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埼玉大学地圏科学研究センター年報

　　第 12 巻の発刊にあたって

　埼玉大学地圏科学研究センター（以下，適宜「センター」）は平成 13 年度に設立されました．本センター

の目的は「快適かつ安全で安心な社会生活を支える地圏技術の確立と国際貢献の推進」であります．この目

的を達成するためにセンターには２つの研究分野が置かれています．

　１つは地圏（地震）防災科学研究分野であり，特に地震災害を主な対象として，「災害に強い安全で安心な

社会の構築」を目指しています．地震以外にも，降雨による斜面崩壊や地盤沈下なども研究しています．「住

民の目線に立って，安心と安全な社会を作る」ことがこの研究分野の目的です．

　センターのもう１つの研究分野が地圏環境科学研究分野です．「社会の基礎となる健全な大地を守る技術の

開発」を目指しています．とくに，現代社会のニーズが大きい「高度危険廃棄物処分と地下水保全研究」及び「長

期的な地圏環境保全研究」を行っています．人間社会の基礎となる「健全な大地を守る」事がこの研究分野

の目的です．

　地圏科学研究センターでは平成 13 年４月の設立から平成 19 年度３月末まで第Ⅰ期７年計画を積極的に推

進して参りました．平成 20 年度からは，第Ⅰ期の成果を受けて，第 II 期がスタートして本年度で５年が経

ちます．

　本年度における本センターの最大の変更点は，大学内の組織上の位置付けが変更された点です．昨年度ま

では本センターは埼玉大学学長の直属の研究組織でしたが，本年度からは以下の図に示すように，埼玉大学

内の「研究機構」を構成する１つの研究組織として位置付けられました．「研究機構」は３つの組織から構成

され，研究戦略の企画・立案とその推進のための「研究企画室」，産学官連携戦略の企画・立案とその推進の

ための「産学官連携企画室」と並んで，自然現象等と調和・共生する都市環境を実現するための科学的手法

とシステムに関する高度技術の研究と開発のために「地圏科学研究センター」が位置付けられています．

　組織上の位置付けは変更されましたが，本センターの役割は継続しており，本年度でセンター発足から 12

年が経過し，センター年報の第 12 巻を刊行する運びになりまし

た．ここに，センターが本年度に主に行った研究の内容と成果

の概要を提示し，ご意見やご批判を賜ればと存じます．

　また，研究の推進に加えて，地圏科学研究センターに関東地

区自然災害科学資料センターが設置されている事もあり，自然

災害の資料の収集とその解析や，社会の防災意識の向上に関す

る啓蒙・啓発活動を積極的に進めました．地圏科学研究センター

には定常的に行わねばならない下記の業務，

　(1) 工学部および教育学部の学部学生と大学院生の研究指導

　(2) 社会貢献・社会啓蒙に関する活動

　(3) 発展途上国の教育・研究活動の支援活動

　(4) 自然災害科学関東地区資料センターの運営

があり，これらは，埼玉大学の第二期（平成 22-27 年度）の中期目標・計画に深く関係する事項でもあります．

センターはこれらの活動を本年度も積極的に行いました．その活動実績も併せて本年報に記載してあります．

　以上に述べました「研究」を中心とした活動の他に，センターの教員は，工学部および教育学部の学生に

対する基礎教育と専門教育の授業や大学院の授業をセンター以外の教員と同程度に分担し，さらに全学の教

養教育に多大な貢献をしております．また，学部学生の担任や入試業務などの学部の運営に関する業務も分

担しております．

　研究機構組織図　
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東日本大震災に学び，未来へ活かす

大地震における地震動の評価とその特徴に関する研究
川上 英二 ( 地圏科学研究センター )

茂木 秀則（理工学研究科）

　「大地震による特に都市域における地震被害の軽減と耐震性の向上」を目標とした研究の一環として，大地

震における地震動・地震外力に関する研究を行っている．

本年度の研究目的
　地震工学においては，構造物への入力地震動である地盤の震動を明らかにすることが，最も基本的な重要

問題である．従来，地震動を検討する際には，微小変位の弾性体の理論が用いられることが多いが，これで

は十分ではなく，構造物に被害が生ずるような大きな地震動を，観測結果に基づいて詳細に検討することが

重要である．

研究成果
　 東 北 電 力 株 式 会 社

女 川 原 子 力 発 電 所 は

東 北 地 方 太 平 洋 沖 地

震 (2011 3/11 14:46，

M9.0) の震源の近くに

位置しており，発電所

内の各観測点において

多くの貴重な強震記録

が得られた．本研究で

は，東北電力株式会社

女川原子力発電所内の

鉛直アレーにおける観

測記録を用いて NIOM

解析を行い，東北地方

太平洋沖地震とその前

後の地震波の伝播時間

の経時変化と地盤物性

の変化を調べた．

関連発表論文

[HK1], [HK2]

