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第 ３ 号       （平成 1５年５月 20 日発行） 

 

●合田良實顧問 土木学会学会賞 功績賞受賞 

当社の合田良實顧問が平成14年度土木学会賞 功績賞を受賞しました。 
功績賞とは、土木工学の進歩、土木事業の発達、土木学会の運営に顕著な貢献をな

したと認められたものに授受されるものです。 
受賞者は、わが国の土木技術の発展に大きく貢献された方々７名であります。 
合田顧問の受賞の挨拶 

『この度は，はからずも平成14年度土木学会学会賞の功績賞を受賞させて頂くことに

なりました。大変に名誉なことであり，心から有り難く思っております。 

ご推挙していただいた理由を私なりに考えてみますと，1960年代後半から1970年代に

かけて，港湾技術研究所の研究室各位のご協力で波圧公式を含む不規則波の設計体系 

を構築したことが思い当たります。当時は全国各地で港湾建設が急ピッチで進められていて，現場の技術者

から新しい設計法を要望する声が高まり，研究所の各部門はそれに答えるために全力を挙げていました。研

究室での成果も，直轄港湾技術者との厳しい討論を経て，1979年に策定された「港湾の施設の技術上の基準・

同解説」にその大要を記載させて頂きました。自分としては，研究と実務がかみ合った良い時代に巡り会わ

せた幸せを深く感じています。 

 今はグローバルな技術競争の時代であり，設計基準の国際化が迫られています。これからしばらくは，私

もそのために微力ながら貢献するつもりでおりますので，よろしくご鞭撻下さるようお願いいたします。』 

 

 

●土田肇氏 当社顧問に就任 

当社は、元運輸省港湾技術研究所所長の土田肇氏を顧問に迎え、社業の充実強化 

を図ることとしました。 

土田顧問の就任の挨拶 

『株式会社エコーに勤務することになりました。これまでのご

厚誼にお礼申し上げますとともに、今後のご鞭撻ご支援の程お願

い申し上げます。 
自己紹介を兼ねて、私が関係した仕事のことのいくつかを記し

てみます。港湾技術研究所では主に港湾施設の耐震問題に関わる

研究に従事しました。岸壁に作用する地震時土圧の実験的研究を

し、その実験で砂質土の液状化に出会いました。それが後に液状

化についての港湾の技術基準につながりました。次に港湾におけ

る強震観測にも従事しました。これは業務的な面と研究的な面を

併せ持った仕事でした。昭和３９年に発生した新潟地震をはじめ

とし、それ以降の主な地震による被害はほぼ総て見て、被害の解

析に参加してきました。そのほか、各種の構造物の開発・設計に

関わる技術検討会に参加してきました。 
私の経験や知見などがお役にたつところがあれば活用していた

だいて、会社や社会のためにお役にたちたいと思っております。

よろしくお願い申し上げます。』 

合田 良實顧問 

・昭和 33 年：運輸省入省 
・昭和 40 年：運輸省港湾技術研究所 

構造部耐震構造研究室長 
・昭和 55 年：運輸省港湾技術研究所 
       構造部長 
・昭和 63 年：運輸省港湾技術研究所 
       所長 
・平成 3 年 ：(財)沿岸開発技術研究ｾﾝﾀｰ 

 理事長 
・平成８年 ：新日本製鉄株式会社 参与 
・平成 15 年：株式会社 エコー顧問就任 

土田 肇顧問  
 
略  歴 
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●品質マネジメントシステム2000年版への移行 

