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第 12 号    (平成 19年９月3日発行) 

 

●トピックス 

＜土田顧問が瑞宝中綬章を受章＞ 
平成 19年 春の叙勲において，運輸省行政事務功労として
元港湾技術研究所長の土田肇顧問が瑞宝中綬章を受章しま

した。瑞宝中綬章とは，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。 
弊社では，平成 18 年秋の叙勲で同じ瑞宝中綬章を受章し
た合田良實顧問に続き，2回連続の受章となりました。 

    写真左から２人目が土田顧問 
 
← 勲章写真はインターネット画像より引用 
 

○ 土田顧問からのコメント 

この度，叙勲の栄に浴しました。大変光栄なことと存じております。昭和 33年に運輸省に入省し港湾技術研
究所で約 33年間，主に耐震工学分野の研究を中心とした業務に従事しました。研究に参加した当時は，算盤，
計算尺，手廻し計算機がデータ解析の武器でした。運輸省退職後，重複はありますが，（財）沿岸技術研究セ

ンター，新日本製鐵株式会社，（株）国際開発システム，（株）テトラ，（株）エコーで合計約 16年間勤務させ
ていただきました。運輸省入省以来，多くの方々のご指導ご支援をいただきながら仕事をしてまいりました。

受章に至ったのもこれらの皆様のお蔭と深く感謝いたしております。幸いに健康にも恵まれておりますので，

引き続き若い方々の邪魔にならない形で会社や社会のお役に立っていければと考えておりますので，よろしく

お願いいたします。 
●表 彰 
１．平成 18年度業務等表彰 

(1)優良業務表彰 
件 名 表彰者 

平成18年度多摩川・相模川環境情報収集業務 国土交通省関東地方整備局長 
下関港（新港地区）水生生物環境調査 国土交通省九州地方整備局下関港湾事務所長 
(2)優秀技術者表彰 

技術者名 件 名 表彰者 
森伊佐男 平成18年度多摩川・相模川環境情報収集業務 国土交通省関東地方整備局長 
田村圭一 下関港（新港地区）水生生物環境調査 国土交通省九州地方整備局長 
２．その他の表彰 
受賞者名 表彰内容 表彰者 
中村俊彦 港湾功労者 (社)日本港湾協会 

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

＜エコシステム式海域環境保全工法について＞ 
平成 19年 5月 25日の土木学会通常総会において国土交通省四国地方整備局の「自律的な環境保全・修復を
促す直立型港湾構造物の開発」（通称：エコシステム式海域環境保全工法）が平成 18年度土木学会環境賞を受
賞しました。 
受賞理由は，港の利用と生物生息場の確保の両立を図るため，岸壁や防波堤などの港の構造物に生物の生息

可能な「浅場」を人工的に設ける技術の開発が評価されたものであり，四国管内初の受賞でした。 
土木学会環境賞は，環境への負荷を減らす土木技術などを開発し，良好な環境の保全や創造に貢献した画期

的な業績やプロジェクトに与えられる賞です。エコーは，本業務の実証実験からエコシステム式海域環境保全

工法の実用化に至るまでの約 9 年間にわたって沿岸デザイン本部沿岸環境部を主体として設計部とともに関
連業務に携わってきました。今年度も実用化された構造物の機能検証のためのモニタリング調査を受託してお

り，引続いて本工法の技術向上に協力して参ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本工法のコンセプト            本工法が導入された防波堤（三島川之江港） 
 
●トピックス 

＜日本サンゴ礁学会第 9回大会ポスター賞について＞ 
去る，平成 18年 11月 24日～26日に仙台市で開催され
た，日本サンゴ礁学会第 9 回大会において，水産庁が事
業主体となる「平成 18年度生育環境が厳しい条件下にお
ける増養殖技術開発調査委託事業」における(社)水産土木
建設技術センターが実施した「沖ノ鳥島のサンゴの広域

調査」の発表が同大会のポスター賞第 3 位に入賞しまし
た。 
この発表は日本の最南端に位置する沖ノ鳥島のサンゴ

の生育状況や海藻，底生生物の分布状況，地形，流況環

境等を調査し，その成果をとりまとめたものです。 
本調査には，弊社からは 3名の社員(山本      写真は水産土木建設技術センター会報 No。78より抜粋 
秀一・北野倫生・久留島暢之)がスタッフ
として参加しており，発表は北野主任が

行いました。 

 

  写真左：ポスター発表の様子 

  写真右：左より会長，1・2位入賞者 

       3位入賞北野主任 

貧酸素
水塊

有機物の移動量， 糞や死骸生息生物，

底生生物による
再利用

負荷の減少

物質循環
の促進

底質悪化

⇔魚介類の移出入
DOが
豊富

従来の直立型構造物 本工法を導入した構造物
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●技術紹介 
＜サイト増幅特性の評価のための常時微動観測＞ 

