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※最も変形量が大きくなる 

固有振動モードを解析する 

 

 

 

 

 第 ２４ 号    (平成 2４年９月１２日発行) 

    

●●●●技術紹介 

＜＜＜＜構造物構造物構造物構造物のののの耐震照査耐震照査耐震照査耐震照査およおよおよおよびびびび耐津波照査耐津波照査耐津波照査耐津波照査のののの解析技術解析技術解析技術解析技術＞＞＞＞    

（構造設計部） 

１１１１．．．．複雑複雑複雑複雑なななな形状形状形状形状をををを有有有有するするするする構造物構造物構造物構造物のののの耐震照査耐震照査耐震照査耐震照査のののの解析技術解析技術解析技術解析技術    

桟橋、ドルフィン、可動式防波堤等、複雑な形状を有する構造物の耐震照査の解析は、未だ確立され

た方法がありません。これまで鋼構造物の構造解析に適用されてきた FRAME は、１部材を１要素で近

似する２次元の骨組解析であり、地震動作用時の動的解析ができず、弾塑性領域の解析もできません。

また、港湾・海岸構造物の耐震照査法として普及している FLIP は、部材の非線形性を「M－φモデル」

によって考慮しているものの、軸力変動を伴う３次元変形を直接的に解くことができません。 

それに対し、ファイバーモデルによる解析は、任意形状の構造物を３次元でモデル化し、軸力を考慮

できる「応力－歪み（σ－ε）モデル」により材料の非線形性を考慮するとともに、大変形を考慮した

弾塑性解析が可能です。ファイバーモデルを適用した地震応答解析の流れは、図１～図４のように表さ

れ、①材料の非線形性を考慮したモデル化、②構造物の固有振動モードの設定、②入力加速度の算定（※）、

③根入れ部の接点における地震加速度の入力と進み、地震動の継続時間や地盤のサイト特性を考慮した

動的解析を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※FLIP により、杭に作用する加速度

を算定し、杭根入れ部に入力加速

度として与える 
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注）変形量＝200 倍として表示 注）変形量＝50倍として表示 

図３ 桟橋の固有振動モードの解析 図４ 桟橋の地震応答解析（橋軸方向のせん断力） 

 

 鋼管杭の断面情報 

・断面寸法 

・鋼材の材質 

・固有周期 

・材料の構成則：「σ-ε」 

etc 

杭径 

 受梁（RC）の断面情報 

・断面寸法 

・コンクリートの材質 

・鉄筋径・本数 

・固有周期 

・材料の構成則：「σ-ε」 

etc 

鉄筋 

図１ 桟橋のモデル化（ファイバー要素

と断面情報について） 

図２ 桟橋のモデル化（全景） 
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図５ 曲線形状を有するガスタンクに作用する 

津波の数値解析の実行例 

２２２２．．．．複雑複雑複雑複雑なななな形状形状形状形状をををを有有有有するするするする構造物構造物構造物構造物のののの耐津波照査耐津波照査耐津波照査耐津波照査のののの解析技術解析技術解析技術解析技術    

津波が浅海域や陸上部を伝播する場合、津波の先端部は前傾化し、段波状（波状段波も含む）に変形し

ます。この津波先端が構造物に作用する場合、先端部で発生する津波水位、流速及び波力を推定するた

めには、３次元の流れを再現する必要があります。３次元流の解析手法としては、３次元ナビア・スト

ークス方程式の直接数値解法が一般的です。この数値計算法として、複雑な構造物の形状を精度良く表

現できる非構造格子を使用し、乱流

モデルを導入した３次元流体解析コ

ードを適用します。図５は、球形の

ガスタンクに作用する津波先端を数

値解析により求めたものです。この

波力算定結果を構造物の部材に作用

させた上記のファイバーモデルによ

る構造解析を行い、津波による構造

物への作用応力及び変形が予測でき

ます。また、構造物回りの津波の変

形も求めることができます。 

 

