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第 ５ 号       （平成 1６年２月１日発行） 

 

 

第 ８ 号    (平成 1７年７月１５日発行) 

 

●新社長のご挨拶 

顧客の信頼と持続的な成長を目指して 

 

代表取締役社長 中村俊彦 

 

日頃から皆様方の暖かいご愛顧を賜り、心から感謝申し上げま

す。 

この度、平成 17 年 6 月 29 日付で、田中前社長（現会長）の後

を受け、社長に就任いたしました。この大任を果たすべく渾身の

力を振り絞り、弊社㈱エコーの持続的な成長を目指していく決意

でおります。 

 

建設コンサルタント業界を含め、企業を取り巻く環境が大きく

変わりつつあります。社会の企業に対する見方も、収益性や成長

性に加え、人間性や文化性が重視されるとともに、環境や人に優

しい企業へと変化してきております。 

私たちも倫理観を持って、より良くより安く価値（サービス）を提供するという経済活

動だけではなく、自らの企業が社会や環境に与えるマイナス面を常に意識し、その最小化

に努めていくことが、非常に大切であるということを強く感じております。 

 

私たちは、このような社会の要請の変化に的確に対応し、社会的な視点と未来への展望

を持った長期的な視点で自らの使命をしっかり認識するために、 

「質の高いサービス」 （high quality Service） 

「持 続 的 な 成 長」 （Sustainable growth） 

「社  員  の  満  足」 （associates Satisfaction） 

をキーワードとする「エコーSSS プラン」（中期経営計画）をこの 4 月からスタートさせ、

活動を始めております。 

 

企業活動は、社員の活動の集積であり、どんなに立派な使命や理念を掲げても、それが

社員の活動を通じて具現化されなければ意味がありません。 

弊社は、港湾・海岸・河川・漁港・海洋等に関する専門エンジニアリングコンサルタン

トとして、現在までに育み培ってきた文化・技術をさらに充実させ、皆様方の期待に応え

かつ信頼される企業創りに役職員一同、一丸となって邁進してまいります。 

今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

 

 

Env i ronmenta l  Consu l tant  fo r  Ocean and Human 
 
エコー・ニュースレター 
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●表 彰 

１．平成 16 年度業務等表彰  
(1)優良業務表彰  

件 名  表彰者  
青森港油川地区防波堤(第一北 )水理模型実験  国土交通省関東地方整備局長  
伏木富山港(伏木地区 )静穏度実験  国土交通省北陸地方整備局長  
安波ダム魚類調査  沖縄総合事務局北部ダム統合管理事務所長  

(2)優秀技術者表彰 

技術者名  件 名  表彰者  

宮崎和行  
青森港油川地区防波堤 (第一北 )水理
模型実験  

国土交通省関東地方整備局長  

森伊佐男  安波ダム魚類調査  沖縄総合事務局北部ダム統合管理事務所長  

 

２．平成 17 年度港湾功労者日本港湾協会賞：（(社)日本港湾協会） 

(1)港湾功労者表彰（個人表彰） 

技術者名  
北山 優  谷川 昇  

(2)日本港湾協会論文賞  
技術者  名称  

溝口 忠弘・山本 秀一  港湾整備におけるサンゴ群集の環境修復技術  
（執筆者欄は、共著であっても当社社員のみを記載） 

 

●日本港湾協会論文賞の業績の内容((社)日本港湾協会資料より) 

１．業績名：港湾整備におけるサンゴ群集の環境修復技術  
２．表彰者：赤倉康寛（沖縄総合事務局開発建設部港湾計画課長）、花城盛三（元沖縄総合事務

局開発建設部港湾空港整備調整官）、浦辺信一（元那覇港湾･空港整備事務所長）、前原弘海

（平良港湾事務所長）、小野正博（元石垣港湾事務所長）、溝口忠弘（元港湾空間高度化環

境研究センター調査役）、山本秀一（㈱エコー沿岸環境部長） 

３．内容及び特に優れた点 

沖縄県の港湾整備過程において、沖縄の資産であるサンゴ群集との共生を図るため、サ

ンゴ群集の移植に関する研究や人工構造物への着生過程の調査を実施してきた。 

人口 100 万人の生活経済物資を支える港湾の地先において、人工構造物への見事なサン

ゴ着生を実現させている。さらに、サンゴ着生の促進技術、サンゴ成長に適した環境条件

形成技術を確立してきており、今後の港湾整備において非常に有用なことが、生物学を中

心とする学会においても認められた。 

４．業績の新規性、将来性 

本報告は、サンゴと共生した港湾整備のために長年に渡って開発されてきた環境修復技

術を発表したものである。国際サンゴ礁シンポジウムはサンゴの生物的見地についての発

表が多い中で、我が国港湾技術として初めて研究発表を行っており、人口集積地域のすぐ

地先においてサンゴとの共生が実現されていることは高い評価を受けている。今後の我が

国やその他亜熱帯圏域における港湾整備にとって非常に有用な技術である。 
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●技術紹介 

＜港湾構造物の信頼性設計＞ 
１．概要  
土木構造物の設計手法は、近年の国際標準化（WTO 政府
調達協定、ISO規格、Eurocodes）の論議と並行して、各方
面で新しい設計手法が検討されており、これは将来的に