当社は、２００３年４月１８日、ISO9001規格2000年版に基づく品質マネジメントシステムへの移行につ

いて登録を認められました（審査機関：SCOPEマネジメントシステム）。 

ISO9001規格2000年版は、旧版である1994年版で要求されていた検査・検証に重点を置いた「品質保証」

に加えて、システムの継続的な改善による顧客満足度の向上が重要な要求事項となっています。 

当社では、2001年 3月に認証を受けたISO9001:1994版の導入時から、報告書や図面のような成果品だけ

でなく、協議・打合せへの対応などお客様へのサービスをも品質の管理対象とするシステムを構築して参り

ました。 

この度のISO9001規格2000年版の導入により、教育・訓練の充実や情報の共有化など、個々の社員の技術

力をさらに強化することに加えて、組織による適確なサポート体制を確立して、これまで以上のサービスを

お客様に提供することを目指して参ります。 

 
＜平成 15 年度品質目標＞ 

お客様のサービス向上に努めることを目指し、平成１５年度の全社の品質目標を以下のようにしました。 
『指示待ちの姿勢を改め、発注者や上司とのコミュニケーションを積極的に図り、主体性をもって業務に取

り込む』 

 

●公的資格者（平成 15 年 4 月 1 日現在） 

 

●発表論文（平成 14 年度下半期分） 

1.第５回国際流体力学会議 

5th International Conference on Coastal Engineering (ICHD 2002) 台南市，2002 年 10 月 31 日～11 月 2 日 
“The spread parameter of extreme wave height distribution for performance-based design of 

maritime structures” 
合田良實 

2.アメリカ土木学会学術誌 

“Revisiting Wilson's formulas for simplified wind-wave prediction,” 合田良實 

3.Eco-Engineering, 14(3) 

“Coral growth processes using multiple regression analysis and neural network model.” 山本秀一 

 

●感謝状（平成 14 年度下半期業務） 

件  名 表彰者 
「パラオ国カヤンゲル州漁業施設改善計画」 パラオ国カヤンゲル州知事・州議会議長・大酋長 

資格名 部 門 資格者数 新規取得数 

博士 工学・農業経済学・生物資源工学 ７名 ２名 

総合技術監理（建設） ４名 ３名 

建設（都市計画及び地方計画） １名  

建設（河川,砂防及び海岸） ４名  

建設（港湾及び空港） ６名 ２名 

建設（建設環境） ７名  

技術士 

水産（水産土木） ２名  

一級建築士  １名  

ＲＣＣＭ 河川,砂防及び海岸、港湾及び空港 他 ２３名 ５名 

一級土木施工管理技士  ２３名 １名 
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●技術紹介 

＜サンゴ群集の移築＞ 

 

１．概 要 

サンゴ群集の創造・再生手法として、サンゴをボンドや針金などで固定する［サンゴの移植］が行われて

います。成長の速いミドリイシ属等を移植することは、早期にサンゴ群集を創造・再生するために有効であ

ると考えられます。一方、埋立等の工事に伴うサンゴ群集の消滅が避けられない場合、消滅範囲に生息する

サンゴ群集を他の場所に移動することによって保全することが求められます。この場合、移動させる対象は、

再生するのに長い年月を必要とする大型の群体や、多数の群体が高被度に生息している場所となります。ま

た、サンゴ群集上で生育・生息しているサンゴ以外の動植物も移動して「系」として保全することが望まし

いでしょう。 

以上のような要求に対し、サンゴ等が生息している岩盤や岩塊を掘り出して他の場所に移動する手法を

［サンゴ群集の移築］と称して技術開発が行われています。 
「サンゴ群集の移築」は、平良港において平成 10 年度から実施されており、沿岸デザイン本部沿岸環境部

では、サンゴ群集の移築に際し、移築元および移築先を選定するとともに、移築後のモニタリング調査を実

施しています。また、移築工事の施工会社と協力して施工技術開発に貢献し、本技術は、内閣府沖縄総合事

務局、株式会社エコー、工事施工会社５社による特許出願をしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
移築工事イメージ図（平良港湾工事事務所パンフレットより） 

