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(平成2６年１０月２０日発行) 

●ご挨拶 

  ＜株式会社エコー創立４０周年を迎えて＞

弊社株式会社エコーは昭和49年9月に創立し、今年で

40周年を迎えました。エコーの創立目的は、建設コンサル

タントの中立性の確保、つまり建設業との分離を求める行

政指導に従って、当時日本テトラポッド株式会社（以降テ

トラと略称）のコンサルタント部門と別な受注窓口を作る

ことでした。昭和45年公害対策基本法が成立し、昭和48
年の石油ショックを経て、それまでの高度経済成長の時代

を見直す機運が生じ始めている時代背景を受け、社名エコ

ー（ECOH：Environmental Consultants for Ocean and 
Human）に謳いますように、弊社は海洋、海岸域及びそこに居住する人々の環境の保全・改善に係わるコン

サルタントを目指し、当時としては先進的な志を持った会社として誕生しました。

創立から昭和55年までの7年間はテトラの役員が社長を兼務し、収益事業として本格的に取り組む状況

ではありませんでしたが、昭和57年にはテトラのコンサルタント部門全社員をエコーに出向させる業務移管

を実施し、企業形態を整えました。弊社の成長が始まったのは、それ以降であります。これが第一の節目で

ありました。

当時、本社は新宿のテトラ本社ビル内に置き、技術部門の多くが、土浦技術研究所内に置かれておりまし

た。この本社と技術部門を合流させ、都内に独立事務所を構え、プロパー社員を採用し始めたのが昭和63年

であり、受注売上額も念願の10億円を突破しました。これが第二の節目でした。

第三の節目は、平成12年にテトラからの出向者全員の弊社への転籍と、増資及び株主構成の再編、すなわ

ちエコー社員持ち株会を設立し、株の譲渡が承認され、親会社テトラからの完全独立化が決定したことでした。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、建設コンサルタントとしての社会的使命を再確認し、

災害復旧業務等の増大する受注量に対処し、さらには大規模プロジェクトに対する取り組み姿勢も積極的と

なり、受注売上の規模拡大や業務消化面で一つの殻を破ったと言えるでしょう。その結果として平成25年度

は受注額が30億円を超えました。これが第四の節目と言えるよう継続したいと思います。 

業務内容を見てみますと、創立当時から弊社の技術基盤は、テトラのコンサルタント部門で培ってきた、

水理実験、波浪の数値計算、漂砂調査、水質等の環境調査、沿岸計画及び河川環境調査や河川計画などが大

きな柱でした。その後、旧港湾技術研究所における汚濁拡散に関する水理模型実験、全国波浪観測網のデー

タ処理等に携わって以来、潮流・波浪・高潮・津波等の海象現象の数値計算や、沖縄を主体としたサンゴの

移植等に関する経験と知見を積み重ねて来ました。

また、近年においては、国土交通省等の直轄事務所や地方自治体から発注される防波堤や護岸などの港湾・

海岸構造物の設計についても力をつけて来ました。その中で昭和63年から始まった白島国家石油備蓄基地の

災害復旧の調査・設計・施工管理や、その後における土木施設の維持管理に携わり、技術の幅を拡げると同
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時に、収益面においても寄与して来ました。