●●●●トピックス 

            ＜＜＜＜深海資源戦略深海資源戦略深海資源戦略深海資源戦略＞＞＞＞ 

世界の人口は 2011 年 11 月に 70 億人を超え、世界各国の資源ナショナリズムが高まりつ

つあります。資源を輸入して製品を輸出することで繁栄してきた日本にとって、資源ナショ

ナリズムの台頭は大きな問題で、エネルギーや金属資源の安定確保が重要な課題です。我が

国は広大な排他的経済水域を持ち、その面積は世界第６位と言われています。幸いにも、

この水域にレアメタル等の金属資源を多く含む海底熱水鉱床、マンガンクラスト・マンガ

ン団塊やエネルギー資源としてのメタンハイドレー

トが分布することが近年の海洋研究で分かってきま

した。 

 このような研究において先駆的な役割を担ってい

る東京大学に「東京大学海洋アライアンス」という

組織が 2007 年に発足しました。「海洋」というフィ

ールドを共有する研究者を横断的に統合する組織で

す。海洋アライアンスが主催する第二回グレーター

東大塾「深海資源戦略」（塾長：飯笹幸吉東京大学大

学院新領域創成科学研究科教授）に昨年度入塾し、

所定の課程を修了しましたので報告します。 

 「深海資源戦略」の塾は、2011 年 10 月 4 日から

2012 年 2 月 21 日の毎週火曜日午後７時より、東京大学構内の講義室で行われました。毎回異なる講師

から、資源開発の現状・課題と将来展望に関する最新の情報について１時間半の講義を受けた後、１時

間の自由討論を行いました。受講生は様々な分野の企業の社会人 35 名で、期間中に３回の懇親会もあ

り、塾生間の情報交換も活発でした。 

 入塾の動機として、資源ナショナリズムが高まる中、資源立国することが日本浮揚の条件であり、海

洋資源開発に関連する最新知識を得て当社の海洋技術力を活用できる場を探したいという思いがありま

した。一連の講義を受け、技術開発は進んでいるけれど実用化にはもう少しという印象です。講師の先

生方や塾生の仲間からは、一日も早く関連技術で世界をリードしなければならないという思いを強く感

じました。 

技術本部 山本秀一 

日本周辺の海洋資源 

東京大学海洋アライアンス編（2011）海の大国ニッポン、小学館 
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●●●●技術紹介 

＜＜＜＜河川域河川域河川域河川域からからからから海域海域海域海域をををを総合的総合的総合的総合的にににに扱扱扱扱うことがうことがうことがうことが可能可能可能可能なななな流動流動流動流動のののの数値計算技術数値計算技術数値計算技術数値計算技術＞＞＞＞    

                                       （沿岸環境部） 

１１１１．．．．外洋域外洋域外洋域外洋域からからからから沿岸域沿岸域沿岸域沿岸域のののの流況解析流況解析流況解析流況解析    

 太平洋を含む日本南岸における流動場を推定する場合、海流（黒潮）を取り込む必要があります。一

方、沿岸部は、潮流、風による流れ（吹送流）、河川流出等に伴う流れ（密度流）を詳細に表現する必要

があります。これら規模の異なる流動を扱う手法は、①全球規模の流れを高精度・高解像度で再現した

JCOPE( Japan Coastal Predictability Experiment)から日本南岸域の流動情報（水位・流速・水温・塩分）を

抽出、②沿岸計算領域の境界条件として設定、③沿岸を対象とする多領域同時計算を実行（図１）の手

順で行います。沿岸域の計算において、沖縄周辺海域のように水深が急変する海域では、多層計算の高

精度化を図るため、図２のレベル・σ座標併用型の鉛直近似法を採用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 広域流動場と沿岸領域流動計算の結合概念図 図２ 沿岸域流動計算の鉛直近似図と計算結果例 

２２２２．．．．河川域河川域河川域河川域のののの３３３３次元流況解析次元流況解析次元流況解析次元流況解析（（（（※※※※３３３３次元流動次元流動次元流動次元流動モデルモデルモデルモデル DELFT3DDELFT3DDELFT3DDELFT3D をををを適用適用適用適用））））    

 河川のように蛇行する流路の３次元計算においては、任意の流路形状を精度良く近似することが可能

な非構造格子を適用します（図 3）。河道内はσ座標系による多層近似を行い、底面摩擦係数は河床の状

況に応じてマニングの粗度係数を場所毎に変化させた設定を行います。図 4 の計算結果では、流路の水

深に応じた強流帯の表現や川の曲率により生じる二次流の表現が可能になります。また、水温・塩分の

分布も同時に計算することにより、淡水の表層流出と底層の塩水遡上も再現できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 河道内の地形近似の例       図 4 河川の３次元流動解析の例（流速の断面分布） 
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●●●●参加報告 

＜＜＜＜国際海岸工学講演会国際海岸工学講演会国際海岸工学講演会国際海岸工学講演会

    