大地震における地震動の評価

本解析で用いた東北地方太平洋沖地震とその余震の

震源の分布と女川原子力発電所の位置
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東日本大震災に学び，未来へ活かす

南相馬市の放射線量率監視システム構築の研究
渡邉 邦夫，廣瀬 勝己 ( 地圏科学研究センター )

新城 栄一（ニセンエックス㈱），関場 英夫（相双ＮＰＯセンター）

竹内 真司（日本大学），管野 雅大（理工学研究科博士前期課程１年）

岸野 拓也，佐々木 駿（工学部４年）

図 ‐ １　観測点と線量率分布（2012 年 8 月 31 日）

　東日本大震災による福島第一原子力発電所事故は，福島県南相馬市全域の放射線量率を上昇させた．現在，

除染が進んでいるが，住民は，山地からの核種移動などによる放射線量率の将来的な上昇を危惧している．

そのため，線量率を監視し，変動があればその理由を把握し，最悪の場合は更なる除染や避難などを勧告す

るための環境管理のモニタリングシステムが求められている．本研究では，主要な核種の半減期及び他地点

の計測値から特定点の正常な変化を再現・予測する方法を南相馬市を対照として検討した．なお，本卒業研

究は，ニセンエックス㈱および相双ＮＰＯセンターと共同研究で行った．地圏科学研究センターは，モニタ

リングシステムの開発，放射線量率変化要因の研究，相双ＮＰＯセンターは放射線量率の現地観測，ニセンエッ

クス㈱はデータ管理システムや住民に現状を知らせる広報システムの開発を行った．

研究内容
　相双ＮＰＯセンターが線量率の日変動を計測している地点と，2012 年 8 月 31 日の線量率分布を図 ‐ １

に示す．全体にみて，海岸から山地に向けて線量率が上昇している事が分かる．図 ‐ ２に，本研究で開発し

ているモニタリングシステムの概念図を示す．このシステムは，複数の観測点でネットワークを構成し，そ

のうちの 1 つの観測点（ターゲット点）の変動を他の複数の観測点（入力点）で得られたデータの線形，非

線形回帰モデルで再現（予測）しておき，ターゲット点の実測値と比較して，異常な変動が見られるかを把

握するものである．線形回帰モデルの係数は遺伝的アルゴリズム（ＧＡ）で計算し，非線形回帰も出るとし

ては，人工ニューラルネットワーク（ＡＮＮ）を用いた．このシステムの適用として，例えば，ターゲット

点に山地から核種が移動したような場合，その点だけが線量率値が上昇する事になる．そのような局所的な

変化を捉える事ができる．

　この方法の問題点は，ターゲッ

ト点の線量率変化を，複数の入

力点のデータから精度良く再現

することである．この精度につ

いてまず検討した．図 ‐ ３に今

回南相馬市で設定した線量率監

視ネットワークの例を示す．こ

のネットワークは，５つの観測

点で形成されている場合である．

解析は 2012 年 7 月１日から 10

月 31 日のデータを用いて行っ

た．解析結果のうち，地点 B-46，

B-53，B-4 の例を図 ‐ ４に示す．

放射線量率監視システムの構築
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図 か ら，B-46，B-53 の

Ｒ 2 値が 0.94 程度とかな

り高い事が分かる．この

事は，変動の再現（予測）

が十分可能である事を示

している．一方 B-4 では

Ｒ ２ 値 が 0.79 と 必 ず し

も良い再現ではない．こ

の理由として，B-4 の実

測データにこの場所特有

の日変動が大きい事が考

えられる．つまり，この

モニタリングシステムで

は，あらかじめ場所的変

動を把握しておく必要が

ある事を示している．

東日本大震災に学び，未来へ活かす 放射線量率監視システムの構築

図 ‐ ２　モニタリングシステム概念図 図 ‐ ３　南相馬市に設定したネットワーク例．

数字は地点番号

図 ‐ ４　解析結果例．再現精度をＲ２値で表示．

関連発表論文：学術講演，[KW1],[KW2]．　共同研究費使用
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東日本大震災に学び，未来へ活かす