さらに、平成11年からは、海外における港湾・漁港・海岸に関する建設コンサルタント部門の営業権がテ

トラから譲渡され、その陣容を拡げて来ました。

創立40周年に至る過程で、我々を支えご指導・ご鞭撻をいただいた顧客の皆様、常に教えを賜った学術研

究者の皆様、エコーの産みの親でありますテトラの関係者の皆様、これまでご尽力されましたＯＢ役職員の

皆様、無理を聞いてくださった協力会社の皆様に、あらためて心より感謝し、御礼を申し上げます。

現在、弊社の資本金1億円の株主構成は、役員・社員の持ち株会が70%、残りの30%は金融機関等となっ

ており、役員・社員が「自分たちの会社」と自覚できる状況となっております。今後、弊社は、沿岸域およ

び河川域にかかわる防災、利用、環境、管理等に関する総合建設コンサルタントとして、これまで40 年間、

育み培ってきた技術・サービスをさらに充実させ、エコーのマインドである「誠実な技術対応とそれを支え

る地道な営業努力」をさらに醸成させ、皆様方のご期待に応えかつ信頼される会社になるよう役職員一同、

一丸となって一歩一歩着実に前進してまいります。

顧客の皆様には、今後ともなお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

                                        平成２６年９月

                          株式会社エコー 代表取締役社長  伊坂 充

＜エコーの沿革＞

昭和49年9月 株式会社エコー創立（本社所在地：港区新橋２丁目）

資本金500万円

役職員数７名

昭和52年6月 本社移転（港区新橋４丁目）

昭和56年1月 資本金を1000万円に増資

昭和56年7月 本社移転（新宿区西新宿）

昭和57年4月 ㈱テトラのコンサルタント事業の全てをエコーに業務移管

役職員数48名

昭和59年10月 資本金を3000万円に増資

昭和63年4月 プロパー社員採用開始

本社移転（荒川区南千住）

役職員数64名

平成元年3月 受注額10億円を突破

平成4年3月 受注額20億円を突破

平成6年4月 役職員数100名

平成7年12月 本社移転（台東区北上野）

平成11年4月 ㈱テトラから海外コンサルタント事業部の営業権譲渡

平成12年4月 ㈱テトラからの出向者全員転籍

資本金を1億5千万円に増資

社員持株会設立

平成19年3月 資本金を1億円に減資

平成23年4月 役員・社員持株会保有率70% 
平成26年3月 受注額30億円を突破

平成26年9月 創立40周年

役職員数130名
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●創立４０周年記念特別講演 

 創立４０周年を記念して９月４日に特別講演会を開催いたしました。以下にその講演概要をご紹介いたし

ます。

１．小島治幸 九州共立大学名誉教授 「講演名：曽根干潟とカブトガニの運命は？」

大規模構造物の建造による沿岸域の環境変化は、物理環境、化学的環境、生態系の変化

へと進んでいく。このような現象が起こる可能性として、新北九州空港埋立地背後の曽根

干潟に着目し、継続的に現地調査及びその解析を行ってきた。現在までの研究成果につい

て、話題提供する。

①曽根干潟と流入河川の概要： 曽根干潟は、生きた化石であるカブトガニの繁殖地とし

ても有名な干出面積約517haの干潟である。干潟に流入する河川は、北側の竹馬川と南側

の朽網川で、全体の流入量の約76％を占める。

②地形変化と人工構造物による波浪変形： 干潟の海浜勾配は、全域で 1/800 程度である。古くは 1809 年

の伊能図に干拓による新田が示されていた。1874 年には奥部の干拓が見られ、その後も干拓が進み、1971
年には現在の干潟形状が形成された。近年、新北九州空港島、苅田港新松山埋立等、周辺で大規模人工構造