１１１１．．．．ICCE2012ICCE2012ICCE2012ICCE2012 のののの概要概要概要概要    

 国際海岸工学講演会（International Conference on Coastal Engineering

する各国が持ち回りで事務局となり

（American Society of Coastal Engineering

文の査読作業等を行っています。採択論文

海岸に関する研究項目を対象としており

向を知る機会となっています。日本

が論文を投稿し、講演を行っており

果を国際的に発信する場となっています

ン、サンタンデルにおいて、7 月 1

は、Opening Ceremony で始まり、

Poster Session が終日行われ、期間中

など複数のイベントが企画され、最終日

した。講演言語は英語で、各講演において

疑応答が行われます。 

２２２２．．．．スペインサンタンデルのスペインサンタンデルのスペインサンタンデルのスペインサンタンデルの概要概要概要概要    

スペインサンタンデルは、首都マドリッドから

しい海岸を有するスペインの夏季のリゾート

カフェテリアが並び賑やかな街並みです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真

３３３３．．．．ICCE2012ICCE2012ICCE2012ICCE2012 のののの会場会場会場会場    

ICCE2012 の会場はサンタンデルの

た。また、Opening Ceremony と Closing Banquet

 

 

 

 

 

 

写真２ ICCE2012 の

４４４４．．．．講演論文講演論文講演論文講演論文のののの概要概要概要概要    

講演論文は、「Numerical Simulation Model for

Overflow」で、高潮と高波が発生する

 4

国際海岸工学講演会国際海岸工学講演会国際海岸工学講演会国際海岸工学講演会（（（（ＩＩＩＩCCE2012CCE2012CCE2012CCE2012））））参加参加参加参加報告報告報告報告＞＞＞＞

International Conference on Coastal Engineering）は２年に

なり、開催されています。国際海岸工学委員会は

American Society of Coastal Engineering）に設置されており、投稿論

採択論文は、海岸過程、海浜変形等、

としており、海岸工学分野の世界的な動

日本からも毎回多数の海岸工学研究者

っており、国内の海岸工学に関する研究成

となっています。2012 年の ICCE は、スペイ

1 日～6 日に開催されました。講演会

、６コース並行で Technical Session と

期間中に Informal Dinner、Technical Tour

最終日の Closing Dinner で終了しま

において 15 分間の発表と 5 分間の質

    

マドリッドから飛行機で１時間の北部海岸（図

のリゾート地です。市の中心は、公園、美術館

みです（写真１）。 

写真１ サンタンデルの街並みと港の風景 

はサンタンデルの国際会議場で、パラレルセッションと昼食会場

Closing Banquet は隣接するスポーツセンターで行

の会場となったコンベンションセンターとスポーツセンター

Numerical Simulation Model for Inundation by Storm Surge with Wave Overtopping

する場合の越波と越流の共存過程による護岸通過流量

図１

＞＞＞＞    

に１回、海岸工学を研究

は、アメリカ海岸工学会

図１）に位置し、港と美

美術館、ファッションの店や

昼食会場が準備されていまし

行われました。 

となったコンベンションセンターとスポーツセンター 

Inundation by Storm Surge with Wave Overtopping and Water 

護岸通過流量を推定する定式

技術本部 柴木秀之  

１ サンタンデルの位置 
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化を行ったもので、高潮浸水シミュレーションに組み込まれた成果を論じたものです。日本語の論文は

既発表の論文が参照できます。講演の状況は写真３です。 

参考文献 ①鈴木・柴木：潮位の上昇に伴う越波から越流への移行過程における流量算定手法， 

海洋開発論文集，第 26 巻，pp.399-404． 

②鈴木・柴木：越波・越流の遷移過程を高精度化した高潮浸水計算モデルの開発， 

海岸工学論文集，第 57 巻，pp.1301-1305． 

５５５５．．．．講演会講演会講演会講演会のトピックのトピックのトピックのトピック    

聴講した論文は、津波、高潮、越波、地球温暖化に関するもので、

印象に残ったのは、ヨーロッパの海岸工学研究は、波浪場の解析が

SWAN（非線形相互作用と波浪変形を考慮した第三世代浅海波浪推算

モデル）と DELFT の流況解析ソフトウェアを機能向上させている点

です。特に、波と流れの相互作用を考慮した波浪モデルが一般的に使

用されています。また、越波問題については、EuroTop としてまとめ

られた成果の課題を取り上げたものが注目されました。今回の特徴は、

東北太平洋沖地震津波の発生を受けて、津波のセッションが１セッシ

ョンで終日行われ、日本の研究者が中心となって講演発表を行ってい

たことです。海外の研究者も注目し会場は盛況でした。 

６６６６．．．．ICCE2014ICCE2014ICCE2014ICCE2014 についてについてについてについて    

次回 2014 年の ICCE は韓国ソウルで開催されます。韓国で開催されることから、日本の海岸工学に携

わる研究者、技術者も容易に参加しやすい状況となります。まだ参加されていない方は、一度、講演会

に参加されてはいかがでしょうか。 

    