津波からの避難訓練のための Web システムの開発

　　―都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発―
川上 英二 ( 地圏科学研究センター )

　東日本大震災では津波により約２万人の方が亡くなった．津波災害を防ぐために１番有効な方法は，「避難」

である．

本年度の研究目的と成果
　本研究では，住民各個人が住んでいる場所において，目の前で起こる時々刻々と変わる津波の状況に応じ

て臨機応変な避難行動を試行錯誤で平時に疑似体験できるような Web システムを作ることを目的にしてい

る．

研究成果
　本システムは，Google Earth と津波の簡易遡上シミュレーションを組み合わせた Web システムであり，

住所・津波高さ・カメラの位置や方向などをユーザーが自由に設定できるシステムである．http://www.

saitama-u.ac.jp/kawakami/cgi-bin/zGC.cgi  で試験公開を行っている．

都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発

「稲むらの火」で有名な和歌山県広川町を襲う津波（海岸での高さが 20m の場合）を赤色で示す．

左図の下，中央右寄りに広八幡神社があり，津波に襲われず，ここに住民が避難し助かった．
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東日本大震災に学び，未来へ活かす

火災からの避難訓練のための Web システムの開発

　　―都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発―
川上 英二 ( 地圏科学研究センター )

　関東大震災では約 10 万人の方が火災に巻き込まれて亡くなった．地

震同時多発火災から逃れるために１番有効な方法は，「避難」である．

本年度の研究目的と成果
　本システムでは，避難の体験が平時にできるようなシステムを目標に

した．目の前で起こる時々刻々と変わる火災の状況に応じて臨機応変な

避難行動を試行錯誤で平時に疑似体験できるような Web システムを作る

ことを目的にしている．

研究成果
　本システムは，Google Earth と火災の延焼シミュレーションを組み合

わせた Web システムであり，住所・地震動の強さ・環境（風速など）を

ユーザーが自由に設定できるシステムである．

都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発

関東大震災 (1923) 発生の（上から）約４時間後，７時間後，12 時間後，24 時間後の火災延焼領域の変化

http://www.saitama-u.ac.jp/kawakami/cgi-bin/zGC.cgi
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東日本大震災に学び，未来へ活かす

液状化地盤の噴砂と路面下空洞発生に関する模型実験
桑野 二郎（地圏科学研究センター）

大良 慎平（工学部建設工学科 4 年）

桑野 玲子・佐藤 真理（東京大学生産技術研究所）

瀬良 良子・小池 豊（ジオサーチ株式会社）

　東日本大震災で液状化が発生した地域では，大量の噴砂が確

認されると共に多数の路面下空洞が生じた．液状化地盤ではマ

ンホール脇や舗装施工目地付近に空洞が頻発し，通常の空洞と

比べると薄く大きく広がり，舗装路面下の地盤が波打つような

形状で空洞が連続しているという特徴が確認されている．本研

究では，舗装継ぎ目で生じる噴砂とそれに伴う路面化空洞の発

生メカニズムを模型実験により調べる．

本年度の研究目的と概要
　本年度の研究では，下からの上向き浸透流によって静的に液

状化を起こし，水頭差を大きくして噴砂を発生させ，砂の挙動

や水の流れを観察していく模型実験を実施した．中央 1 カ所

に 2mm のスリットを設け，飽和地盤，それに人孔や埋設管を

模した模型を設置したもの，地盤表層に不飽和層を設けたもの，

スリットを左右 2 ヶ所に設置したもの，について実験を行った．

さらに実験終了後，模型地盤の貫入抵抗を計測した．

研究成果と今後の課題
・噴砂は，まず限界導水勾配の約 1.5 倍の動水勾配で開口部に

向かっての地表面付近の砂の水平方向の移動でまず生じ，さら

にその約 3 倍の動水勾配で砂の鉛直上向きの移動が見られた．

・開口部下方に構造物模型を設置すると，構造物壁に沿って

水みちが発生し，砂の移動，および地盤のゆるみが促進された．

・噴砂で生じる空洞は浅く広範囲なものとなり，空洞底面は波

打つ傾向がある．これは，地震後の空洞調査で観察されたもの

と類似している．

・今後，振動時の挙動も検討する必要がある．

液状化痕跡の探査と危険度解析

模型実験概要

小規模噴砂時の地表面付近の砂の水平移動

大規模噴砂時の地盤の乱れ
（埋設管設置位置：スリット直下と右方 )

試験終了時の舗装模型下の空洞
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東日本大震災に学び，未来へ活かす