 
２．モニタリング調査結果 

平良港防波堤に移築したサンゴ群集のモニタリング調査結果より、移築後のサンゴ群集は大部分が生存し

ており、順調に成長していることが確認されました。したがって、移築行為そのものがサンゴに与えるスト

レスは小さいことがわかりました。 

なお、移築工事の際にサンゴの一部が傷ついたり脱落することがあます。また、大きな岩盤や岩塊が採れ

ないと波浪に対して不安定となります。今後は、施工技術の改良・開発が求められます。 

 

（担当：沿岸デザイン本部 沿岸環境部） 

 

●組織（平成 15 年 4 月 1 日改正） 

 平成15年4月1日に沿岸デザイン本部の組織を改正いたしました。（詳細はホームページをご覧ください） 
 
   旧組織 新組織 

企画調整室 技術管理部 

環境水工部 沿岸環境部、環境水工部、水理実験部、海象解析部 

計画設計部 計画部、調査解析部、設計部 
沿岸デザイン本部  

白島プロジェクト室 白島プロジェクト室 

1 3 

  
1：岩盤採取 

(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ及びｴｱｰﾘﾌﾄによる掘り出し) 
2：運搬（玉掛け） 3：運搬（海中で吊ったまま運搬）

3 



4 

●外国紹介 

＜モロッコ王国 （Kingdom of Morocco）＞ 

 
海外コンサルタント本部では、日本国 ODA 無償資金協力によるプロジェクトとして、平成 11 年～平成

12 年にスイラケディマ漁村開発計画の基本設計、詳細設計、施工監理を、平成 14 年度からはシディハセイ

ン零細漁村整備計画の基本設計を実施し、現在は詳細設計を行なっています。 
1.位置・面積 

アフリカ大陸の北西端に位置し、南はモーリタニア・イスラム共和

国と、東はアルジェリア民主人民共和国と国境を接し、面積は約 447
千 km2、海外線の長さは約 3,446km です。 
2.気 候 

気候は大西洋側、地中海側、内陸部で若干異なっていますが、大別

して雨季と乾季に分けられます。日中の最高気温は 35～37 度（7～9
月）、最低気温は 1 度前後（1～2 月）で降雨量は乾季（3～9 月）で

40mm／月以下、雨季（10～2 月）は多くても 100mm／月程度です。 
3.生活・文化 

人口は2,920万人（首都ラバト66万人、カサブランカ331万人:2001
年）で人口増加率は前年比 1.6％です。公用語はアラビア語ですが、

都市部を中心に知識階級層ではフランス語を日常的に使用しています。

国民の 99％がイスラム教徒で、そのうち 90％がスンニ派です。 
4.社会経済状況 

2000 年の名目国内総生産（GDP）は 3,543 億 DH（US$1,166/C）

で、産業構成は第 1 次産業が約 50%を占め、中でも水産業はアフリカ大陸及びアラブ世界では第 1 位の生産

量（約 90 万トン）です。漁業大国として日本をはじめ海外へ水産物の輸出を行っています。王国全体の経

済状況は、北部地域の遅れが目立ち、インフラ整備や産業育成などによる南北格差の早急な是正が求められ

ています。都市部の失業率は 97 年から 99 年の間に 17%から 22%に上昇し、貧困層の人口は同期で 13%か

ら 19%に上昇するなどの問題を抱えています。 
5.現地情報 

ヨーロッパ圏が隣接するため、夏季は多くの観光客（主にフラン

ス）がバカンスに訪れます。都市部では欧米スタイルの若者が多く、

イスラム圏を忘れるくらいの錯覚に陥ることもあり、大型ショッピ

ングセンターでほとんどの生活必需品が揃うなど、不自由は全くあ

りません。また、イスラム圏では珍しくワインを生産しており、特

にメクネス産のワインが有名で、シーフード料理とワインで美味し

い食事ができます。地元料理ではクスクスやタジン（モロッコ風肉

じゃが？）といった料理が有名で、珍しい料理を味わうことができ

ます。  （担当：海外コンサルタント本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モロッコ王国 

モロッコ国位置図 

プロジェクトサイトでの水揚げ風景 
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