環境水工部」、「計画設計部」に再編 
従来組織と新組織の関係 

  旧組織 新組織 
― 沿岸デザイン本部 企画調整室（新設） 

環境・計画部（環境部門） 
環境水理部（数値解析・水理実験部門（横浜分室）） 

沿岸デザイン本部 環境水工部 
（数値解析・水理実験部門は横浜事務所駐在） 

環境・計画部（計画部門） 
環境水理部（調査解析部門） 
設計部 

沿岸デザイン本部 計画設計部 

 
 ・従来の「河川・環境部」を「河川・環境本部」に改称し、下部組織として「計画設計部」と「環

境部」を新設 
 
 ・従来の「海外事業部」を「海外コンサルタント本部」に改称 
 

●役員（平成14年6月27日） 

 

代表取締役社長 田中 則男  

専務取締役 中村 俊彦 営業部、河川・環境本部及び技術研究所管掌、沿岸デザイン本部長

常務取締役 谷川 昇 総務部及び海外コンサルタント本部管掌 

取締役 小沢 保臣 システム管理部長、品質管理室長兼務 

取締役 宮崎 和行 沿岸デザイン本部副本部長、環境水工部長兼務 

取締役 伊坂 充 河川・環境本部長 

取締役 松村 好造 海外コンサルタント本部長 
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