＜＜＜＜第第第第 12121212 回国際回国際回国際回国際サンゴサンゴサンゴサンゴ礁礁礁礁シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム参加報告参加報告参加報告参加報告＞＞＞＞    

      （技術本部 山本秀一） 

第 12 回国際サンゴ礁シンポジウムが 7 月 9 日から 13 日にオーストラリ

アのケアンズで開催され、約 80 カ国から約 2,000 人が参加しました。日本

からは 100 人程度参加し、私は社）水産土木建設技術センターの安藤さん

（写真右）と共に、沖ノ鳥島のサンゴを増殖する水産庁プロジェクトの成

果の一部を発表しましたので、概要を報告します。 

プロジェクトの成果については共著で「種苗生産した稚サンゴの移植お

よび人工礁によるサンゴ礁修復技術の開発」をポスター発表しました。稚

サンゴを有性生殖法によって大量生産し、2008 年と 2009 年に約 1 歳の稚

サンゴ約 75,500 群体を沖ノ鳥島に移植しました。2009 年以降は

サンゴ礁修復のための人工礁の開発にも着手し、沖ノ鳥島に設

置した人工礁に稚サンゴを移植しています。 

90 分間に 9 カ国 15 人程度に説明しました。会場では 236 件

のポスター発表がありましたが、中でもサンゴの有性生殖とサ

ンゴ増殖礁をテーマにした発表は関心が高く盛況でした。 

ケアンズは南緯 17 度に位置し、沖ノ鳥島（北緯 20 度）より

も赤道に近い熱帯です。寄り道してケアンズから船で１時間ほ

どのグリーン島に行きました。グレートバリアリーフのラグー

ン内にある、サンゴが堆積してできた小さな島で、熱帯植物が

生い茂っています。写真のように沖側に大型の船を係留し、島

まで桟橋の上を歩いて渡ります。グラスボートで周辺を回ると、

サンゴや大型の魚やウミガメを見ることができました。 

Cairns Convention Centre 

写真３ 発表の様子 
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●●●●シリーズ 

                                    日本日本日本日本のののの閘門閘門閘門閘門をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて（（（（第第第第６６６６回回回回））））    

    最上川さみだれ大堰（山形県庄内町・酒田市）    

    ～舟運の夢、松尾芭蕉の舟下り～ 

                                                                      