物が建設されている。沖側の新北九州空港島の埋立は、干潟の到達波浪を低減し、底質移動力を減少させる。

③流入河川と周辺海域における水質・底質特性： 干潟を含む前面海域において、1977 年から継続的に水

質・底質調査が実施され、経年的な水質・底質の変化を整理した。河川流入負荷は、総量規制により減少し、

近年は横ばいである。一方、海域のCODとT-Nは埋立地区周辺で増加傾向にある。

④曽根干潟の自然環境特性： 曽根干潟では、地盤高、底質、底生生物の調査を継続的に実施している。地

盤高の経年変化を見ると、干潟南東部で減少傾向にあり、2006年に全域で大きく沈下した。その後、回復傾

向を示した。2006年の変化は台風0613号の影響と推定される。また、干潟の南部で含泥率が増加し、北部

で減少傾向にあり、底生生物の種類数に大きな変化は見られないが、湿重量と個体数は減少傾向が見られる。

⑤カブトガニ幼生の生息環境： カブトガニは、干潟生物の食物連鎖の上位に位置し、成体は沖側海域で生

息し、干潟で幼生が生息する。また、砂礫浜が産卵場所となる。３種４類のカブトガニが世界で生息し、日

本カブトガニは、瀬戸内海中西部から玄界灘沿岸に生息している。曽根干潟のカブトガニの産卵ツガイ数を

見ると、2000年頃から増加し、2005年をピークに、2006年に急激に減少したものの、近年は回復傾向にあ

る。幼生数は、2006年以降減少傾向だが、ツガイ数は2007年以降増加傾向にある。

⑥曽根干潟のこれからとカブトガニのふしぎ： 2013年7月に、地元自治体関係者、漁協関係者を中心に、

曽根干潟保全連絡会が発足した。環境改善策として、覆砂・耕転による底質改善、養浜による産卵場所の拡

大、河川導流堤撤去による干潟への土砂供給が検討されており、数値シミュレーションにより、改善効果の

確認も行っている。今後も、干潟の指標種としてカブトガニの増減に注視するとともに、その不思議な生態

を調べていきたい。
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２．柳 哲雄 九州大学名誉教授 「講演名：瀬戸内海の再生：里海創生」

