
 
 
 

 

 

 

 

  第 60 号       (令和 4 年５月２０日発行) 

 

令和4年度は、新型コロナ対策を継続して3年目、コロナウイルスとの共存により事業展

開を行う 1 年となります。令和 3 年度、社内ではDX 推進WG を設置し、業務改善を目指
しました。改善目標は、社内の全情報を電子化、データベース化し、社員が情報の共有化と

有効活用を図ることです。この取組みは、現在も進行中で、社内情報の多様な分析により、
情報に付加価値を持たせることを期待しています。 
社内DX化に伴い、出社・在宅選択制度を本格導入し、時差出勤を含むフレックス制を常

態化しました。2つの制度は、週単位の個人成果管理を基本とし、定型化された成果週報の

提示と成果の達成度評価を、年間を通じて実施します。また、在宅勤務等のテレワークを支
援するため、Wi-Fi機能付き携帯電話を支給し、テレワーク用パソコンを支給してセキュリ
ティ強化を行いました。さらに、常時のコミュニケーション活性化を図るため、日々の会話や

会議等は対面・WEBを併用し、これを円滑に実施するMicrosoft Teamsを導入しました。一
方、会議室は WEB 会議用に防音機能を強化し、大会議室は通常時にフリーアドレス空間として、自由な使用が可
能となります。 
今年度は、社内DX化の深化を目指し、経営企画立案、ネットワーク・システム管理、DX推進、技術開発・拡充

等、全社に関与する業務の担当グループを統合した「経営企画部」を新設しました。この部門は、経営トップと直

結する組織となります。 
現状に満足せず、業務の質を向上させるため、定期的な業務改善状況の測定と、改善効果を評価する仕組みを確

立します。令和4年度が、皆様にとって、社会全体にとって、実りのある1年となることを願っております。 
 

新年度といえば桜。かつて石垣島に勤務していたころ、桜の開花前線が北上するのではな

く、本島、宮古島、石垣島と南下してくるのに驚きうろたえました。沖縄では冬になって気温

が10度以下に下がると桜が咲くのだとか。 
パプアニューギニアに出張した時のこと、ホテルの冷房が凄まじく、部屋の窓も開かず、寒

くて風邪を引きそうになりました。北側の部屋だったので、満室なのに無理やり南側の部屋
に代えてもらいましたが、そこはもっと日当たりが悪く、真昼でも日が差し込みません。南半

球だということを忘れていました。 
ところ変われば品変わるで、自分の「常識」が通用しないことを痛感しました。 
世の中の常識がある出来事を機に大きく変わってしまうこともあります。製造現場の理想と

されてきた、在庫を極力持たない JIT 方式が、最近の部品供給の不安定さに対応できず、生産
停止に追い込まれる事態が頻発しています。また、円高が問題視されデフレの克服が目標だった
のに、ウクライナ危機以降、円安と物価高が生活を直撃するまでになっています。エネルギー政策も、主力の石油、

石炭、LNG、原子力をバランスよく活用してゆくはずが、東日本大震災で全国の原発が休止し、CO2削減で石炭火
力は批判の的になり、ウクライナ危機により LNG も調達もままならず、残る希望は水素と再生可能エネルギーと
いう急な展開となっています。 
自分だけの勝手な思い込みや、古い常識にとらわれていると、大きな見間違いをすることになりかねません。私

たちコンサルタントは、顧客のニーズを常に見極め、さらにその一歩先を行かねばなりません。自分が提供したい

情報ではなく、顧客が必要としている、あるいは今後必要となる情報を提供してゆくことが使命です。 
もうすぐカラオケも解禁になると思います。自分が歌いたい歌ではなく、みんなが聴きたい歌を歌うようにしまし

ょう。これは無理か…。 
 

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 
 

新年度のご挨拶 （柴木社長）  

代表取締役社長 

柴木秀之 

会長 

富田英治 

新年度のご挨拶 （富田会長）  
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 企画記事        紀行「のみにけーしょん」 

新任紹介  

 
  
令和 4 年 4 月 1 日付で入社いたしました鈴木慎一と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。まず私の経歴でございますが、茨城県に奉職してから 40 年余
り、主に港湾、河川、下水道の事業に携わってまいりました。その中において港湾

事業は平成元年から港湾課をはじめ、出先機関である常陸那珂港、日立港、大洗港
の各事務所において港湾建設に 12 年間携わってまいりました。平成元年には常陸
那珂港湾の着工、さらには大洗港のフェリー増便のための施設の整備やマリーナの

