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第 ３９ 号      平成2９年７月３日発行 

●新社長のご挨拶 

経営基盤の強化と進展 －不断の創意工夫と挑戦－

平素より、格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

６月３０日開催の弊社定時株主総会及び取締役会におきまして 伊 

坂充の後任として代表取締役社長に選任され、就任いたしました。微

力ながら、専心、社業発展に精励いたす所存でございます。

 弊社は、平成２９年４月に「経営基盤の強化と進展」をスローガン

とする第６次中期経営計画をスタートしました。平成３１年度までの

３年間にわたり、中期経営計画の事業方針にそって、役職員一同、一

致団結して、日々業務を遂行いたします。

この中期経営計画においては、５つの事業方針を掲げました。事業

方針１は「事業規模の拡大を支える受注増大と利益確保」、事業方針２

は「多様なニーズに対応する人材の育成と確保」、事業方針３は「保有

技術の高度化・総合化と新規技術の開発」、事業方針４は「顧客満足度

の高いサービスを提供する品質管理の実践」、事業方針５は「生産性と社員満足度の向上を目指した業務改

善への挑戦」です。これら５つの事業方針は、弊社の経営目標である「顧客に信頼される会社」、「環境変

化に強い会社」、「社員満足度の高い会社」を達成するための方策となります。各々は、経営基盤の強化、

社員の育成、技術の開発、品質の確保、業務環境の改善に関する具体的な方針をまとめたものです。役職

員全員が、不断の創意工夫と挑戦のもと、日々の業務遂行を通じて、着実に成長することを目指します。

 中期経営計画のスタートに伴い、弊社の組織は、７月より、営業部等で構成される管理本部と、環境系

事業部、防災系事業部、構造系事業部、国際事業部の４事業部、事業管理部、技術研究所で構成される事

業本部へと改正しました。この改正は、同じ事業系列の技術者間や、事業部間の情報交換を活発に行い、

部門横断的な事業展開を狙うものです。弊社のコンサルタント活動が、皆様の事業の一助となり、ひいて

は社会貢献につながるように努める所存です。

 弊社は、平成２９年９月３日の創立記念日をもって、創立４３年となり、資本金１億円の株主構成は、

役員・社員の持ち株と自社株が９０％に達し、「自主独立した建設コンサルタント会社」となりました。弊

社のマインドである「高度な技術による誠実な対応と、それを支える地道な営業努力」のもと、沿岸域及

び河川域の防災・利用・環境に関する総合建設コンサルタントとして、培った技術とサービスを一層充実

させます。

皆様方のご期待と信頼に応えるように、役職員一丸となって社業の発展に邁進する所存です。皆様には、

一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、役職員一同を代表してお願い申し上げます。

Env i ronmenta l  Consu l t an ts  for  Ocean  and Human 

エコー・ニュースレター 

代表取締役社長 柴木秀之
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●役員人事  

６月３０日開催の定時株主総会及び取締役会におきまして下記のとおり役員人事が決定しましたので

お知らせ致します。 

取締役会長    (昇任) 伊坂 充  

代表取締役社長  (昇任) 柴木 秀之 事業本部長 

常務取締役 上原 教善 事業本部副本部長 

常務取締役    (昇任) 永井 裕 管理本部長 システム管理責任者 

取締役特別顧問 加藤 一正  

取締役 児玉 理彦 渉外担当 事業本部国際事業部長 

取締役 永井 紀彦 技術営業担当 

取締役      (新任) 杉浦 淳 管理本部営業部長 

監査役      (新任) 冨田 浩史  

執行役員 伊藤 雅文 事業本部国際事業部技師長 

執行役員 髙橋 由浩 事業本部環境系事業部長 沖縄事務所長 

●組織改正 

７月１日付で組織改正致しました。 

 平成２９年５月２４日に、神戸ポートピアホテルにて開催されました「公益社団法人 日本港湾協会 第９    
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平成２９年５月２４日に、神戸ポートピアホテルにて開催されました「公益社団法人 日本港湾協会 第

