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  第 ５７ 号       (令和３年６月１日発行) 
 

●新年度のご挨拶 

新年度が始まった4月25日より、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とする「緊急事

態宣言」が東京都と関西圏に発令され、「まん延防止特別措置」も次第に地域を拡大する傾向

にあります。昨年度の開始早々の 4 月 7 日にも発令され、２年連続で、我慢の大型連休を強

いられることになりました。当面の課題は、新規感染者の抑制と医療機関の皆様の負担を軽減

しつつ、コロナ禍の終息を睨んだ経済活動の再開に向けた準備を行うことになります。 
このような状況の中、８名の新規採用者を迎え、規模を抑えた入社式と歓迎会を行いまし

た。40年に及ぶ社会人生活のスタートが少しでも良い思い出として残ることを願っています。 
令和３年度の全社目標は、「一人ひとりが最も生産性の高い働き方を創造するために、希望する多様な働き方を選

択できる制度を導入するとともに、多様な働き方を許容する社内環境を作る」こととしました。「多様な働き方」と

して、出社勤務、サテライト勤務とテレワーク（在宅勤務、移動時勤務）を社員が自由に選択できる制度とします。 
また、最優先課題にDX推進を掲げ、全ての社内の管理・事業情報を一元処理する「情報統合システム」の整備を

進めています。これは、社内事務書類や業務関連資料の電子化、管理用データベースによる情報共有化が目標となり

ます。この取組みは、社員全員がゆとりの時間を作り、慣例に囚われず新たな創造を行う環境にすることです。エコ

ーが目指すのは、「多様な働き方」による「新たな業務の創造」であり、数年後の成果を大いに期待しています。 
新型コロナウイルス感染者の発生が、より身近に迫っているという危機感を持ちつつ、事業を継続することになり