国内基準と国際基準との整合性を図るためのもので、そ

のキーワードとして「性能設計」、「信頼性設計」、「限界

状態設計」が土木分野で大きな話題となっております。  
港湾構造物では、平成 11 年度の設計基準改訂で信頼性
設計、限界状態設計の概念が一部構造物の

設計について取り入れられ、次回（平成

18 年度予定）の基準改定において、本格
的な信頼性設計法へと移行する予定です。 
信頼性設計には安全性照査方法の違いに

より右表に示す３つのレベルがあります。 
 このうち、レベル I 信頼性設計法は、
部分係数法を照査手法として、Rd（耐力の設計用値）≧Sd（作用荷重の設計用値）を評価する

もので、抵抗力や作用荷重について、確率的な特性を考慮した部分安全係数を定めて、その破

壊モードに対する信頼度を与えようとする方法です。この部分係数法は、破壊モードの生起確

率を定量的に評価するものではありませんが、現行の設計方法に近く、比較的簡便であること

から、基準改定後の使用頻度が最も高い手法であると言えます。  
２．計算事例  
下表は、現行設計法での既設計断面に対して、レベル I 信頼性設計法を用いて設計した場合
の計算結果を示したもので、これまでの設計法とは異なる計算結果を得る場合もあります。弊

社ではこのように、レベル I 信頼性設計法（部分係数法）はもとより、レベルⅢ信頼性設計法
（期待滑動量による防波堤設計、期待被災度による消波ﾌﾞﾛｯｸ算定等）も含めて、基準改定に

即座に対応できるよう情報収集と準備を行っております。  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (沿岸デザイン本部 設計部) 

型式 概略断面図 項目 現行設計法 ﾚﾍﾞﾙ1信頼性設計 断面変化

堤体幅 B=19.0m B=19.0m

滑　動
Fs=1.342
　　　>1.2

Rd/Sd=1.021
　　　　　>1.0

転　倒
Fs=1.970
　　　>1.2

Rd/Sd=1.633
　　　　　>1.0

堤体幅 B=9.0m B=8.0m

滑　動
Fs=1.316
　　　>1.2

Rd/Sd=1.020
　　　　　>1.0

転　倒
Fs=1.255
　　　>1.2

Rd/Sd=1.642
　　　　　>1.0

堤体幅 B=7.5m B=9.5m

滑　動
Fs=1.321
　　　>1.2

Rd/Sd=1.023
　　　　　>1.0

転　倒
Fs=2.936
　　　>1.2

Rd/Sd=1.511
　　　　　>1.0

変化無し

堤体幅
1.0m減

堤体幅
2.0m増

直立消波ﾌﾞ
ﾛｯｸ堤

ケーソン式
混成堤

消波ﾌﾞﾛｯｸ
被覆堤

図 -1.設計手法の国際基準化  

表 -1.設計法の区分  

表－２．現行設計法と信頼性設計による防波堤設計の事例  
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●発表論文紹介 

１．5th International Conference on Coastal Dynamics 2005、Spain、4-8 April、2005 

Computation of setup and longshore currents by directional random 

spectral waves  
合田良実 

２．Coastal Engineering 2004 論文集 

Characteristics of Infragravity Waves around Japan in relation to 

Wind Waves 
仲井圭二 

Multi-level Strom Surge Model Incorporating Density Stratification 

and Wave Setup 

柴木秀之・仲井圭二・

鈴山勝之 

Use of X-Band Rader for Wave and Beach Morphology Analysis 李 在炯・坂井隆行 

Wave Data Analysis by HILBERT HUANG Transform and Conventional 

Discretization Methods 
ALBENA D.VELTCHEVA

３．「自然再生」＜生態工学的アプローチ＞：ソフトサイエンス社 

沖縄の港湾整備におけるサンゴ礁保全技術 山本秀一 

４．「環境技術５月号」＜水環境における自然再生プロジェクトの現状＞ 

沖縄の港湾整備におけるサンゴ群集再生事業 山本秀一 

（執筆者欄は、共著であっても当社社員のみを記載） 

 

●役 員（平成１７年６月２９日） 

取締役会長 田中 則男  

代表取締役社長（昇任） 中村 俊彦  

常務取締役 伊坂  充 沿岸デザイン本部長 

取締役 安藤 清康 総務部長 

取締役（新任） 小澤 大造 営業担当 

取締役（昇任） 松浦 榮一 海外コンサルタント本部長 

取締役（昇任） 西谷  望 河川･環境本部長 

執行役員  今井 善信 企画部長、システム管理部長 

執行役員  児玉 理彦 営業部長 

執行役員（新任）  上原 教善 沿岸デザイン本部副本部長、設計部長 

 

 

 

http://www.ecoh.co.jp    編集・発行   企画部

本 社 /110-0014東京都台東区北上野 2-6-4 上野竹内ﾋﾞﾙ TEL03-5828-2181  FAX03-5828-2175 
ダイヤルイン  総務部  03-5828-2181 企画部･システム管理部  2182 営業部  2183 
沿岸デザイン本部／環境水工部  2173 技術管理部･水理実験部  2174 調査解析部･海象解析部  2184

設計部･白島ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室  2186 沿岸環境部  2188 計画部  2189  
河川・環境本部 03-5828-2187  海外コンサルタント本部 03-5828-8412  技術研究所/土浦 
事務所等/北海道,東北,北陸,水戸,横浜,名古屋,神戸,中国,四国,九州,沖縄,北九州,長崎,鹿児島 