GIS を用いた液状化危険度解析
桑野 二郎（地圏科学研究センター）

橘 伸也（地圏科学研究センター）

Bhuyan Md. Habibullah（理工学研究科博士前期課程 2 年）

　地盤の液状化は，地震災害の大きな要因となっており，平成

23 年の東日本大震災でも東京湾岸域などで大きな被害が生じ

た．災害の予測や対策のため，液状化の危険度評価が必要とな

る．液状化評価には，様々な地盤情報が用いられるが，実際に

は十分なデータが入手できるとは限らない．本研究では，地盤

定数推定や地下水位が液状化評価に及ぼす影響を検討した．

本年度の研究目的と内容
　液状化危険度判定は，多くの場合ボーリングデータを基にし

ている．ところが，実際のデータには，N 値以外に概略の土質

区分しかないものが多い．液状化評価の際に必要な平均粒径，

細粒分含有率，単位体積重量については，表等で示される推定

値を用いることとなる．本研究では，東日本大震災で被害を受

けた久喜市南栗橋でのこれらの値を含む詳細なボーリングデー

タを用い，まず地盤定数推定の影響を見た．さらにやはり液状

化危険度評価に大きな影響を及ぼす地下水位についても検討を

行った．

研究成果
・地盤定数を推定して計算した PL 値は実測値を用いた値より

もやや小さいが，200gal 程度の地震動であればほぼ同等であっ

た．

・地下水位についても統計的手法を用いることで，より妥当な

液状化評価を行える可能性がある．

・2002 年法を用い久喜市の液状化評価を行ったところ，災害

事例と照らしてほぼ妥当なハザードマップが得られた．

なお，本研究に関連して，修士課程２年・Bhuyan さんが第 47

回地盤工学研究発表会にて，優秀論文発表者賞を受賞している．

関連発表論文　[JK1][JK8][JK9]

液状化痕跡の探査と危険度解析

久喜市の地下水位分布の解析

久喜市の液状化ハザードマップ

久喜市南栗橋地区における推定地盤定数と
実測地盤定数を用いて求めた PL 値の比較
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東日本大震災に学び，未来へ活かす