ます。新年度が皆様にとって、希望の持てる１年であることをお祈りし、コロナ禍の早期終息を願っております。 

●会長就任のご挨拶 
この4月に（株）エコーの会長に就任いたしました富田です。よろしくお願いします。 

いきなりですが、恐怖は時として人を、そして社会を誤らせます。中世の魔女狩りもそうで

す。新型コロナ肺炎が蔓延し始めたころ、「やみくもに怖がるのではなく正しく怖がるべき」

と言われ、とても共感しました。ただ、「正しい怖がり方」を誰も知りませんでした。 

そういえば、寺田寅彦は火山噴火に関する随筆の中で、「ものをこわがらなさ過ぎたり、こ

わがり過ぎたりするのはやさしいが、正しくこわがることはなかなかむつかしい」と述べてい

ます。 

安部公房は『日常性の壁』という随筆で、ひとはなぜヘビをこわがるかを論じています。結論だけ言うと、ヘビの

日常生活が想像できない（日常性の欠如）ため、未知のものに対する恐怖を感じるのだと。とても説得力があり感銘

を受けました。恐怖は情報不足のなせる業だったのです。（ただ、妻の日常生活は熟知しているのに、なぜ私は妻が

怖いのかという疑問は残ったままです。） 

往々にして、知らないがための恐怖感が困難を過大視し、新しいことへ挑戦をためらわせます。恐怖を克服するた

めにはその対象を知ること、つまり勉強が必要です。 

私たちコンサルタントの仕事は顧客の要望に応え、満足してもらってなんぼです。顧客のニーズは常に変化し、拡

大しています。顧客のニーズがある限り、そこは私たちのフィールド、戦場です。顧客のニーズにこたえ、時には先

取りし、恐怖に打ち勝って新たなフィールドを開拓していく。そのためには敵を知り（勉強し）、挑戦し続けなけれ

ばなりません。そしてお客さんから、「新しくこんなことをしてみたいが、どこに相談すればよいのかな。まずはエ

コーに相談してみるか・・」と言っていただけるようになりたいものです。 

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 
 

会長 富田英治 

代表取締役社長 
柴木秀之 
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●技術紹介 

＜確率沖波算定システム（確率沖波算定業務で得られた波浪推算データの活用）＞ 

 昨年度（令和2年度）は全国規模で確率沖波の見直しが行われました。この見直しで実施された

波浪推算は、現時点の最新の知見・モデルを用いて行われたものであり、得られた波浪推算結果は

貴重なデータベースとなります。そこでこの波浪推算データベースを将来的に有効活用する方法を

考える必要がありますが、その一つの方法が確率沖波算定システムの構築です。確率沖波算定シス

テムは以下のような特徴を有しています。 

●波浪推算結果（平面的な極大値データ）をデータベースとして登録することで、対象海域内の港湾や漁港だけで 

なく任意の地点での確率沖波が算定可能になります。 

○主要港湾や漁港の沖波地点（準沖波地点）は標準地点（デフォルト地点）として予め登録が可能です。 

   ○新たな波浪推算結果（例えば2020年以降の高波擾乱を対象とした波浪推算結果）が得られた場合、その結

果をデータベースに容易に登録することが可能です。 

     ※これにより最新の確率沖波をいつでも容易に算定することができます。算定した確率沖波と現在設計

等に使用している確率沖波を比較することで、確率沖波の変化傾向（大きく（小さく）なっているか？）

を適時確認することができます。 

     ※定期的（例えば 2 年や 5 年毎）に新期間のデータベースを登録することで、技術基準の改訂等で現在

の知見やモデルが大きく変わらない限り、大規模な確率沖波の算定業務を行う必要がなくなります。 

 ●近隣に長期間取得されている観測データ（例えばNOWPHAS観測データ）があれば、それをデータベースとして登 

録することで、観測地点における確率沖波の算定も行えます。 

●極値統計解析時の条件設定（波向処理、足切り処理、周期処理等）は、既存設定（これまで標準的に使用されて

きた考え方）をデフォルト値として設定できます。また、条件変更の機能も充実しているため、試みに新たな条

件設定による算定も可能です。 

●結果は画面出力、直接印刷のほか、画像ファイルを保存してワープロ等に貼り付けることが可能です。 

●インストール・アンインストールは、フォルダのコピー・削除だけで行えるため可搬性に優れています。また、

基本のOSはWindowsを想定しているため汎用性が高いシステムとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地点を選択 

任意の分類設定 

例：都道府県 

港湾・漁港 

確率沖波の分布図の例 

※任意の統計期間が設定可能 

※例：1971～2020年の50年間 

   1986～2015年の30年間等 

◎出力される結果 
・各擾乱の波向別の極大 

値データの表 

・極値統計解析結果の図 

・適合分布の拡大図 

・周期の算定図 

・各波向の算定結果表 

・確率沖波の分布図 

◎予め任意個数の地点が登録可能 ◎任意の確率沖波が算定可能 

◎極値統計解析の条件設定 
 ※条件変更の機能が充実 

 ※様々な条件での算定が可能 

波浪推算データベース 
 ※既存の波浪推算結果を登録 

極値統計解析 
 ※任意の地点で解析可能 

※条件設定機能が充実 

結果の出力 
 ※任意の再現期間の確率 

沖波を算定 

※各種図表を出力 

新期間の波浪推算結果 
 ※定期的(例えば2年や

5年毎)に登録 

新期間の観測データ 
 ※1年毎に登録 

 ※古い期間のデータは

予め登録 

防災系事業部長 
 鈴山勝之 
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●技術紹介 

     ＜実海域でのリスキニング手法によるサンゴ増殖技術の検討＞ 

１.技術開発の背景 

 一般的にサンゴは、高水温等の環境変化の影響を受けやすいと言われていますが、なかには環境

変化に強いサンゴも存在します。環境変化への耐性が強いサンゴの多くは、成長速度が遅いため増

殖技術に関する研究が遅れています。そこで我々は、環境変化への耐性が強いサンゴを効率良く

増殖させる技術である「リスキニング」に注目し、最も効果的な条件設定の検討を行っています。

将来的には、この技術を用いて構造物の表面をサンゴに被覆させ、魚類等の蝟集効果や棲み込み

連鎖などの効果により、良好な漁場の維持・回復を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

２.最適な増殖条件を検証 

今回は、検証条件のうち小片サイズの条件(小：1～
2cm角, 中：2～3cm角, 大：3～5cm角)の結果を表

1に示します。 
小片の生残率は全体で90%以上であり、6か月以降

に生存していればその後は良好な状態が維持される

ことが示唆されました。また、成長率は6カ月後、1
年後と小サイズが最も高く、モニタリング 1 年後か

ら小サイズの縁辺部で融合がみられはじめました。モニタリング1.5年後にはプレート全体で融合が確認されていま

す（図1参照）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.まとめ 

上記の結果から、効果的なリスキニングの条件としては、小片を小～中サイズ（2cm角程度）に切り出し、基盤

に貼り付けると、その後の成長により、1～1.5年後にはサンゴ同士が融合することで基盤を効率的に被覆させるこ

とができると考えられます。 
今後は、小片の切断厚*1や貼り付け間隔・位置、付着物の影響などに着目してさらなる最適条件を検討していき

ます。 
*1切断厚：接着後に側面に露出する切断面の高さ 

※本成果は、水産庁委託「厳しい環境条件下におけるサンゴ礁の面的保全・回復技術開発実証委託事業」の一部を照会したものです。 

被覆成長 

融合 

表1 サイズ条件の生残率、成長率 

リスキニング(Reskinning)とは？ 

遺伝子が同一の群体から採取した断片（クローン）を、小

さく断片化（小片化）し、人工基盤等に一定の間隔をあけて

貼り付け、各小片が基盤を水平方向に被覆成長した後、融合

することで、サンゴ群体を早期に再生する技術です。 
（Forsman et al，2015) 

