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第 ５ 号       （平成1６年２月１日発行） 

 

 

第 11 号    (平成 19年 1月４日発行) 

 

●トピックス 

＜合田顧問が瑞宝中綬章を受章＞ 
平成 18年 秋の叙勲において，運輸省行政事務功労として元港湾技術研究所長の合田良實顧問が瑞宝中授章
を受章しました。瑞宝中授章とは，国家又は公共に対し功労のある方で，公務等に長年にわたり従事し，成績

を上げた方に授与される勲章です。 
合田顧問は，弊社ホームページにも示しております

ように昭和 32年（1957年）に運輸省に入省，昭和
63 年（1988 年）に港湾技術研究所長を辞任した後
も横浜国立大学教授を歴任し，現在は横浜国立大学

名誉教授並びに株式会社エコー顧問として，海岸工

学の分野で世界的に活躍しております。 

      写真中央が合田顧問 
← 勲章写真はインターネット画像より引用 

○ 合田顧問からのコメント 

この度の私への叙勲は，港湾技術研究所 31 年間の勤務業績を主とし，横浜国立大学 12 年間，政府各種審議

会委員，海岸工学関連の国際活動などを評価していただいたものであろうと思量しております。これも常日頃

からいろいろとご指導ご鞭撻を頂いた皆様方のお陰と篤くお礼申し上げます。また，大勢の方からお祝いのお

言葉を賜り，誠にありがたく存じております。お陰で毎日元気で過ごしており，これからも海外・国内の学会

等の活動を続けていきたいと考えております。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 

●トピックス 

＜沖ノ鳥島に係る社会資本整備調査＞ 
弊社では(社)水産土木建設技術センターの実施する上記調査に協
力しており，スタッフとして３名の社員(山本秀一･北野倫生･久留
島暢之)が参加しております。水産土木建設技術センター会報に調
査実施状況についての記事がありましたの

で一部抜粋してご紹介致します。 

１．はじめに 

沖ノ鳥島の保全と水産業による同島の利

活用を図るために必要な施設整備の方向を

明確にするため，当センターは水産庁の委託を受けて，沖ノ鳥島の環礁の内外の生態系と基礎生産力の調査を主体

とする第1次調査を平成17年11月20日～12月6日まで実施し，沖ノ鳥島縁辺部の水産資源を明らかにするため
の第2次の漁獲試験調査を平成18年1月6日～19日まで実施したので調査状況の紹介をします。 

 

Env i ronmenta l  Consu l tan t s  fo r  Ocean  and  Human   
 
エコー・ニュースレター 



 2

２．気象･海象が非常に厳しい 

 この季節は風速10ｍ程度の北東の風が卓越して吹いており，風が弱まっても
7ｍ前後でしたが，その時は南東の風でした。波高は，ほぼ風速に比例していま
したが常時 1.5ｍ～2.5ｍあり，それに大きな波高のウネリが交じり，調査は厳
しい環境下で実施せざるを得ませんでした。398 トンの本船での調査でさえ，
島の南側であれば島が防波堤の役割をしてくれるのでなんとかやれますが，北

側では海況が穏やかな時でなければ無理でした。 
３．環礁付近は波浪がいつも高い 

 島を取巻く環礁には，常時波浪が盛り上がって押し寄せているため，全周で

砕波し，複雑な速い流れがあり，調査艇で環礁縁辺に近づくことは無理でした。

そのため環礁寄りの調査ポイントの調査は，断念するか沖寄りに変更せざるを

得ませんでした。 
４．環礁内は流れが意外に速い 

島の全周から海水が砕波によって環礁内に流入しているにもかかわらず，島の北側から流入する海水量が多いた

め（風が南東に変わった時でも北東からの波浪が強い），礁内の流れは北東から南西への流れが強く，島の北側に

行くほど流れが速いため島の北側の潜水調査はできませんでした。礁内に流入した海水の最終出口は航路口に集中

しているようであり，島の南西部の航路口は常時島の外に流出する速い流れがありました。 
５．潮の干満が環礁内調査に影響 

環礁内は外海よりは穏やかであっても潮の干満が調査に大

きく影響しました。この時期は大潮の干潮時でも環礁が姿を現

すことはなく，水位が高いので外海の波浪が絶えず環礁内に打

ち込むため，潮が満ちてくるのに伴い波浪が次第に高くなるの

で調査も次第に困難になってきます。 
６．環礁内の状況 

若いサンゴが多く，ダイビングに適した透明で美しい海中

風景があり，特に多様な色とりどりの大小の魚が多数観察で

きました。サンゴ等が生息していない場所は藍藻類や珪藻類

が見られ，それらを摂餌するナマコ類が非常に多いことから，

藻類系の基礎生産力も意外に多いことが覗えました。ウニ類

ではガンガゼが多く，貝類はシャコガイ(シラナミ)が卓越し
ていましたが他の貝類は非常に少なく，オニヒトデも意外に

僅かしか見かけませんでした。 
７．漁獲調査 

第 1次調査の時は魚群反応がありましたが，第 2次調査では海況が一変して魚群反応も全くありませんでし
た。それでもヒラキンメ，ナンヨウキンメ，ゲンメ及び深海性エビ類など約 30種類の魚介が獲れ，市場価値
の高いキンメ類は約 400kg程度獲れました。 
                 （水産土木建設技術センター会報No.75 2006.1.31発行より抜粋） 
○ 調査に主任研究員として参加した山本社員からのコメント 
平成 17年の 11月に 400トンの調査船で沖ノ鳥島へ行ってきました。調査団は、厳しい海象条件の中

で昼は礁内調査、夜は礁周辺の調査というハードな日程をこなして 12 月に沖縄に戻りました。私は学
生時代にダイビングクラブに所属し、入社後もいろいろな海で潜ってきたのですが、沖ノ鳥島のサンゴ

