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 第 ５２ 号     (令和２年１月６日発行) 

 

●新年のご挨拶 

令和２年の年頭にあたり、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。 
 株式会社エコーは、おかげをもちまして、昨年9月3 日で、創立45 周年を迎えました。

現在、50周年に向けて、全役職員、決意を新たにしております。 
 令和元年度は、平成 29 年度から始まった第６次中期経営計画の最終年度にあたり、「経

営基盤の強化と進展」を目標に、事業規模を拡大するための人材・技術・財務の基盤作りを

進めてまいりました。この中期経営計画の成果として、社員数150人、年間売上30億円な

どを達成し、安定した経営基盤を築きつつあります。 
 事業規模拡大の基本方針としたのが、国内外の顧客ニーズの開拓、営業と技術の連携、国

内と海外の技術連携、安定した組織の構築と業務実施環境を改善するための人材確保と育成などです。３

年間に、地域ニーズの把握を目的とする事務所の新設や、国内の解析・設計技術を海外業務で活用する海

外展開を図りました。 
また、働き方改革への対応として、短期間に生産性を向上させることは困難なため、適正な人材確保に

よる組織の安定化を優先させました。現在は、ICT の活用と、社員のモチベーション向上の両面から生産

性の向上に取組んでいます。 
 令和２年度から始まる第７次中期経営計画においては、「社会的責任（CSR）」と「共通価値の創造（CSV）」
を経営理念に位置づけ、エコーの財産である人と技術を、港湾・漁港・海岸・河川などの公共インフラ事

業へ活用することにより、社会に貢献していきたいと考えています。 

経営目標としては、次の４つを掲げます。 
１．高度な技術力を基にした質の高いサービスを提供することにより、「顧客に信頼される会社」を目指す。 
２．積極的な受注営業と生産性の向上によって、経営基盤の強化を図り、「環境変化に強い会社」を目指す。 
３．社会への貢献と安定した生活が実感できるような「社員満足度の高い会社」を目指す。 
４．社会の模範となり、社会の共通価値を創造できる「優れた人財を育成する会社」を目指す。 

 また、「経営基盤の確立による事業規模の拡大」を経営方針とし、５つの事業方針のもと、財務・人材・

技術・品質・環境の向上により、経営基盤の確立を目指します。 

＜事業方針＞ 
 ①受注拡大と利益確保 ②人材の確保と育成 ③技術開発と拡充 ④品質の向上 ⑤業務環境改善 

 ５つの事業方針は、同時に達成することが難しいため、優先順位を付けて、具体的な取り組みを行いま

す。第一に、人材を確保し、業務環境を改善する。次に、品質向上、技術力向上、人材育成について継続

的に取組み、その結果として、安定的な受注の拡大と利益の確保を行い、人的資産と品質・技術的な資産

の蓄積により、経営基盤の確立と事業規模の拡大を目指します。人材確保から始まり、事業規模の拡大に

至る正のスパイラルを繰り返すことにより、成長する企業を目指したいと考えています。 
令和２年のはじまりにあたり、今年が皆様にとって、実りある年となることをお祈りいたします。 