 今後の日本の環境政策の柱として期待されている里海の考え方を導入し、瀬戸内海の再生

に関する研究を行っており、現在までの成果と今後の展開について話題提供する。

①瀬戸内海の TP、TN 濃度と漁獲量： 瀬戸内海のTP、TN の濃度と漁獲量の経年変化を

比較すると、1973年瀬戸内海法の制定、1978年の陸域負荷の総量規制により、TP、TN濃

度は減少し、現在はほぼ横ばいから減少傾向にある。一方、漁獲量は継続的に減少し、最大

時の 40％までに落ちている。海域別に解析すると、海岸付近の TP、TN 濃度は減少傾向、

沖合では増加傾向にあり、底泥からの溶出に起因する可能性がある。TP、TNの発生源を分類すると、総量

規制により陸域起源は減少し、外洋からの供給は黒潮の離岸により減少したため、底質起源が増加している

ことが確認できる。この状況のもと、漁獲量の減少を回復するために、総量規制から、TP、TN供給の増加

に転じるべきとの利用者の要望がある。

②植物プランクトン量のモデル化： 栄養塩濃度の生物への影響を明らかにするために、植物プランクトン

量の変化に関するモデル化を行う。モデル化にあたり、植物プランクトンの細胞数は、栄養塩の関数とする

増殖速度を使用した指数関数で表現し、細胞数について多重平衡の考え方を導入する。植物プランクトン量

の増加（成長）は、生息環境による増加と制限を表現するロジスティック曲線を適用し、死滅と摂食による

減少効果を加えて、生物量の定常状態を想定する。複数の栄養塩状態における植物プランクトンの変化量に

対し、植物プランクトン量の平衡状態が複数存在し、かつ、植物プランクトン量が多い場合（富栄養状態）

と少ない場合（貧栄養状態）の多重平衡解であることが示された。この状態を、瀬戸内海の漁獲量と栄養塩

の状態に置き換えると、富栄養化の進行過程では、栄養塩濃度の増加が高い漁獲量レベルを維持するものの、

一旦、貧栄養化が進行すると、栄養塩を増加しても漁獲量のレベルを高くすることに寄与しない。生物量に

大きな変化が生じたこと（レジームシフト）が示される。この大きな変化の要因は、底質の悪化（底生生物

の死滅）と考えられる。今後、数値解析等により詳細な過程を明らかにする必要がある。

③里海の概念と具体的な事例： 里海の概念とは、多様な生物には多様な生息環境が必要であり、人手を加

えて生息環境を整備し、生物多様性を高めることである。ここで、人手を加える注意点は、極端な生物相に

しない工夫が重要である。具体例として、石干見等が紹介され、白保の魚垣により魚種が増加したこと、適

正な藻場を維持するために、アマモ場の管理が必要であることが述べられた。さらに、生物と人間活動の相

互関係についても解説がなされ、里海の位置づけが示された。

④里海と環境行政への反映： 里海の概念及びその応用例は、複数の文献にまとめられており、国の環境行

政にも取り込まれている。今後の政策に反映されることが示された。さらに、最新の取組として、「持続可能

な沿岸海域実現を目指した沿岸海域管理手法の開発」と題する環境省の研究事業が進行しており、政策支援

ツールとしての自然現象の再現から社会・人文科学まで含めた統合型沿岸海域モデルの開発と、環境行政施

策への活用について説明がなされた。里海の今後の展開が期待される。

栄養塩濃度と漁獲量

栄養塩濃度

漁
獲
量

ビーカーの中（線形）

枯死・沈降

ベントス・底魚の餌

赤潮

成層発達

枯死・沈降

酸素消費→貧酸素水塊

赤潮

成層発達

有機物の蓄積→酸素消費

Ａ Ｂ

柳（2014）
栄養塩濃度

漁
獲
量

富栄養化

貧栄養化
Ｂ

Ａ

瀬戸内海（非線形）

里海創生

里海の概念、応用、創生例
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３．佐々木 寧 埼玉大学名誉教授 「講演名：環境のレジームシフト 環境の転換期を迎えた時代」