１．港湾の施設の技術上の基準・同解説[地震動設定部分]の改訂ポイント 

港湾の施設の性能照査に用いられる地震動（レベル1地震動，レベル2地震動）は，各港湾に影響を及ぼす地震

の震源特性，震源から地震基盤に至る伝搬経路の特性，及び地震基盤から工学的基盤(または地表)に至る堆積層の

特性(サイト増幅特性)を考慮して設定するようになりました。 

２．サイト増幅特性とは？ 

地震動は震源で発生し，対象地点直下の地震

基盤(強固な岩盤)の表面に達します。さらに地

震基盤の上方に存在する堆積層(洪積層・沖積

層)中を伝播して地表に達します。地震基盤表面

の地震動が地表に達する過程で増幅されます。 

この地震基盤上に存在する堆積層が，地表ま

たは工学的基盤面の地震動に及ぼす影響をサイ

ト増幅特性と呼び，具体的には地震基盤の地震

動と地表（もしくは工学的基盤）の地震動のフーリエスペクトルの増幅率で表したものです。図のように，地震基

盤と見なせるような岩盤上の観測点(サイト)が港湾の近くにある場合，港湾の観測点におけるサイト増幅特性（地

震基盤～地表）は，港湾の観測点と背後の岩盤観測点で得られた地震動記録のフーリエ振幅スペクトルの比をとる

ことにより求めることができます。サイト増幅特性（地震基盤～工学的基盤）を必要とする場合には，港湾の観測

点における土質データに基づき，工学的基盤～地表の増幅特性を重複反射理論（利用できる計算ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとしては

例えばSHAKE）により求め，これでサイト増幅特性（地震基盤～地表）を除することにより求めることができます。 

ただし，実際には地震基盤と見なせるような岩盤上の観測点は港湾の近くに無いことが多いため，地震基盤～地

表のサイト増幅特性はスペクトルインバージョン※等の手法を用いて評価することが一般的です。（※多数の地震観

測記録に対して一種の回帰分析を適用する方法） 

３．なぜ常時微動観測が必要なのか 

サイト増幅特性の設定にあたっては，現地に強震計を設置すること

が望ましいですが，建設時期や費用の面においてそれが困難な場合が

あります。このような場合には，まず常時微動観測を行い，対象地点

のサイト増幅特性を把握することが有効です。ここで常時微動観測と

は，各種の人間活動などによって発生する地盤の微小な振動のことを

いい，その観測地点のサイト増幅特性を反映していると考えられてい

ます。常時微動観測は，観測機器の設置や移動が容易であり，簡便で

あるなどの利便性があります。また，一地点で観測される微動の水平

動スペクトルを鉛直動スペクトルで除したＨ/Ｖスペクトル（振幅比）

を用いることで，周辺の振動源特性を除去して地盤震動特性を安定して推定できることが知られています。 

４．サイト増幅特性の設定方法 

サイト増幅特性の設定方法は，港湾内外における強震計の設置数や常時微動観測データの有無によって「特上松

(=同一港湾内に強震計設置点が2つ以上)」「松(1つ)」「竹(近傍のサイト増幅特性を常時微動観測結果を参考に補

正)」「梅(港湾から 2ｋｍ以内の強震観測地点のサイト増幅特性を経験則により補正)」のように分かれており，地

震観測地点（港湾地域強震観測，K-NET，kik-net等）のサイト増幅特性は国土総合技術研究所のHPに示されてい

ます。（上図は常陸那珂港付近における地震観測地点） 

５．エコーでは 

今後，港湾施設の設計に当たっては，土質調査としての標準貫入試験と同様に常時微動観測が必要となると想

定されます。エコーではこのようなニーズに応えるために，常時微動観測を実施できる体制をとっております。

さらに，レベル1地震動，レベル2地震動の設定に必要な各種ソフトウェアも整備しております。 

（担当：沿岸デザイン本部 設計部） 

サイト増幅特性の例 

○ K-NET；Kyoshin Net 
○ kik-net；基盤強震観測網
○ 港湾地域強震観測 

サイト増幅特性
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●発表論文紹介 

１．日本サンゴ礁学会 第 9回大会 (2006.11.24-26) 

沖ノ鳥島のサンゴ広域調査 北野倫生，山本秀一 

港湾におけるサンゴ群集生育状況評価へのハビタット適正指数（HSI）モデル適

用の試み 
池田義紀，高尾敏幸，山本秀一 

港湾整備におけるサンゴ群集との共生技術 池田義紀，岩村俊平，山本秀一，高橋由浩

サンゴ群体の船舶による長距離運搬技術の開発 山本秀一，北野倫生 

２．土木学会論文集 B Vol.62 No.1 (2006.9) 

沿岸砂州の中・長期変動特性およびその影響要因 伊東啓勝 

３．土木学会論文集 B Vol.63 No.1 (2007.3) 

透水層埋設による海浜の安定化 加藤一正・長谷川巌 

４．土木学会関東支部 (2006.9) 

水路湾曲部における波の波形変化に関する研究 原信彦 

３．環境工学研究論文集 Vo.4 (2006.11) 

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 

４．海洋調査技術学会 第 18 回研究成果発表会 (2006.11.9-10) 

GPS ブイによる外洋における高波浪時の長周期水面変動観測 久高将信 

５．アマモサミット プレワークショップ 2006 (2006.12.1-3) 

川満漁港におけるマングローブ植栽事例（ポスター発表） 株式会社エコー 

６．土木学会 第 2回景観･デザイン研究発表会 (2006.12.10) 

津松阪港海岸贄崎工区における海岸護岸の景観デザインに関する一連の取組み 沖田寛 

（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１９年６月２９日） 

代表取締役社長 中村 俊彦  

専務取締役 伊坂  充 沿岸デザイン本部長 

取締役 西谷  望 河川･環境本部長 

取締役 松浦 榮一 海外コンサルタント本部長 

取締役 今井 善信 企画部長 

取締役 児玉 理彦 営業部長 

取締役 上原 教善 沿岸デザイン本部副本部長、設計部長 
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