整備など、港湾建設が最盛期であったため、毎日が忙しい中、業務を努めてまいり
ました。また令和元年には保安調整監として入港船舶の安全管理を担当いたしまし
た。保安調整監時代はちょうどコロナが国内で発生した時期と重なっておりまし

て、横浜港に寄港した大型客船内でクラスターが発生し、茨城県の港湾にも客船の
入港が予定されていることから、まだコロナの実態がよくわからない状況のまま手
探りで対応していたことが思い出されます。 

河川事業においては、13 年間携わり主に河川課に在籍しておりました。この中で平成 23 年には東日本
大震災に遭遇し、震災直後から被災状況の確認、その後は災害復旧のため査定の陣頭指揮をとり、1 年近く
に渡って深夜まで茨城県はもとより全市町村の査定の指導等を行ってまいりました。 

これらの経験が皆様方のお役に立てるかはわかりませんが、これまでの在職した行政の視点での考え方
などもお伝えしながら、微力ながら皆様のお力になれればと考えております。これから弊社の一員として
一歩を踏み出すこととなります。新たな気持ちで努めてまいります。老齢ではありますが若輩者でござい

ますので、皆様からのご指導、ご支援を賜りますようどうぞ宜しくお願いいたします。 
私個人的な紹介としましては、趣味というにはおこがましいですが、茨城県を退職 

するにあたり、退職後の人とのつながりも必要と感じ、恥ずかしながら 60 歳でゴルフ

を始めさせていただきました。まだ数回しかコースには出ていませんが、いい天気の時
などは気持ちよくプレーができ（スコアはとても言えたものではありませんが）、新し
い楽しみが増えたなと喜んでいる状況です。 

 

 

 
「精米歩合 90%！！！」 
 最近、玄米食もブームになっていますが、それでも、皆さん、精米した白米を食べ

ることがほとんどですよね。日本酒を造るときも、お米を精米してから作ります。精
米歩合とは、精米前の玄米を 100%として、何%残すかという数字です。60%以下で
「吟醸酒」、50%以下で「大吟醸酒」を名乗って良いという決まりになっています。

精米することで、米の周辺部分にあるたんぱく質、脂質といった雑味につながる成分
を取り除きよりクリアなお酒を造りやすくなるとのことです。一時期、幾つかの酒蔵
が精米競争をしていたようにも見えました。今は、精米歩合 25%程度なら、そう珍し

いものではないという印象になってしまった気がします。ネットで調べると、精米歩
合 1%なんていうお酒もあるようです。まだ、飲んだことがありませんが。 
 一方で、最近、逆にあまり精米しないお酒が出回ってきています。私が気に入って、

時々買ってきているのが、熊本県花の香酒造の「九拾」というお酒。要するに 10%し
か削っていないのです。（ちなみに、私たちが普段食べているご飯で精米歩合 90～
92%とのことです。）それから、和歌山県平和酒造の紀土（KID）「あがらの田で育てた山田錦低精米八

十%」。こちらは、自社田で作った山田錦を使っています。どちらも低精米ですが、私的には特に雑味を感
じることなく、すっきりと飲める印象です。また、最近試し始めたのが、高崎市牧野酒造の大盃「macho」
シリーズ。インパクトのある「マッチョ」の漫画ラベルで、シリーズ全 5 作があるようです。精米歩合は

ものによって 70%～90%。味は、前述のものよりちょっと個性的かもしれません。これらは、一升瓶で 2,500
～3,500 円程度で手に入ります。吟醸酒、大吟醸酒の方が高級なイメージがありますが、たまにはこのよう
な低精米のお酒もおもしろいと思いますよ。ネットで調べていたら、精米歩合 99%
というお酒も出てきました。私が入手ルートを持っている酒蔵なので、今度チャレ
ンジしてみたいと思っています。 

事業本部 技術部長 鈴木慎一 

常務取締役  

片山昭 

技術部長  

鈴木慎一 
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技術紹介 

＜軽石の漂流を想定した粒子追跡シミュレーションモデルの構築＞ 
2021年8月、小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」の噴火に伴い発生した軽石が奄美・

沖縄地方に大量に漂着し、漁業や観光業等が深刻なダメージを受けました。火山地帯に位
置する我が国では、今後も大規模な軽石災害が起こる可能性があり、被害軽減のためには、