 地球温暖化に伴い、周辺環境で生じている大きな転換（レジームシフト）について、事例

を交えて解説し、その対応策としてのバイオシールドの効果について話題提供する。

①世界・日本はエネルギー開発に走る： 経済発展の基盤として、原子力、天然ガス、石油、

石炭等によるエネルギー開発が進められている。クリーンエネルギーとして、風力発電、メ

ガソーラー発電も実用化されているものの、当面は、価格の安い化石燃料の大量消費時代が

続き、温暖化の歯止めがきかない。

②環境のレジームシフト： 環境の変動は、一定の範囲内で変化するものの、1990 年代か

らは、変動の平均値が顕著に変化し、変動幅がシフトしている。その結果、霞ヶ浦では沈水

植物が消失し、琵琶湖では表層の高温化により湖水循環が弱まり、底層で酸欠状態が生じている。環境の変

化が顕著になっている。

③気候変動は現実のものに： 最近の気象は、スーパー台風、ゲリラ豪雨、竜巻、豪雪の発生が常態化して

いる。温暖化がもたらす諸現象は、台風災害のみではなく、農作物の不作、疫病の増大、土砂災害の増加等、

様々なリスク増大をまねく。いわゆる気候変動とそれに伴う災害発生の負のスパイラルが加速しており、こ

の状態は、生物生息域の北上等、生態系の変化にも影響を与えている。

④小河川・水道も河川と同様： 日本の河川の樹林化も、竹類の領域が北上し、広葉樹の領域が竹類へと変

化している。河川の樹林化は2000年前後を境に急増している。ゲリラ豪雨は、山地に水道ﾐｽﾞﾐﾁを顕在化さ

せ、その結果、日本全国の扇状地での土砂災害リスクが増大、大きな災害が発生している。潜在的な危険性

を有する日本の河川において、温暖化が災害リスクを増大させている。

⑤海岸も動的・攪乱生態系： 環境の変化は、海岸にも侵食の拡大として顕在化している。また、東日本大

震災による津波災害のような攪乱要因も、海岸が動的生態系であることを彷彿させる。人工構築物、人工防

災林を原地形にまで、一気にもどす力を示し、海浜植生の再生を具現した。

⑥日本の海岸林： 日本の海岸林は、農地保護のため、防風砂用のクロマツ単一種植栽の整備がおこなわれ

てきたが、樹林の過密化、枯れ上がりを生じ、松食い虫被害が追い打ちをかけている。もはや津波被害を軽

減することが困難な状況で、防災林整備のシステム自体が形骸化している。人工クロマツ林も、気候変動の

影響もあり、広葉樹林へと遷移が進行し、防災林の機能を樹高、密度、根茎形態の点から再評価することが

求められる。

⑦気候変動に対応（海外の見直し計画）： 気候変動に伴う災害リスクへの対応は、イギリス、オランダな

どの氾濫防護施設等で進められているものの、日本は、堤体高さを増大する防潮堤の再建計画が中心である。

⑧バイオシールドという視点で創造する新時代： 自然生態系を保持し、地域の環境に対応したバイオシー

ルドによる災害防護が有効である。この取り組みは、費用軽減によりアジア等の途上国への普及も期待でき、

生態系、景観の維持に寄与する。例えば、砂丘と海岸林の併設や強固な海岸林は、減災効果が期待できる。

バイオシールドの減災効果を分析し、ハード対策と組み合わせたバイオシールドによる多重防護を行うこと

は有効である。環境の大きな転換期を迎えた現在、災害対策の見直しが課題である。

防潮堤
ﾗｸﾞｰﾝ湿地

海岸林

水路

阻害樹林
並木

自動車道

都市内
緑地

消波施設

防波堤

第二樹林帯

海岸林

海域

海岸林海岸林

第二樹林帯

バイオシ－ルドを組み込んだ多重防災
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●ニュースレターで紹介した保有技術 

 本稿（創立40周年特別号）前までに発刊したニュースレターは30号に上ります。創刊したのは平成14
年11月1日でした。発刊の目的は、「当社の保有技術、学会活動、レクチャー等の各種情報を盛り込んだリ

