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第 15 号    (平成 21年 1月 5日発行) 

 

●トピックス 

＜田中特別顧問が瑞宝双光章を受章＞ 
 平成20年 秋の叙勲において，多年に亘る運輸省行政に対する功労として，当社特別顧問田中則男が瑞宝双
光章を受章しました。田中特別顧問は昭和36年に旧運輸省に入省し，第一港湾建設局新潟調査設計事務所次長，
港湾技術研究所漂砂研究室長，海洋水理部長を歴任した後，日本テトラポッド㈱（現㈱不動テトラ）を経て，

平成11年から㈱エコー代表取締役，平成20年より現職となっております。瑞宝双光章は，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，成績を挙げた方に授与される勲章です。 

○ 田中特別顧問からの御挨拶 

 平成 20 年秋の叙勲において、瑞宝双
光章を拝受しました。伝達式の当日は、

穏やかな小春日和で、この栄えある日を

夫婦共々健康で迎えられたことを、ひた

すら感謝する一日でした。 
 昭和35年から26年間にわたる公務員
時代は、鹿島港を始め多くの砂浜港の調

査、人工海浜計画・設計法の確立、漂砂

に関する基礎的研究、実験や現地調査等

に忙殺される日々でした。しかし、退官

後は意図的に研究生活から足を洗い、組織運営や会社経営に専念する日々を送りました。従って、海岸工学中

退、会社運営からの卒業と言うのが、私の現状です。叙勲を人生の一区切りとすれば、さて、これから何処に

向かうのか？と言うのが、これからの私の課題です。皆様ありがとう御座いました。 

＜PIANC EnviCom WG15 日本代表メンバー参加＞ 
 国際航路協会日本部会（JS-PIANC）より依頼を受け，2005年（平成17年）より，環境・計画部長 山本秀
一が，PIANC EnviCom WG15に日本代表メンバーとして参加致しました。EnviCom WG15のテーマは，“サ
ンゴ礁域における浚渫と港湾建設のガイドライン作成”であり，WG主要メンバーは7カ国10名から構成され
ています。本WGは，2006年（平成18年）2月にベルギーの首都ブリュッセルでの第1回キックオフWG開催か
ら始まり，2008年（平成20年）2月のドバイでの最終原稿案WGに至るまで，6回のWGが行われています。 

○山本環境・計画部長からのコメント 

ヨーロッパでは，港湾建設事業と比較すると浚渫事業に関する関心が高く，他のメン

バーが浚渫に関する議論に偏る傾向がある中で，私は港湾建設の視点を強調しました。

その中で，沖縄総合事務局が取り組んでいる「サンゴ礁と共生する港湾整備」に関連す

る事例等を紹介したことは，WG メンバーの共感を得てガイドラインにも広く採用され
ることになりました。現在，サンゴ礁には地球規模での危機が迫っております。また，

2008年は国際サンゴ礁年でもありました。このような状況の中，浚渫や港湾建設に伴う
サンゴ礁への配慮について，国際的な観点からガイドラインを作成したことの意義は大

きいと考えております。 
                                        山本環境・計画部長 

写真左が田中特別顧問，右が中村社長 
勲章写真は 
インターネット画像より引用 
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●社内講演会紹介 

当社では，幅広い見識と専門的な技術の継続的な向上を目指して，学識経験者や専門家を招いて㈱不動テト

ラとの共催による社内講演会を定期的に開催しています。本年度に実施した第 34 回レクチャーミーティング

では，京都大学防災研究所 間瀬肇教授を講師としてお招きし， 

＜沿岸災害の防止・軽減を目指して＞  
というテーマで講演を行っていただきました。 

講演では，“海岸工学の歩み”，“我が国の沿岸災害”につい

ての概要説明の後，“沿岸災害研究分野の研究”の現状につい

て，多岐に亘る内容についてご説明いただきました。 

波浪予測では，現在，各所から提供されている気圧や海上風

等の気象諸元の予報値と第三世代の沿岸波浪推算モデルを用

いて，リアルタイムで波浪の予測が行えるシステムを開発し，

実際の波浪との整合性の検証した結果についての説明があり，

2008年2月の冬季季節風による日本海沿岸での波浪について適用した結果，予測値および追算値が，波浪観測

値と良い対応を示していることが示されました。 

巨大津波を引き起こす東南海・南海地震は100～150年間隔

で発生することから，今世紀前半にはその発生の懸念がありま

すが，巨大津波の場合，これをハード的な整備で100％防災す

ることは困難といえます。津波についての研究では，その対策

として，沖合での津波の計測値と津波伝搬シミュレーションの

結果を利用し，リアルタイムで津波の規模や影響範囲を予測す

るシステムを用いて避難勧告を行うなどのソフト的な防災対

策に取り組まれているとの説明がありました。 

また，人間の脳の情報処理システムをモデルとした，ニュー

ラルネットワークシステムは，入力条件と実際の観測値の繰り

返し学習により入出力データの関係を求めることが可能で，因

果関係の解析が困難な現象についてデータを処理するのに有

効なシステムとされていますが，津波予測に適応し，シミュレ

ーション結果と比較した結果が紹介されました。 

この他，高台のない避難困難地に設置する津波避難タワーの

設置事例やその安定性の検討結果，海岸施設の信頼性設計法に

関して，構造物の安定性等に及ぼす各要因の影響評価や設計水

準レベルによる解析結果の比較例，気候変動に伴う海岸災害危

険度評価に関して，台風の規模や進路の変化による波浪・高潮

の特性の変化の検

討例などの説明が

ありました。 

いずれも，健全

な社会の維持のた

めに重要な事項で

あり，当社にとっ

ても有意義な講演

会となりました。 

京都大学防災研究所 間瀬肇教授
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●技術紹介 
＜アセットマネジメントのための港湾施設情報管理システム＞  

