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 第 ４６ 号     (平成３１年１月４日発行) 

 

●新年のご挨拶 

新年 あけましておめでとうございます。 

平成 31 年の始まりにあたり、昨年の皆様からのご厚情に感謝申し上げるととも

に、本年も変わらぬご指導とご厚誼のほどお願い申し上げます。 

 平成30年に選ばれた漢字は「災」であり、上陸台風が10個に及んだ2004年と

同じ漢字でした。昨年、国内では、６月の大阪府北部地震、７月の西日本豪雨、９

月の台風21号による高潮・高波災害、北海道胆振東部地震による災害が発生し、

特に、西日本豪雨は平成最悪の気象災害となりました。また、海外でも、インドネ

シアで大規模な津波災害が２回発生しました。まさに、災害が多発した年でした。 

豪雨や台風による災害規模の拡大は、地球温暖化の影響が現れたとの指摘もあ

り、東日本大震災の発生や南海トラフ地震の切迫等、日本列島周辺の地殻変動は

活発化しています。まさに、防災・減災対策や発災後の迅速な行動計画の検討が急務となっています。国

の重点課題である「国土強靭化」施策の支援は、建設コンサルタントが果たす役割として重要度がますま

す高まっていることを痛切に感じています。 
一方、「改正品確法」において明記された「担い手の育成と確保」は、建設コンサルタントの喫緊の課

題です。この課題の解決には、労務環境の改善、生産性の向上、性別や国籍を問わない多様な人材の確保

が不可欠です。特に、昨年６月に成立した「働き方改革関連法」は、本年 4 月の施行より「罰則つき」の

残業上限規制等が適用されます。これに対応するため、適正な就業時間管理と、土日休暇や祝日休暇の確

実な実施、有給休暇取得の励行等を推進し、社員ひとりひとりに健全な生活基盤を提供する。そして、社

員が満足する生活基盤のうえで創造的なコンサルタント業務が行えるよう、良質な就業環境作りを進める

ことが求められています。 
また、2020 年４月から施行される改正民法は、受注者の「善管注意義務」が求められ、業務成果に対す

る契約不適合責任（瑕疵責任）が厳しく問われることになります。より厳格な照査体制の構築は、まさに

急務です。 
平成29年度からスタートした我社の第６次中期経営計画では、変化の激しい周辺環境に柔軟に対応する

ために、旧態依然とした業務執行体制や方法から脱却し、経営基盤のさらなる強化と進展を目指していま

す。その経営方針は、基盤となる人材・技術・財務を強化し、品質管理の徹底により、顧客満足度の高い

サービスを提供する。さらに、業務改善を継続的に推進し、生産性と社員満足度を向上させることを目指

すこととしています。そのために、顧客にはレスポンスの良さ・速さを実践し、社内では社員間で不断の

コミュニケーションによる意思疎通を実践しています。そして、業務を遂行する中堅・若手社員が、日々

改善の視点を持ち、それらの蓄積により計画達成を目指しています。ただし、生産性の向上には、社員の

健全な生活基盤が確保され、業務に対して常に前向きな姿勢で臨むことが最も重要であると考えています。 
平成31年、皆様のご期待に応えられるよう、港湾・漁港・海岸・河川関係のコンサルタント業務の分野

において、これまで以上に社会的責任を自覚し、高度な技術力を提供します。そして、社会基盤整備の拡

充に貢献できるように日々品質の確保と技術の研鑽に努める所存です。引き続きのご指導、ご鞭撻をお願

いいたします。 
今年は、平成最後の年であり、５月１日より新元号となります。皆様にとって、新たな飛躍の年となる

ことを祈念しまして、年頭の挨拶とさせていただきます。 

代表取締役社長 柴木秀之 

E n v i r o n m e n t a l  C o n s u l t a n t s  f o r  O c e a n  a n d  H u m a n  

エコー・ニュースレター 
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●技術紹介 

＜沿岸域から外洋域にかけての流動シミュレーションシステムの開発＞ 

沿岸域から外洋域までの広範囲の波浪と流れを再現・予測できるシミュレーションシステムを開発しま

した。このシステムは、難易度の高いシミュレーションを、パソコンの簡易なマウス操作により実行でき

るようにしたものです。以下にシステムの主な特徴を紹介します。 
１．複数のサブシステムによるシステム構成 
本システムは、①風・気圧、②波浪、③流動

の3つのサブシステムで構成され（図1）、サ

ブシステム間で風・気圧や波浪応力を逐次受け

渡すことにより、流動システムの外力となる

風・気圧や波浪の空間・時間変動を精度良く設

定できます。システムの主たる部分は流動シス

テムですが、個別のサブシステムの結果を用い

ることで、風・気圧データの作成や波浪シミュ

レーションを目的とした使用も可能です。 
２．自由度の高い描画機能 
それぞれのサブシステムにより作成したデータやシミュレーション結果を描画機能により、随時、視覚