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 
 

代表取締役社長 
柴木秀之 
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●トピックス 

＜土木学会海岸工学論文奨励賞＞ 

「指宿港海岸における温泉地下水の熱輸送を含めた浸透流解析モデルの構築」 

                                環境解析部 笠毛健生 

鹿児島県で開催された第66回海岸工学講演会において、海岸工学論文奨励賞を受賞しました。海岸工学

論文奨励賞は、論文を執筆した若手研究者が対象となっている賞です。このような輝かしい賞を受賞でき

たことを心から光栄に思います。 

私が執筆した表記の論文は、鹿児島県の指宿港海岸を対象にした、温泉地下水の浸透流・熱輸送解析モ

デルの構築についてのものです。指宿港海岸では、海岸防護を目的とした整備が平成26年から直轄事業と

して進められていますが、その中で指宿市の重要な観光資源である天然砂むし温泉（写真－２）を含む温

泉地下水環境を保全することが重要な技術課題となっています。今回発表した数値解析モデルは、熱輸送

を考慮した砂浜内浸透流を計算することができ、計算結果

と現地観測結果との比較検討を通じて、養浜による温泉地

下水流への影響解明を最終的な目的としています。 

計算例として、砂浜内の水温（砂中温度）の解析結果に

ついてご紹介します。図－１は、現地で観測された干潮時

のT.P.-1.0m層（干潮時の海水面と同程度の高さ）におけ

る砂中温度の空間分布と、A点における砂浜上層と下層の

砂中温度の時間変化を示しています。図－１左図のうち、

丸で囲んだ範囲は、天然砂むし温泉を実施している

領域であり、砂中温度が80℃程度と非常に高温で、

砂浜表面も湯気が立つほどの高温になっています。

この領域中の点 A における温度の時間変化は、

上層では潮汐に応じた昇降を繰り返し、下層で

は定常的に高温になっていることが確認でき

ます。このような砂中温度変化の特徴を、構築

したモデルは良好に表現することができまし

た。今後、モデルの再現精度をさらに向上させ、

養浜後の温泉地下水挙動の予測計算に取り組

む予定です。 

最後になりますが、本論文執筆にあ

たりご指導、ご助言を頂いた共著者の

皆様に厚く御礼申し上げます。本受賞

を励みに、技術者としてさらに成長で

きるよう、自己研鑽に努めたいと思い

ます。  

写真－２ 天然砂むし温泉の様子 
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図－１ 砂中温度の空間分布（干潮時、T.P.-1.0m 層）と時間変化 
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写真－１ 海岸工学講演会の懇親会での記念撮影 
（国土交通省九州地方整備局 稲田雅裕副局長と） 
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ラジコンボートの仕様 

ラジコンボートの作業状況 

●トピックス 

    ＜Coastal Structures Conference 2019 参加報告＞ 

 9 月 30 日から 10 月 2 日の日程でドイツのハノーファーにて開催された Coastal 
Structures Conference に参加し、研究発表を行いました。ハノーファーは海岸線から

200km ほど内陸に位置しますので、海岸工学の学会が「なぜここで？」と思われるか

もしれませんが、ハノーファーには 1914 年に設立された世界でもたいへん歴史あ

る水理研究所があります。また、ライネ川沿いの市内に運河が走る交通の要所で「緑

と水の都市」と呼ばれていて、Conference会場のホテルも湖に面しています。歩道

には自転車用通路が併設され、多くの人が自転車で通勤している光景が印象的な、

美しい都市です。 

Conferenceには 40 か国から 230 名の研究者が参加し、120 編（うち日本から 8
編）の研究成果が発表されました。私の研究発表である Influence of Global 
Warming on Wave Dissipating Blocksは地球温暖化が消波ブロックに与える影響

についてです。 

日本以外からでは、津波に関する発表が12編もあったこと、私の専門

とする模型実験を用いた研究が盛んに行われていることなどが分かり、

海外の技術にも目を向けながら研究・考察していく必要性をより一層実

感しました。最終日のディナーでは、日本の学会の懇親会では見られな

い吹奏楽の生演奏やディスコタイムに多くの人が踊っている光景に圧倒

されつつも、海外の技術者と交流したことで、自身も技術者として常に

新鮮でありたいとの気持ちを新たにしました。 

●トピックス 
＜ラジコンボートを用いた浅海域における海底状況撮影＞ 

沖縄環境部 川﨑貴之 

広域の生物生息状況を把握する調査手法ではマンタ調査が一般的ですが、この調査は船舶が調査員をえ

い航するため、非常に浅い海域の調査に適用できません。また、観察員が任意の範囲を遊泳して生物の分

布状況を記録する手法では1日あたりの調査範囲に限界があり、

労力やコストが掛かる等の制約があります。加えて、目視観察に

よる成果記録のため、調査員の熟練度により精度にバラつきが生

じるリスクがあること、調査結果に対し後の検証や確認が困難で

ある問題が生じていました。 

これらの問題に対し、小型カメラを船底に搭載したラジコンボ

ートを活用することで（写真参照）、調査船が入れない浅海域で

の調査の労力が軽減できるほか、記録された動画の解析により調

査精度が確保され、調査結果の検証・確認が可能となります。ま

た、操縦はオペレーターによるマニュアル走行と、予めコースを

指定させる自立型走行があり、多様な調査で対応可能となります。

さらに、ラジコンボートにはGPSを搭載しているため、撮影され

た映像の位置をピンポイントで特定でき、追加調査や経年モニタ

リングの際に役立ちます。 

現在は、撮影した動画の画像処理を行って、海底面のオルソ画

像の作成に取り組んでいるところです。 

形 状 1.2m(L)×0.35m(W)×0.25m(H) 