軽石の漂流経路や漂着時期を予測できる手段を事前に整備しておくことが必要です。ここ
では、軽石が海洋の流れや風によって海面を漂流することに着目し、漂流の予測ツールの
整備に向けて開発した粒子追跡シミュレーションモデルについて紹介します。 

 
１．噴火域から日本沿岸域にかけての広域追跡 
海流データを用いて噴火域から日本沿岸域にか

けての追跡シミュレーションを実施しました。海流
には、JAMSTEC（海洋研究開発機構）が開発を進
めているJCOPE（Japan Coastal Ocean 
Predictability Experiment）※による再解析データ
（JCOPE2M）を用いました。新聞記事等によると
軽石は10月上旬に大東～沖縄・奄美に漂着してお

り、その状況をシミュレーションで再現できました
（図1）。 
※Miyazawa, Y., and T. Yamagata, 2003: The JCOPE 

ocean forecast system, First ARGO Science Workshop, 
November 12-14, 2003, Tokyo, Japan. 

 
２．沖縄沿岸域（大浦湾）の追跡 
沖縄本島東岸に位置する大浦湾では、11月6日

に軽石が接岸し（図2）、その後8日まで滞留、9
日に離岸しました。そこで、大浦湾を中心とする沖
縄沿岸域の追跡シミュレーションを実施しました。
流速には、弊社が開発した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
ションシステムを活用しました（ニュースレター第
46号参照）。また、流れだけでなく、軽石に風が

直接作用する風圧流の効果も取り入れました。 
シミュレーション結果（図3）をみると、11月8

日まで大浦湾に滞留していた粒子が、9日に離岸し

ている状況が再現できています。今後は、実用的な
予測ツールへの適用に向けた開発を進めていきま
す。 

大浦湾 

図2：大浦湾における軽石の状況（2021 11/6） 

2021 10/12 

福徳岡ノ場 

2021 8/13噴火 

図1：広域の追跡結果（2021 10/12） 

2021 11/8 14:00 2021 11/9 11:00 

図3：沖縄沿岸域（大浦湾周辺）の追跡結果（2021 11/8, 9） 

11/6～8にかけて 
大浦湾に接岸・滞留 

11/9に離岸 

防災系事業部 

環境解析部 

白木喜章 
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金 智哉 
（防災系事業部 構造解析部） 

大学、大学院では海の構造物に関する研究をしてきました。 

学んできたことに携われること、沿岸域のインフラ整備に高い
技術を持つエコーに入社できたことをうれしく思います。 

至らぬ点が多々あると思いますが、1日1日成長し、会社や社
会に貢献できるよう努力します。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。 

《趣味》 
休日に自宅近くのサイクリングロードをクロスバイクで走っています。 
また、スポーツを見るのが好きです。 

山本 康世 
（構造系事業部 調査設計部） 

入社して半年が経ち、九州事務所の環境がいいので社内に馴染んで
きました。 

前職では、港湾の計画業務、河川構造設計に携わっていました。  

これまでに培った経験を活かしながら、新しい業務にもチャレンジ
し、業務の幅を広げていきたいと思います。 

《趣味》 
旅行、ドライブ、LIVE に行く、美味しいものを食べることです。 

宮本 葵 
（沿岸計画部環境計画室 兼 経営企画部企画室） 

何故か海に惹かれ離れられず、海に関わる仕事ができるエコー
を志望しておりました。 

大学ではカツオの行動について研究していたので、学んだ事と
は異なる業務内容ですが、また新しく学べることが楽しみです。 

早く皆様のお役に立てるよう精進してまいりますので、お力添え
頂けましたら幸いです。宜しくお願い申し上げます。 

《趣味》 
ダイビング、キャンプ、山、絵を描く、ゲーム、漫画、、、 
大体なんでも好きです。 

数野 真 
（防災系事業部 防災解析部） 

大学では黒潮のプランクトンについて研究していました。 

学んできたことが業務でも活かせたらいいなと考えています。 

初めての北九州では、時たま出会う黒光りするセダンに怯えなが
らの新生活ですが早く慣れたいと思います。 

会社では、まだ右も左も、上の下も、前も後ろも分からない状態
ですが、いち早く皆様のお役に立てるように頑張ります。 

《趣味》 
趣味は海外サッカーの観戦です。トッテナムを応援しています。 
朝、ネクタイを一発で締められるようになることが今年度の目標です。 

 
https://www.ecoh.co.jp  編集・発行 経営企画部 
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