ーフレットとして、定期的に顧客の皆様に情報を発信する」ということで、営業ツールのひとつとして定期

的に年２回発行してきました。近年では、情報発信内容も多様化し、発刊回数も年３回としております。

 これまでニュースレターの中でご紹介してまいりました当社の保有技術は、下記一覧に示す通りです。

これを見ますと、時代の推移とともに技術紹介の内容も変化していますが、その多くは当社が得意とする

数値シミュレーション技術であり、水域での水理現象解明のための解析技術、耐震設計技術、防災技術、環

境技術と多様な分野での内容となっております。（詳細については、当社ホームページをご覧ください。）

これまでご紹介した技術内容については、読者の皆様から詳細説明の要望や活用実績・事例等についての

問い合わせを数多く頂きました。紙面の上からですが、感謝申し上げます。ありがとうございます。

今後も先端的な技術の習得に励み、技術の高度化・高質化を図り、顧客ニーズにあった技術開発・研究開

発を進めてまいる所存でおります。当社の新しい技術について、引き続きご紹介させて頂きますので、よろ

しくお願い申し上げます。

ニュースレターで紹介した保有技術一覧 

技術紹介タイトル 発行年月 紹介内容 

陸上地形の影響を受けた気象場を計算する技術 
H26.5.30 

（29号） 

アメリカ大気研究センターで開発された局地気象モデルWRFを

用いた高精度な気象場の計算を行うことにより、複雑な地形条

件下での波浪・高潮の推算精度が向上する技術を紹介 

岸壁残留変形量の簡易評価法の高度化 
H26.1.6 

（28号） 

岸壁の耐震性能照査における変形量評価技術の高度化によ

り、精度の高い照査を簡単・迅速に行うことを可能にした技術を

紹介 

河口域の３次元流動シミュレーション 

－DELFT3Dの適用－ 

H25.9.4 

（27号） 

DELFT3Dの非構造格子を適用した、河川から海域にかけての

干満の流れ・塩分の流れ等の流動シミュレーションの精度の高

度化技術を紹介 

津波による漂流予測計算＜自社開発ソフト＞ 
H25.6.5 

（26号） 

被災後の港湾機能の早期復旧をめざした技術の紹介  （港湾

貨物等の抵抗・付加質量を考慮した津波発生～数日間の移流・

拡散計算を行い、漂流物の除去に必要な資機材の検討・危険

区域の把握・施設の早期復旧計画の検討に応用） 

構造物に作用する２次元・３次元流体解析モデル

の開発 

H25.6.5 

（26号） 

CADMAS-SURF2D・3D（ナビア・ストークス方程式）による流体

シミュレーション技術の紹介と適用例を紹介  （高潮と高波の

同時発生時（台風来襲時）の複合的な現象，強潮流域における

島周辺の複雑な流れ，港湾構造物によって津波高が低減する

状況等を再現） 

ＮｅＣＳＴモデル 河口～沿岸域における波・流れ・

地形変化のシミュレーション 

H25.1.4 

（25号） 

海岸侵食・河口閉塞・航路埋没などの地形変化・漂砂問題が生

じやすい河口～海岸域など、波と流れの作用が複雑な土砂移

動をシミュレーションし、地形変化を予測する技術を紹介 

河川域から海域を総合的に扱うことが可能な流動

の数値解析技術 

H24.9.12 

（24号） 

JCOPEデータの活用とハイブリッド座標系モデルの開発による

流動場高精度化技術の紹介 
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技術紹介タイトル 発行年月 紹介内容 