９０回定期総会」において、「高潮時の越波量と越流量の推定手法の構築」が日本港湾協会論文賞を受賞い

たしました。また、上原教善と柿崎勉の２名が永年の業績が認められ港湾功労者として表彰されました。

ここに受賞した論文の概要と、港湾功労者受賞者を紹介いたします。

●日本港湾協会論文賞 

 論文「高潮時の越波量と越流量の推定手法の構築」 

（鈴山勝之 樋口直人 柴木秀之） 

 論文の内容               

高潮浸水被害に関する検討を行うにあたっては、高潮浸水シ

ミュレーションを用いた浸水状況の見積りが必要になるため、

海域から陸域に流入する越波・越流量を精度良く算出すること

が重要になります。

大規模な高潮発生時の浸水の特徴は、高潮と高波の双方が生

起することで越波から越流への遷移が起こり、高波を伴って海

水が海岸堤防を越流するところにあり、波の作用によって護岸

や堤防等を越える流量に影響を与えます。このような高潮と高

波の双方が生起する擾乱時を対象にした越波・越流量の計算が

可能な数値シミュレーションモデルとして数値波動水路

（CADMAS-SURF）が挙げられます。しかし、広大な高潮

浸水想定区域の全ての護岸・堤防等に対して

CADMAS-SURFで越波・越流量の計算を行うことは計算時間が

膨大になりすぎることから事実上不可能です。

そこで本論文では、CADMAS-SURFを用いて、波浪、水位、

堤防高等の条件を変えつつ越波から越流状態への遷移過程を含

むすべての条件について数値解析を行い、護岸や堤防等を通過

する流量を整理しました。そして、それと既往の経験式を比較

することにより、越波と越流が共存する状況に対しても護岸や

堤防等からの越波・越流量を簡易的に推定可能な手法を構築し

ました。これにより、大規模な高潮発生時の浸水要因の特徴である高潮と高波浪が同時生起した時の越波量

と越流量を、精緻だが多くの計算時間を要する数値波動水路等の数値シミュレーションモデルを用いること

なく、それと同程度の精度で極めて短時間で簡便的に推定する手法を初めて合理的に導くことができました。

この論文は、受注の業務ではなく、自らの技術力向上のために著者らが自主的に努力した研究成果です。

 論文から得られた成果（構築した手法）                              

 高潮時に海域から陸域に流入する海水量を推定するために、潮位と波高の比をパラメータにして、㋐越波

支配時、㋑越波と越流の同時生起時、㋒越流支配時の３つの場合に分け、数値波動水路で厳密な二次元計算

を行いました。その結果、㋑の場合の流入海水量は、適切な係数を導入すると越波支配時の推定式を外挿し

て評価できることが明らかになりました。さらに、この外挿は㋒の場合の越流量式に連続することも示しま

した。この成果は容易に高潮浸水シミュレーションに組み込むことができます（次ページの図-2参照）。

㋐ 越波が卓越する条件（h1/H0’< 0）において、合田の越波流量推定図（1975）で推定した流量は

CADMAS-SURFによる計算流量に概ね一致します。したがって、この条件下では合田の推定図を定

式化した高山の越波流量算定式（1982）（以下、高山式）を用いることで越波量が評価できます。

㋑ 越波から越流への遷移過程（0< h1/H0’< 1）の範囲では、高山式で推定した流量に、本論文で求めた

補正係数を考慮することで、計算流量に相当する流量を評価することが可能となります。

㋒ 波浪の影響が相対的に小さくなる範囲（h1/H0’ ≥ 1）では、Rao & Muralidharの越流公式（1963）で推

定した流量が計算流量にほぼ一致することから、この式を使って越流量を評価できます。

図-1 大規模な高潮発生時の浸水の特徴 

護岸 

高波 越流 

写真-1 授賞式の様子 
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 構築した手法の優れている点        

本論文で構築した手法は、高潮浸水シミュレー

ションモデルに組み込む手法としては初めて、越

波から越流へ遷移する各段階の越波・越流量を連

続的にかつ高速で推定することを可能にしました。

したがって、この手法は、浸水速度や浸水区域の

推定精度向上に寄与することができます。また、

直立の護岸・堤防を対象に構築したこの手法の考

え方は、様々な形状の海岸・港湾構造物に全く同

様に適用できますので、その発展性は大きいと考

えられます。

 構築した手法から得られる効果       

高潮時のあらゆる潮位状況において、護岸及び

堤防等を越える流量を、合理的に高精度でかつ極

めて短時間に推定することが可能となりました。

本手法を高潮浸水シミュレーションモデルに組み

込むことで、特に波浪の影響が大きい港湾や海岸

域において、浸水速度や浸水域の広がりの推定が

より高い精度で可能となり、高潮災害軽減のため

のハード・ソフト対策に活かすことができます。

 受賞の対象となった論文          

鈴山勝之, 樋口直人, 柴木秀之：高潮発生時の越

波・越流の遷移過程を対象とした数値解析, 土木

学会論文集B2(海岸工学), Vol.72, Vol.1, pp.241-246, 
2016.

●港湾功労者表彰

昭和５３年入社以降、約３９年間、主に管理技術者として
港湾施設の基本設計・詳細設計・施工計画及び許認可申請
(埋立施工計画及び申請書作成)、自然条件調査(波浪・流況
調査等)等の業務に従事して参りました。このたびは功労者
表彰を頂き誠に光栄に存じます。これもひとえに諸先輩方、
同僚及び関係各位のご指導とご支援の賜物と感謝申し上げ
ます。今後も港湾分野の発展に尽力して参る所存です。 

図-2 構築した手法の場合分け 

㋐～㋒の3つの手法を組み合わせることで、㋐越波、

㋑越波から越流の遷移過程、㋒越流の状態で、護岸

及び堤防等を越える流量をCADMAS-SURFを用い
ることなく、それと同程度の精度で極めて短時間で

簡便的に推定することが可能になります。

㋐ 越波（h1/H0’< 0）

㋑ 越波から越流の遷移過程波（0< h1/H0’< 1）

㋒ 越流（h1/H0’ ≥ 1）
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柿崎勉 

横浜事務所部長 
茨城事務所部長 
東京事務所部長 

上原教善 

常務取締役 
事業本部副本部長

この度は、功労賞を賜り誠にありがとうございました。公
務員生活３６年、財団法人６年、民間コンサル（弊社）２
年と、４４年に亘り港湾空港業務に携わってまいりました。
この間、病休等の空白期間もなく業務に専念できたことを
評価して頂いたものと理解しております。今後も、業務を
通じて人材育成等に貢献していきたいと考えていますの
で、よろしくお願いいたします。 