 最上川は日本三大急流の一つです。庄内平野を貫流し、流路延長 229 ㎞、流域面積 7,040 平方㎞で山

形県内だけを流れています。流域では古くから灌漑開発が進み、穀倉地帯として発展していました。上

流までの河道拡幅や浚渫等の整備により舟運路が確保され、庄内平野等の各地から米穀が運ばれるよう

になりました。河口部の酒田は戦国時代から自治港湾都市でしたが、1672（寛文 12）年に幕府の命を

受けた河村瑞賢が西廻り航路（酒田から下関）を開発し、大阪への流通網が整備され、内陸の舟運と海

上輸送によって流通経済都市としてさらに飛躍していきました。 

 最上川は水量が豊富な上に河況係数（最大流量と最小流量の差）が大きく、融雪洪水や豪雨、台風等

による水害も頻発する一方、渇水時には灌漑用の取水堰からほとんど水が取れなくなりました。そのた

め江戸時代から利水を中心とした河川整備が行われてきましたが、近年に入り 1967（昭和 42）年に起

きた羽越豪雨をきっかけに洪水調節の多目的ダム等が整備されました。また、1985（昭和 60）年の渇

水では水量が異常低下し、最上川頭首工等からの安定した取水が困難になりました。この渇水を機に大

堰建設が着工され、1995（平成 7）年、日本最大規模の「最上川さみだれ大堰」が完成しました。名称

は松尾芭蕉の奥の細道の一句「五月雨

をあつめて早し最上川」に由来してい

ます。歌枕を巡った松尾芭蕉の旅とい

えばむろん徒歩の時代、降雨時の最上

川の流れはさぞ速く、水が見せる姿の

違いに驚嘆したのでしょう。 

さみだれ大堰は可動堰で、安定的取

水だけでなく、河床の安定化による洪

水対策や河川環境に配慮した維持流量

の確保等も目的とされています。水門

形式はゴム製の袋に空気を入れて調節

するラバーダムです。ゴムが最大膨張

した際の高さは 2.7ｍ、ゴムが萎んで

いる時は河床と同じ高さで連続した流

水河川になります。空気調整は堰の下

に気閘室を設置して行い、農繁期は空

気を膨らませ、農閑期にはゴムを萎ま

せます。ゴムの１回の起伏の所要時間は約３時間ほどです。堰には舟通しも整備されており、閘室の有

効幅員 5ｍ、有効長 25ｍの複扉式閘門の鋼製ローラーゲート式です。 

治水以外に、一般にも開放され楽しむことができる施設となっています。両岸には魚道が整備されて

おり、併設のフィッシュギャラリーには多くの観光客が来場しています。舟下りは上流で行われていま

すが、下流までルートを延長した観光活用も可能です。舟通しの利用は現在、年間１０隻ほどですが、

河川と舟運を活用すれば、小さな舟通しでも町おこしの資源になると思います。風光明媚な自然の中、

奥の細道に思いを馳せながらの舟下りも味わいある旅になることでしょう。 

 

次回は「地域を結ぶ運河と閘門」をご紹介します。 （日刊建設工業新聞掲載記事を一部再編集しています）                                                               

技術営業推進部 江上和也 

最上川最上川最上川最上川ささささみだれみだれみだれみだれ大堰大堰大堰大堰のののの舟通舟通舟通舟通しししし    
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 生きものコラム №６  予想外の動き ～関東平野に侵入したカワヒバリガイ～ 