重 量 約16㎏（バッテリー込み） 

カメラ PIXPRO SP360（コダック） 

航行形式 マニュアル航行・自律航行 

船 速 最大約2.0kt 

連続航行 210分（静水・自律航行時） 

水理解析部 長谷川巌 

湖に面するConference 会場のホテル 

ラジコンボート 

↓ 

オペレーター 

↓ 

ラジコンボート外観 

ハノーファーの街 
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       九州 福岡 大分 鹿児島 沖縄 ソウル マダガスカル 

●発表論文紹介 
１．土木学会論文集Ｂ２(海岸工学) Vol.75,No.28 [2019.10] 

指宿港海岸における養浜による温泉地下水への影響把握のための現地観測 三宅崇智、小野信幸、笠毛健生 

指宿港海岸における温泉地下水の熱輸送を含めた浸透流解析モデルの構築 笠毛健生、小野信幸、三宅崇智 

消波護岸および傾斜護岸を対象とした堤前波高を用いた越波モデルの提案 
樋口直人、田中陽二、鈴山勝之、
柴木秀之 

長周期波対策マウンド構造物の反射率推定式の提案 長谷川巌 
防波堤におけるサンゴの着生に対するケーソン目地部の効果 長谷川巌 
２．土木学会全国大会第７４回年次学術講演会概要集 [2019.9] 

下田港とその周辺海域における潮位の長期変動特性 仲井圭二、田中陽二、額田恭史 
長期波浪推算に基づく確率沖波及び荷役稼働率の推移に関する考察 森谷拓実 
３．風力エネルギー利用シンポジウム講演集 [2019.12] 

響灘洋上風車における風と波の長期結合確率分布モデルに関する研究 田中陽二、仲井圭二、永井紀彦 
響灘洋上風車における発電中の高波浪時海況条件に関する研究 田中陽二、仲井圭二、永井紀彦 
４．日本海洋政策学会誌Vol.9 [2019.11] 

港湾海象観測網による沿岸防災や海洋状況把握への貢献 永井紀彦、仲井圭二 
５．日本海洋政策学会第１１回年次大会配付資料 [2019.12] 

港湾海象観測の将来展望に関する一考察 永井紀彦 
６．応用生態工学会第２３回全国大会要旨集 [2019.9] 

利根川下流域の河道内氾濫原において試験的に創出した恒久水域におけるイ
シガイ科淡水二枚貝類等生物の定着と本川からの通水頻度等物理環境 

平田真二、川田千尋 

７．海洋調査技術学会第３１回研究成果発表会講演要旨集 [2019.11] 

ナウファスの将来展望に関する一考察 永井紀彦 
８．第３８回日本自然災害学会学術講演会講演概要集 [2019.9] 

全国沿岸における波浪の特異日 仲井圭二、額田恭史 
９．日本サンゴ礁学会第２２回大会 [2019.11] 

防波堤における通水部の流れ場とサンゴの着生の関係 長谷川巌 
10．Coastal Structures Conference ２０１９ [2019.10] 

Influence of Global Warming on Wave Dissipating Blocks 長谷川巌 

11．ＩＳＧＳＲ ２０１９ [2019.12] 
A basic study on reliability analysis method for circular slip failure 
considered with the determination method of the characteristic value of 
soil property in Technical standard for Port in Japan 

HIROAKI MATSUBARA 

（執筆者欄は共著であっても当社役職員のみを記載） 

●事務所開設のお知らせ 

＜岩手事務所＞ 令和元年１０月１日付開設 
〒０２０－００３３ 岩手県盛岡市盛岡駅前北通６－９－７０６ 
TEL０１９－６１３－６５６８ FAX０１９－６１３－６５６９ 

＜秋田事務所＞ 令和元年１０月１日付開設 
〒０１０－００４４ 秋田県秋田市横森４－８－１７ 
TEL０１８－８５３－６７５０ FAX０１８－８５３－６７５１ 

 

https://www.ecoh.co.jp