的に確認できます（図2、図3）。簡易なマウス操作により描画したい時間や範囲、コンター間隔や配色、

ベクトルの長さを自由に設定することが可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．地形データの編集機能 
対象海域の地形データをシステムに登録することで、任意海域のシミュレーションを実行することが可

能です。また、本システムは、地形データ編集機能を有しており、埋立地整備や航路浚渫等、様々な港形

（地形）の変化を想定したシミュレーションを容易に行えます。地形データの編集は、図4に示すように、

マウスで指定する計算格子を海か

ら陸へ変更したり、水深値を変更

する操作が、画面上で視覚的に確

認しつつ容易に行えます。さらに、

図5に示すように、地形編集前後

の流速変化や波高・波向の変化を

描画することで、港形（地形）の

変化が周辺の波浪や流動に及ぼす

影響を容易に確認できます。  

図3：流動システムによる描画例（流速ベクトル図） 

図4：地形編集例（埋立地の整備） 

・任意に地形の修正が可能 

・任意の箇所の水深が変更可

埋立地を加えた例 

任意の範囲を拡大して表示 

③流動システム（メインシステム） 
外力：潮汐，風・気圧，波浪，海面熱収支，

河川流入，外洋条件 

描画機能 
風・気圧 

風 

波浪応力 

①風・気圧システム 
風・気圧分布の作成(気象庁GPV

データor ユーザー任意設定) 

②波浪システム 
SWAN※による波浪

シミュレーション 

※SWAN：オランダ デルタ

レス研究所で開発・公開され

ている波浪モデル 

図1：システムの全体構成 

図2：波浪システムによる描画例 
（波高・波向ベクトル） 

図5：埋立地整備前後の流速変化例 

埋立地整備により

流速が増加 

赤色は流速増加 

青色は流速減少 

埋立地整備により

流速が減少 
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●トピックス 

＜青島港・上海港（中国）の自動化コンテナターミナルの視察報告＞ 

2018年9月20～23日、建設コンサルタンツ協会港湾専門委員会が主催する青島港・上海港における最

新の自動化コンテナターミナルの視察・ヒアリングに参加しました。自動化コンテナターミナルは日本で

は横浜港、阪神港で実証実験が行われていますが、世界では1993年にロッテルダム

港でオープンして以来、現在までに約50港で稼動し、様々なレベルの自動化技術の

カスタマイズが進んでおり、各ターミナル間で生産性の競争時代に突入しています。 
中国東部の山東省に位置する青島港前湾のコンテナ貨物取扱量は1,830万TEU（世

界第8位、2017年速報値）です。2017年5月に第1期2バース660mが自動化によ

り供用開始され、将来は、岸壁総延長2,088m（6バース）、水深-20m、年間取扱能

力520万TEUを目標とし、世界最大となる24,000個積みのコンテナ船が寄港可能

となる予定です。 
上海市洋山港のコンテナ貨物取扱量は4,023万TEU（世界第1位、2017年速報値）

です。2017年12月に第4期コンテナターミナル（自動化）が供用開始され、

バース延長2,350m、平均水深-15ｍ、2018年見込取扱量200万TEU、フル

稼働時取扱能力400万TEUとなっています。今後、設備が整うことにより

630万TEUまで対応可能となる予定です。洋山港の自動化技術の特徴は、

AIの導入による効率化と、その自動化プログラムを自社開発していることで、

プログラム改良等で他港（青島港、オランダではアメリカのプログラムを利

用）に対する優位性をアピールしています。 
（構造系事業部構造設計部 石本健治） 

●トピックス 
＜PIANC World Congress 参加報告＞ 

ＰＩＡＮＣ（Permanent International Association of Navigation Congress）（国際航路協会）は1885
年に設立された歴史ある協会です。その目的は、内陸港・海洋港の水路および港湾施設（漁港、スポーツ・

レクリエーション用水路を含む）の計画・設計・建設・改修・維持および運営に関する発展を図るととも

に、沿岸地域の開発を図ることにより、水上交通の維持・発展を推進することです。 
国際会議は４年に１回開催されます。今回は2018年5月6～11日にパナマ運河の都市パナマ共和国パ