◆カワヒバリガイは中国原産の淡水二枚貝です。コンクリート壁

に糸を出して固着するために、取水口の詰まりや、大量死による

水質悪化が懸念される「特定外来生物」となっています。 

◆本種の被害は国内では関西が中心で、関東では他人事でした。

ところが、2005 年に群馬県の大塩湖、2006 年に霞ヶ浦で本種の

侵入が確認されました。 

◆親貝は壁に付着する性質から、貝の移動能力はほとん

どありません。ただし、卵から孵化した幼生は、１週間

程度は浮遊生活となり、この時期は水流によって拡散す

ることができます。ならば、霞ヶ浦に侵入した個体が、

下流側に拡散することは納得できます。しかし、実際に

はカワヒバリガイは、何と筑波山を挟んだ小貝川に拡が

り、そこから利根川の下流方向に拡大。さらに、江戸川

の下流部に数年で広がってしまいました。 

◆これは、霞ヶ浦から茨城・栃木に水を供給する導水路

が幼生を小貝川へ運び、さらに、要所にある調整池や堰

湛水域が中継の繁殖水域となったため、広く拡散したと

考えられます。江戸川への侵入も利根川と江戸川を結ぶ

導水路経由で、人為的な水のやりとりが拡散の一因にな

ってしまったのです。 

◆一方、大塩湖の個体は周辺で若干見られるものの、下流の利根川への拡散は確認できません。これは、

上流域では流速が早く水位変動が大きいため、浮遊幼生が着底できないためと考えられます。このように、

種の拡散は色々な条件が必要で、駆除対策もこれがヒントになりそうです。 

◆海外では、南米のラプラタ川での被害が知られ、侵入後 10 年で

2,000km 上流方向に拡散しました。これは、船底に張り付いた個体

が移動したのが原因で、スケールが違いますね。 

 
●●●●表 彰    
１１１１．．．．平成平成平成平成２３２３２３２３年度業務等表彰年度業務等表彰年度業務等表彰年度業務等表彰    

(1)優良業務表彰 

件 名 表彰者 

湾口防波堤機能改善効果検討業務 国土交通省東北地方整備局 

地震による津波影響解析業務 国土交通省関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所 

平成23年度木曽三川下流部船着場計画検討業務 国土交通省中部地方整備局 

舞鶴港前島地区航路・泊地(-9m)附帯施設工事影響予測業務 国土交通省近畿地方整備局 

松山港潮流調査等業務 国土交通省四国地方整備局 

沖縄地方の港湾における津波防災対策検討業務 内閣府沖縄総合事務局 

 (2)優秀技術者表彰 

技術者名 件 名 表彰者 

柴木秀之 湾口防波堤機能改善効果検討業務 国土交通省東北地方整備局 

柴木秀之 地震による津波影響解析業務 国土交通省関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所 

柴木秀之 舞鶴港前島地区航路・泊地(-9m)附帯施設工事影響予測業務 国土交通省近畿地方整備局 

柴木秀之 松山港潮流調査等業務 国土交通省四国地方整備局 

２２２２．．．．港湾功労者港湾功労者港湾功労者港湾功労者表彰表彰表彰表彰    

受賞者名 表彰内容 表彰者 

越智裕 港湾功労者 社団法人日本港湾協会 

（河川・環境部 平田真二） 

カワヒバリガイの拡散状況 

南米では金色ム

ール貝と呼ぶそ

うです。 

大塩湖 

霞ヶ浦 

小

貝

川 

江

戸

川 

利根川 

カワヒバリガイ（2009.12.17 利根川） 

ポンプ 

逆送！ 

何故に拡が

らない?? 

べらぼうに

増えた! 50km 
Tokyo◎ 

外

国

か

ら 
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●●●●発表論文紹介    

１１１１．．．．土木学会論文集土木学会論文集土木学会論文集土木学会論文集ＢＢＢＢ３３３３（（（（海洋開発海洋開発海洋開発海洋開発）（）（）（）（旧称旧称旧称旧称：：：：第第第第３７３７３７３７回海洋開発回海洋開発回海洋開発回海洋開発シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム講演集講演集講演集講演集））））    [2012.6[2012.6[2012.6[2012.6]]]]    

潮流が弱い海域における副振動を考慮した物質の拡散予測 柴木秀之、白木喜章 

全国沿岸における長周期波の周波数別季節変動特性 仲井圭二 

一般防波堤の津波流速による港内側マウンドの洗掘と対策 長谷川巌、稲垣茂樹 

別府港海岸（北浜地区１）の里浜づくり 石本健治 

２２２２．．．．土木学会関東支部技術研究発表会講演集土木学会関東支部技術研究発表会講演集土木学会関東支部技術研究発表会講演集土木学会関東支部技術研究発表会講演集    [2012.3[2012.3[2012.3[2012.3]]]]    

全国沿岸の洋上風解析のための予備的検討 仲井圭二 

３３３３．．．．河川技術論文集河川技術論文集河川技術論文集河川技術論文集    [2012.6[2012.6[2012.6[2012.6]]]]    

下流域の砂河川内岸部における河道掘削とモニタリングについて 森伊佐男、平田真二 

（執筆者欄は，共著であっても当社社員のみを記載） 

●●●●事務所移転のお知らせ 

東北事務所 新住所 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9 ｱﾙﾌｧｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 
 TEL(022)224-8041／FAX(022)224-8040 

横浜事務所 新住所 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町ｼｬﾙ鶴屋町第2ﾋﾞﾙ2-12-1 
TEL(045)317-3571（営業部）3572（水理解析部）／FAX(045)316-6805 

近畿事務所 新住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ﾊｰﾄﾋﾞﾙ 
                           TEL(06)4964-1385／FAX(06)4964-1386 

●●●●役員一覧 

取締役会長 中村俊彦    

 

代表取締役社長 伊坂  充  

 

取締役副社長 加藤一正 技術担当 

常務取締役 児玉理彦 技術本部長委嘱、営業部管掌、技術営業推進部管掌 

取締役 上原教善 技術本部副本部長（管理担当）、技術本部調査解析部長兼務委嘱 

取締役 小沢大造 営業担当 

取締役 柴木秀之 技術本部副本部長（技術担当）、技術研究所長兼務委嘱 

執行役員 森伊佐男 技術本部技師長（河川・環境担当）、技術営業推進部兼務委嘱 

執行役員 冨田浩史 システム管理責任者、総務部長委嘱 

執行役員 山本秀一 技術本部技師長（沿岸環境担当）、技術営業推進部兼務委嘱 

執行役員 黒木敬司 技術本部技師長（調査解析担当）、技術営業推進部兼務委嘱 

執行役員（新任） 伊藤雅文 国際部長委嘱 

執行役員（新任） 永井 裕 営業部長、北海道事務所長兼務、東北事務所長兼務、北陸事務所長兼務 

監査役 渡邉  洋 
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