礁は想像以上に美しく、貴重な体験ができました。調査日程終了後の船内での打ち上げパーティが印象

に残っています。関連する成果の一部は、平成 18年 11月に仙台市内で開催された日本サンゴ礁学会第
9回大会で報告しています。 

沖ノ鳥島第 1 次調査団のメンバー 
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図－1 シミュレーションフロー 

●研究開発 

＜高潮・洪水同時生起数値シミュレーションの開発＞ 
１．背 景 

台風常襲地帯と言われる日本では、古くから高潮による被

害を受けてきました。特に近年は、計画規模を超えるような

大きな高潮や集中豪雨が発生し、甚大な被害が生じています。

また、日本国内だけでなく、2005 年 8 月にはハリケーンカ

トリーナによりニューオーリンズが壊滅的な被害を受けて

います。また、高潮のみならず高潮と洪水が重畳し甚大な被

害が発生することも考えられます。そこで、高潮・洪水同時

生起の数値シミュレーションの開発を行いました。 

 

２．高潮・洪水同時生起数値シミュレーションの開発目的 

計画堤防高などを設定するために、現在の高潮・洪水の

シミュレーションは、①外洋から沿岸域までの高潮シミュレ

ーションを行い、河口部の潮位偏差時系列を抽出します。②

河川流量と河口部の潮位偏差時系列データを上下境界とし

不定流計算を行い、河道内の水位を設定します。このように、

海域と河川内を個々に計算を行っており、海域に対する河川

からの流入などが考慮されていません。そこで、株式会社エ

コーでは、河口部周辺の数値計算精度を向上させるために、

高潮・洪水の同時生起性を考慮した数値シミュレーションの

開発を行いました。 

 

３．高潮・洪水同時生起数値シミュレーションの概要 

高潮・洪水同時生起数値シミュレーションは，高潮シミュレーシ

ョンモデルと不定流計算を結合することで両者の同時生起性を考

慮しました。高潮シミュレーションは、気圧の低下と海上風の吹き

寄せによる効果を考慮したモデルを採用しています。河川内は、計

算の効率化と実河川の複雑な形状を有する流れの数値解析におい

て有利であると考えられる一般座標系による２次元不定流計算モ

デルを採用しています。図－1はシミュレーションのフローです。

ここで、２つのモデルは河口部で水位および流速をやりとりするこ

とで両者を結合しています。 

 

４．高潮・洪水同時生起数値シミュレーションの結果 

高潮・洪水同時生起数値シミュレーションの出力例を示します。

図－2は、河口部周辺の流速ベクトル分布です。高潮・洪水を同時

に計算することで、海域では河川流を含めた流況を表現することが

できます。また、水位変動は、河川流を考慮することにより台風通

過後のゆれ戻し幅が小さくなります。 

（担当：沿岸デザイン本部 環境水工部） 
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図－2 出力結果 
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●発表論文紹介 

１．海洋開発論文集 第 22 巻 

個別の波高分布に及ぼすスペクトル形状の影響評価 合田良実，久高将信 

米国ハリケーンカトリーナに関する高潮・波浪の解析と検討 稲垣茂樹 

観測データを用いた拘束長周期波高と長周期波高全体との関係解析 仲井圭二 

リーフ上とその周辺の波による流れ場の形成に関する数値計算とその検証 長谷川準三 

携帯式蛍光光度計を用いた付着珪藻類の現存量測定による造成干潟の環境調査 高尾敏幸，北野倫生，山本秀一

コンクリート塊および浚渫土砂の有効活用事業における環境改善効果評価 山本秀一，田村圭一 

沖合い防波堤用のスリットケーソンの開発 長谷川巌，鈴木智浩 

２．環境アセスメント学会 第 5回大会 

干潟域における水鳥類の調査頻度と出現状況との関係－中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業における事例－ 高橋由浩 

３．International Conference on Coastal Engineering 2006 

A New International Standard For 'Actions From Waves And Currents On Coastal Structures' 合田良実 

Beach erosion and coastal protection plan along the Southern Romanian Black Sea shore 黒木敬司，合田良実 

４．Techno-Ocean 2006 

Analysis of the Relationship between Bound Waves and Total Infragravity Waves Using Observed Data 仲井圭二 

Wave Climate Analysis Based on Long Term Coastal and Meteorological Data 久高将信 

Development of The Deep-Sea GPS Buoy Wave Data Processing System 久高将信 

５．海岸工学論文集 第 53 巻 

北西太平洋における異常波浪出現の時空間特性 仲井圭二，鈴山勝之 

長周期波観測値と気象データに基づく波候の変動解析 久高将信，額田恭史 

Super Gradient Wind(SGW)を考慮した台風の風の推算と高潮数値計算 柴木秀之 

CMS-M2D モデルによる離岸堤・潜堤・DRIM 背後の海浜変形シミュレーション 小野信幸 

越流を考慮したブシネスクモデルによる不規則波の越波量に関する数値計算 長谷川準三，長谷川巌

人工構造物の表面加工によるサンゴ群集着生促進効果の評価 山本秀一，田村圭一，岩村俊平

港湾環境に及ぼす直立壁面の付着性二枚貝の影響に関する考察 岩村俊平 

直立型海洋構造物を利用した浅場創出事業 岩村俊平，北野倫生，山本秀一

ブイ動揺特性を考慮した大水深波浪観測データ処理システムの構築 久高将信 

水圧センサーを用いたオンサイト越波計の開発に関する模型実験 長谷川巌 

６．環境工学研究論文集 Vol.43（2006） 

ダム排砂が黒部川のアユに与える影響 森伊佐男，白尾豪宏 

（執筆者欄は、共著であっても当社社員のみを記載） 
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