ナマシティで開催され、約40ヵ国から約600名（うち日本から約50名）が参加しました。国際サンゴ礁

学会では科学的な議論が多いことが特徴的ですが、ＰＩＡＮＣでは技術の国際見本市的な要素が強く、世

界中の様々な海洋技術を分かり易く見て回ることができます。 
私の共著発表「有性生殖を活用したサンゴ増殖技術開発」では、50 名程度の方々が聴講してください

ました。質疑応答では、開発した技術を用いた場合、サンゴ増殖にどの程度費用がかかるか等の質問を受

け、海外の研究者と意見を交わす

ことができました。 
 開催都市のパナマシティでは

2016 年に新しいパナマ運河が開

通しました。旧運河よりも格段に

拡幅されたことで、より大型の船

舶が行き交い、グローバル化の進

展に伴う国際物流の増加に対応し

ています。 
 （事業管理部技師長室 山本秀一） 

パ ナ マ 運 河 

新しい運河(2016 開通) 
旧運河(1914 開通) 

青島港 

上海洋山港 

AGV 
(無人) 

ARTG 
(無人) 

ﾄﾚｰﾗｰ 
(有人) 

AGV(無人) 

STS 
(無人) 
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●トピックス 

＜ＩＣＣＥ2018 参加報告＞ 

今回で36回目となるＩＣＣＥ（International Conference on Coastal Engineering ）（国際海岸工学会

議）が2018年7月30日～8月3日にアメリカ東海岸メリーランド州の港湾都市ボルチモアで開催されま

した。弊社からは4名の技術者が参加し、以下に挙げる4件の弊社保有技術を発表しました。 

① Sand Wave Evolution Model For Efficient Channel Depth Management 
関門航路に形成されるサンドウェーブを対象に、その発達予測モデルを構築しました。サンドウェー

ブ形成域の水深が深くなるとサンドウェーブの発達速度が遅くなることから、予測モデルを活用して浚

渫量が最小となる管理水深や浚渫頻度を適正に設定する方法を紹介しました。 

（防災系事業部環境解析部 小野信幸） 

② A Design Method Of The Sea Wall And Water Apron By The Tsunami 
津波による漁港海岸施設の胸壁を対象とした設計方法について提案しました。水理実験と数値計算か

ら津波波力の算定式を算出しました。また、数値計算を活用し、津波越流に伴う胸壁背後の落水圧力と

落水位置が胸壁高と越流水深から算定できるダイヤグラム図を作成しました。 

（構造系事業部水理解析部 岩瀬浩之） 

③ Numerical Flow Modeling Around Okinawa From Coral Reef Area To Open Ocean 
沖縄海域を対象とした流動シミュレーションモデルの開発について紹介しました。このモデルは、潮

汐や波浪、海流などのあらゆる外力の入力を可能にしており、ハイブリッド座標系を採用することでサ

ンゴ礁から外洋までの流動場を一体的に計算することができます。≪詳しくはp.2の技術紹介に掲載≫ 

（防災系事業部環境解析部 白木喜章） 

④ Development of Wave Overtopping Model Incorporating Water Overflow for Vertical Walls 
合田(2008)による越波モデルを改良し、直立壁に対する越波流量を堤前波高から推定するモデルを作

成しました。また、越波と越流が混在する状況でも越波・越流量を精度よく推定できるモデルを提案し

ました。提案モデルは高潮の数値計算にも有用なモデルとなっています。 

（防災系事業部海象解析部 田中陽二） 

●トピックス 
＜平成 30 年度大規模津波防災総合訓練に参加 ～四日市港（三重県）～＞ 

去る11月3日、四日市港霞ふ頭において国土交通省及び地元自治体主催の大規模津波防災総合訓練が行

われました。石井国土交通大臣、国会議員をはじめ、123機関から約1,800名、うち港湾技術コンサルタ

ンツ協会に加盟するのべ16社約30名

が参加しました。弊社は当協会員とし

て5名(環境事業部・事務所)が参加し、

ドローンを用いた岸壁被災調査の訓練

(写真１)を行いました。また、展示ブ

ース(写真２)では津波被害への取り組

みをパネルやビデオで紹介しました。 

●事務所移転のお知らせ 

東北事務所（平成３０年１０月１日付） 
〒９８３－０８５２ 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－２－８－７０５ 
TEL０２２－７９４－８３７７ FAX０２２－７９４－８３７８ 

 
 
 

写真１：ドローンを用いた被災調査訓練 写真２：展示ブース 
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