構造物の耐震照査および耐津波照査の解析技術
H24.9.12 

（24号） 
ファイバーモデルを適用した地震応答解析技術の紹介 

河川域・河口域（汽水域）・海域を統合した水質環

境予測システム 

H23.10.3 

（22号） 

水域の流動・水質・底質環境を統合した数値シミュレーションシ

ステムの紹介 

河道内樹木の伐採・植樹に関する管理技術 

H23.7.1 
（21号） 

H23.1.4  
（20号） 

H22.10.4  
（19号） 

H22.1.4 
（17号） 

豪雨時に河積阻害や流木化などを引き起こす河道内樹木の管

理技術の紹介  （レーザー測量を用いた河道内樹木の分布特

性把握、準二次元不等流解析を用いた樹木群近傍流速・詳細

な樹木群周辺の挙動評価、治水・環境・河川利用等に配慮した

樹木伐採・植樹計画立案、植樹許可マップの作成） 

海浜変形予測システムＮｅＣＳＴ（ネクスト） 
H22.10.4 

（19号） 

NeCST（海浜変形予測システム）の紹介  （波‐流れ‐地形変化 

が相互作用する海底地形の変化を再現し、様々な漂砂問題の

現象解明、漂砂対策施設の配置検討、周辺環境への影響評価

に応用） 

カワヒバリガイ（特定外来生物）の分布調査及び侵

入・拡散過程の分析 

H22.9.3 

（18号） 

特定外来種のカワヒバリガイの抑制対策の紹介  （淡水域の

生態系攪乱や利水施設の通水阻害を引き起こすカワヒバリガ

イの付着状況・年級群解析により、侵入・拡散過程・発生源を解

明し、拡散・定着・拡大を抑制） 

数値波動水路（CADMAS-SURF）への取組み 

－水理模型実験技術の応用－ 

H22.1.4 

（17号） 

CADMAS-SURFを適用した仮想水理模型実験による解析技術

を紹介  （条件が複雑な港湾構造物や海岸構造物の設計に適

用する波圧・越波などの適正値が水理模型実験で得るように精

度高く取得が可能） 

液状化を考慮した岸壁残留変形量の簡易評価法 
H21.9.1 

（16号） 

1次元地震応答解析と新たに開発した残留変形量の簡易評価

法を用い、従来の2次元地震応答解析よりも効率的に耐震照査

を可能にした技術を紹介 

環境共生構造物の計画と設計 
H21.9.1 

（16号） 

生態系に配慮した環境共生機能を有した構造物の計画・設計

の技術を紹介  （生物に必要な酸素・塩分・光量を考慮した設

計条件（水深・幅等）の構造物をイメージ作成し、構造物の安定

性・施工性・経済性についても比較検討） 

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 

H21.1.5 

（15号） 

港湾構造物のアセットマネジメント技術の紹介  （構造物の諸

元・過去の点検結果・補修履歴・診断・評価・健全度・余寿命な

どのデータベース化と提供、維持管理計画の立案、設計条件

～調査・点検情報などを一元管理する港湾施設情報システム

を用いた港湾施設・漁港施設の維持管理・保全業務支援） 

航路維持浚渫等における水質環境解析技術 
H20.9.1 

（14号） 

浚渫工事による濁りの拡散状況を容易かつ高精度に予測し、

施工管理に活用するシステムの紹介  （工事事務所等のPC

画面での対話型入力で、高精度な流況予測・濁り拡散予測が可

能） 

港口部別の影響を考慮した港内静穏度検討につ

いて 

H20.9.1 

（14号） 

ブシネスク方程式を適用した静穏度解析技術の紹介  （港口

部が複数個所存在する港湾の静穏度計算を一度に行い、さら

に従来のエネルギー平衡方程式や高山式と異なり、波の浅水

変形・屈折・回折・反射の評価も同時に行うことが可能な技術） 
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技術紹介タイトル 発行年月 紹介内容 

河川改修における河岸自然環境の回復に関する

技術 

H20.1.4 

（13号） 

治水（洪水の流下能力）と自然環境の保全の両ニーズを満足さ

せるため、河川環境への影響を最小化するための掘削方法を

検証し、流下能力確保のための樹木管理へ活用した例を紹介 

数値波動水路（CADMAS-SURF）の応用 
H20.1.4 

（13号） 
CADMAS-SURFの紹介及び応用例の紹介 

サイト増幅特性の評価のための常時微動観測 
H19.9.3 

（12号） 

港湾施設の性能照査に用いる地震動の設定方法として、常時

微振動観測結果からサイト増幅特性を設定する方法を紹介  

（港湾施設の性能照査に用いられる地震動は各港湾（サイト）

の特性（震源・電波経路・堆積層）を考慮することが基準となり、

常時微動観測結果を参考に補正したサイト増幅特性を活用す

ることが費用や時間の面から優位） 

高潮・洪水同時生起数値シミュレーションの開発 
H19.1.4 

（11号） 

高潮シミュレーションと河川の２次元不定流計算を結合した高

潮・洪水同時生起シミュレーション技術の紹介 

地域内部の避難診断・検討ツール「ＩＮＳＩＤＥ」の 

開発 

H18.9.1 

（10号） 

津波・高潮からの避難行動計画や初期手動マニュアル策定等

に活用できるツールを紹介 

外来魚対策  

－在来生態系に配慮した外来魚の増加抑制対策－ 

H18.1.4 

（9号） 
外来魚対策を講じるための技術を紹介 

港湾構造物の信頼性設計 
H17.7.15 

（8号） 

土木構造物設計手法の国際標準化に伴う信頼性設計法の考え

方および計算事例の紹介 

港湾・海岸の学習支援・広報資料の作成 
H16.9.1 

（6号） 

公共事業の説明責任や総合学習の教材等、広報資料の作成ニ

ーズに応えた技術事例を紹介 

港湾埋没の予測精度向上に関する試み 
H16.2.1 

（5号） 

港内の副振動現象を考慮した航路埋没モデルによる解析技術

を紹介 

ハビタットに着目した環境解析手法 
H15.9.1 

（4号） 

自然環境に配慮した河道計画、自然再生計画、希少生物保護

に有効な環境解析手法について紹介 

サンゴ群集の移築 
H15.5.20 

（3号） 

サンゴ群集の保全・創造・再生のための移築工法（施工技術）

について紹介 

高潮・津波の数値シミュレーションの精度向上 
H15.2.1 

（2号） 
高潮・津波シミュレーションの精度向上技術について紹介 

ＦＬＩＰ（新しい耐震設計法） 
H14.11.1 

（1号） 
新しい耐震設計法のツールであるFLIPについて紹介 
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