小片切り出し 貼付け 

基盤 

図1 サイズ条件の経時変化（ハマサンゴ属） 

移植直後 6カ月後 1年後 1.5年後 

融合が確認される 

環境系事業部 

沖縄環境部 

栖原有里 
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➀ ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

➀ 馬場 泰志（環境系事業部 沿岸環境部 環境管理室） 

幼少期から自然と触れ合う環境の中で成長し、里海体験
などを通して調査の楽しみを学びました。エコーでは案
件の獲得をはじめとし、調査やそれらの結果をまとめて
報告書にする過程まで、みんなで協力し作り上げていく
姿に憧れを抱くと共に、自分も1メンバーとして頑張り
ますのでご指導よろしくお願いいたします。 

③ 青木 祐大（環境系事業部 河川・環境部） 

大学では干潟の底生生物の生物相について研究していま
した。また、部活動でテニスをしていたので、研究で得
られた干潟の生態系に関する知識と、部活動で得られた
体力を活かし、業務に貢献できるように精一杯頑張りま
す。まだまだ未熟ですが、1歩ずつ成長していきたいと
思います。どうぞよろしくお願い致します。 

⑤ 凌 知恵（防災系事業部 環境解析部 西日本解析室） 

大学で学んだ専門的な知識を活かせる仕事がしたいと思
い、エコーに入社いたしました。生物学専攻でヤドカリ
類2種の貝殻利用の違いについて研究しておりました。
海の流れを数値計算で表現することは初めてですが、早
く仕事を覚えて皆様のお役に立てるよう日々精進してま
いります。何卒よろしくお願い申し上げます。 

⑦ 𡈽田 雄大（構造系事業部 構造設計部 第一設計室） 

大学時代は防災分野、特に地盤改良関連の研究を行い、
その後、施工管理の経験を経て、エコーに入社いたしま
した。沿岸域のインフラ事業においてスペシャリストが
集まるエコーの一員として、前職の経験を生かしつつ、
社会に貢献できるよう努力して参ります。まだまだ未熟
ではございますが、よろしくお願いいたします。 

➁ 重村 太一（環境系事業部 沖縄環境部 環境調査室） 

学生時代には、研究室の活動で海や川で調査を行ってい
ました。そのため、人と海や河川の環境が調和した、豊
かで住みよい社会の実現に寄与するエコーに魅力を感
じ、入社させて頂きました。早く一人前になり、社会資
本の整備に貢献できるよう、何事にも全力で取り組む所
存です。どうぞ宜しくお願いいたします。 

➃ 武田 達（防災系事業部 海象解析部） 

大学院の研究では、多数の地震シナリオについて津波の
シミュレーションを行ってきました。これまで培ってき
た解析の技術や考え方で業務に活かせることがあれば幸
いです。技術者としても社会人としても未熟で至らない
点も多々ありますが、皆様のお役に立てるよう日々精進
して参ります。何卒よろしくお願い申し上げます。 

⑥ 菊地 野生（防災系事業部 調査解析部） 
私は群馬県出身のため、海無し県なのになぜこの業界
に？と尋ねられることが多々ありますが、海無し県故の
強い海へのあこがれを抱いて志望しました。海という非
常に大きな自然を相手にするこの仕事に、やりがいとロ
マンを感じます。いち早く社会に貢献できるよう全力で
取り組みたいと思います。宜しくお願い致します。 

⑧ 屋良 由美子（技術研究所） 

海が好きで、大学時代から前職まで海に関する研究・業
務に携わってまいりました。これからは、沿岸・河川域
の公共事業関連において高度な技術を提供するエコーの
一員として、多種多様なニーズに応えることができるよ
う日々勉強し、社会に貢献できるよう真剣に業務に取り
組み一日一日着実に成長していきたいと考えています。 

《特技》修士課程時の研究で、少し Python を使用していた
ため、多少であればコーディングが可能です。 

《マイブーム》空いた時間に散歩をしています。気になる飲食店
がたくさんあり、ついつい歩いた分食べてしまいます。 

 

《趣味》旅行(カフェ巡りや地酒、食べ歩き)、筋トレ、スノボー 
《特技》そこそこじゃんけんが強い(松井さんに勝ちました) 
 

《趣味》水族館巡りとドライブです。また大学ではハンドボール
部だったので、体を動かすスポーツは何でも好きです。 

《趣味》ラーメン屋巡り(2019 年は 150 杯以上食べました。)・
海釣り・魚突き・キャンプなどのアウトドア全般 

《趣味》趣味は釣りと球技です。小学校では野球、中学では
軟式テニス、高校、大学では硬式テニスをしていました。 

《趣味》ウィンタースポーツ：毎年、地元新潟の雪山でスノーボ
ードをしていました。1 人でも滑りに行きます。 

《好きなこと》イザイ（≒夜の潮干狩り）・釣り、花見・紅葉
狩り、蛍・滝・海の観賞や美味しいものを食べることです。 

https://www.ecoh.co.jp