１１．．港港湾湾施施設設へへののアアセセッットトママネネジジメメンントト導導入入ののポポイインントト    

港湾施設の維持管理上の特徴は，構造物の大半が海中や地中にあり日常的な維持管理が容易に行えない環境

にあることです。 
構造物の点検・調査は，構造物の現況を知る上で不可欠の作業であり，港湾 LCM（ライフサイクルマネジ
メント）においても出発点となる重要な項目です。適切な点検・調査を行うことで，構造物の劣化や変状が顕

在化する前に対策を講じることにより，港湾施設を安全な状態に保てるだけでなく，LCC（ライフサイクルコ
スト）の縮減も期待できます。 
アセットマネジメント導入効果を高めるためには，適切な維持管理計画を立案し，既存の構造物の状態を適

切に把握することが前提となります。このため，構造物の諸元や過去の点検結果，補修履歴，診断・評価，健

全度，余寿命などをデータベース化することが，最適な維持管理計画立案のための基礎資料となります。 
当社では，こうしたアセットマネジメントに関する使いやすいデータベースを構築し，提供しています。ま

た，構造物の劣化などの調査から，構造物の診断・評価，ライフサイクルコストに至る総合的な解析に基づく

維持管理計画の立案を行っております。 

２２．．港港湾湾施施設設情情報報管管理理シシスステテムムににつついいてて  

港湾施設情報管理システムは、港湾施設（構造物等）の維持管理・保全業務を支援することを目的に，当社

で構築した設計条件～調査・点検情報などの一元管理を可能とするもので，施設に関するデータベースと診断

予測システムを統合させたシステムです。なお，このシステムは，漁港施設でも使用することができます。 

特に、３次元ＧＩＳの概念を取り入れた形状の情報と格納情報と関連付けています。 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

（構造・設計部）
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●表 彰 
＜第 22回福岡市都市景観賞を受賞＞ 

平成 20年 11月 4日に，当社が設計を担当した香椎御
島崎・片男佐地区遊歩道が，第 22回福岡市都市景観賞（一
般部門）を受賞致しました。この賞は，福岡のまちの魅

力を創りだしている建物や通り，企画や行為に関係して

いる人たちの努力を讃え，広く市民に伝えることを目的

として 1987 年に創設されました。講評によると，「これ
まで寂れた雰囲気であった海浜が，海岸整備により，春

の潮干狩りや夏の花火大会の観客席としての利用など，市民の海への心地よいアクセスをもたらした」との評

価を受け，受賞となりました。今後も，発注者やユーザーのニーズを取り入れて，よりよい沿岸域の実現のた

めに取り組んでまいります。 

●発表論文紹介 
１．第 55 回 海岸工学講演会 [2008 年 11 月] 

全国波浪観測データを活用したうねり性波浪の伝播特性について 峯村浩治 

全国沿岸における長周期波の周波数別年内変動特性 仲井圭二 

米代川における1983年日本海中部地震津波の再現計算と解析上の課題 岩瀬浩之 

現地観測と3次元流動シミュレーションによる来島海峡の流況特性の解析 柴木秀之，高尾敏幸 

サンゴ礁池に形成された砂州の成長メカニズム 片野明良，小野信幸，久留島暢之 

トレンチによる飛砂防止対策の試み 伊東啓勝，坂井隆行 

新潟西海岸における吹送流を考慮した地形変化予測モデルの開発 黒木敬司 

大規模潜堤背後の海浜地形の特徴と地盤沈下による断面変化 山田貴裕，片野明良 

河口部に位置する桟橋構造物に対する流木の危険度評価 長谷川巌，稲垣茂樹 

クビレミドロ生育干潟の設計条件の検討 小野信幸，片野明良，久留島暢之 

水理模型実験による沿岸域の減災に関する検討 宮﨑和行，杉浦淳 

２．土木学会第 63 回年次学術講演会 [2008 年 9 月] 

河川から湾内に流入する流木群の模型実験と数値計算による挙動解析 長谷川巌，宇野喜之 

新潟西海岸整備による環境変化と生物生息状況の関係 岩村俊平，三宅崇智 

新潟西海岸でのトレンチによる飛砂防止対策の試み 伊東啓勝 

新潟西海岸潜堤背後の地形変化特性について 山田貴裕 

ケーソン式護岸マウンド透過波による防砂シート被災対策 長谷川巌，稲垣茂樹 

自律的な環境保全・修復を促すエコシステム式海域環境保全工法の実用化と事後モニタリング 岩村俊平 

３．31st International Conference on Coastal Engineering [2008年9月] 

Numerical tracking of driftwood and floating trash accumulated in Sakata Port 宇野喜之，柴木秀之 

New formulation of wave transmission over and through low crested structures 
with breaking dissipation and permeation 

合田良実 

Numerical simulation of storm surge inundation induced by overflow and 
overtopping around the Central Port 

柴木秀之，鈴山勝之 

（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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