GPR による液状化痕跡探査の試み　～渡良瀬遊水地を事例として～
瀬戸 真之（地圏科学研究センター）

大貫 栞（工学部建設工学科 4 年）

小口 千明（地圏科学研究センター）

　平成 23 年に発生した東北地方太平洋沖地震で，東北地方を中心に津波，地震動，斜面崩壊，液状化現象

など様々な被害を受けた．既存の研究では，主として沿岸部の液状化現象が注目されてきた．これに対して，

内陸部での液状化現象の報告は少ないが，1931 年の西埼玉地震や東北地方太平洋沖地震により，関東盆地

中央部でも液状化現象が発生した．

本年度の研究目的と内容
　液状化現象に伴って地下の砂が上方へ移動したものの，地表まで到達しなかった「潜在的噴砂」について

は知ることができなかった．そこで，本研究では，地中レーダーを用いて液状化現象の痕跡探査を行った．

まず，低地の堆積物の判定が可能かどうかを検証し，その上で，液状化層位を明らかにし，地下の潜在的噴

砂の起源を明らかにすることを目的とする．このために地中レーダー（ground-penetrating radar , GPR）を

用いた地下探査を行った．本研究では，pulse EKKO RRO を用いた．100 MHz のアンテナむき出しタイプ（深

さ 5 – 10 m くらいまで見える）と 250 MHz のシールド付きタイプ（深さ 2 – 5 m くらいまで高分解で見える）

の 2 種類のアンテナを用いた．地中レーダーは，地面の中に送った高周波数の電磁波が，地層の境目や地下

に埋まっている物体にぶつかり発生する反射波を利用して地中を観測する（図 1）．

研究成果
　探査結果を図 2 に示す．図の最上部に水平な層を示す直線状の反射面が見られる．地表面や盛土は固いので，

直線状を示すと考えられる．この直線状の反射面より下に乱れた反射面が多数あることが分かる（図 2；黄

色矢印）．この乱れた反射面は地下 2 m 付近に多く見られ，上に凸型の形態を示し，最上部は地下 0.5 m 付

近まで達する．また，乱れた反射面の凸型は幅 2 m 程度となっている．画像から，乱れた反射面より地下の

堆積物と上部の堆積物が異なることがうかがえる．この凸型から乱れた反射面より地下の堆積物が地上に向

かって押し上げられているように見える．反射面の乱れが起こる原因として，地下構造物の存在が考えられ

る．しかし，埋設管の反射は幅 10 m 程度で，噴砂が疑われる反射は幅 2 m と明らかに反応が異なった．また，

ボーリング結果や調査地が氾濫原であることから礫などが大量に地中に埋まっている可能性は低い．一方で，

噴砂が疑われる乱れた反射は数 m 間隔で認められる．本研究ではこの乱れた反射面を液状化に伴う噴砂の痕

跡と認定した．

液状化痕跡の探査と危険度解析

図 -1　地中レーダーの測定原理　　　　　　　　図 -2　地中レーダーによる探査結果
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センターの活動概要 研究推進・評価委員会

平成 24 年 5 月 16 日

埼玉大学地圏科学研究センター　研究推進・評価委員会

「平成 23 年度センターの活動評価と提言について」

研究推進・評価委員会　委員長

武田 精悦

　平成 24 年 3 月 22 日に行われた第 12 回研究・推進評価委員会での審議を踏まえ，平成 23 年度センター

の活動に対する評価と提言を下記のように行う．

1. ( 全体 )

　埼玉大学地圏科学研究センター（以下，センター）は，「快適かつ安全で安心な社会生活を支える地圏技術の確立

と国際貢献」を目的に平成 13 年 4 月に発足した．地震災害対策や大地・地下水汚染対策，また高度危険物の安全な

地下処分など，社会が直面する重要な課題を学術的な立場から総合的に研究する場としてその活動を行ってきた．平

成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，東日本太平洋沿岸一帯に甚大な被害を与え，改めて地震防

災対策とそのための研究の重要性を国民に再認識させた．センターにおいても，同地震に関わる課題は重く受け止め

られ，その課題に対し精力的な研究が行われた．その成果は年報の中にトピックスとして取りまとめられている．同

地震はさらにセンターのあり方について再検討する機会を与えることにもなった．埼玉県民からの防災に関わる研究

への期待はこれまでにも増して高まっており，改めて今後センターが将来のあるべき姿について広く議論していくこ

との必要性が出てきている．今後，センターがそのような期待に応え，議論を深めていくために，以下の評価と提言

を取り入れた活動を期待する．

2. ( 提言に対する対応 )

　全体的に非常によく活動報告がまとめられている．また学外に対しセンターの存在をどのように知らせるかという

点で，ＨＰに力を入れているとのことであり，その結果，ＨＰの内容が非常に良くなっている．ただし，その理由の

１つに研究支援推進員の交代という属人的な要因があると思われる．その本人の任期が終了する数年後に組織として

の注意が必要であり，またそのようなＨＰの内容をどのように維持していくのか継続性を考えておく必要がある．ま

た閲覧者の属性を分析し，様々な階層による多様な要望にどのように応えていくのか閲覧者の数を増やすのみならず，

内容の質を上げる努力も必要と思われる．

　オープンフォーラムの開催は 10 回を超え，その活動は市民の間にも定着し浸透してきている．その広報にはＨＰ

を活用しており，またその内容はさいたま市の市報や新聞にも取りあげられているとのことである．そのように大学

自ら広報活動の努力をしていることに対し敬意を払いたい．一方で，この活動がどのくらい市民の期待に応えている

のか把握すること，またより広範にメディアを活用することによりさらに市民への浸透をはかっていくことを期待す

る．

3. ( 会計報告 )

　競争的資金が減少しているが，申請数が減ったわけではなく，科研費が採用されていないことが原因とのことであ

る．24 年度以降も同じ見込みとのことだが，さらなる分析とその対応が必要である．

　予算書の記述については，学外者である一般市民の視線にたち，予算と決算との関係を明確にするなど，見やすさ

やわかりやすさの観点からさらなる工夫が望まれる．
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4. ( 研究報告 )

　記述の仕方については全体として統一はとれてきているが，関連研究の紹介のしかたが統一されていない．各研究

報告の中で，関連論文へアクセスがしやすいようにその方法について工夫が必要である．ＨＰの閲覧者がどのような

階層の人なのか，その分析にもよるが，研究者向けがいいのか一般の人を対象にした方がいいのか検討が必要と思わ

れる．また，東北地方太平洋沖地震関連の報告は，トピックスとして取り扱うには重い内容となっている．「震災と

センターとのかかわり」のようなタイトルとし，センターの立場からの記述として，他の研究報告と同様の扱いとす

ることが望ましい．

　研究の成果は着実に上がってきており，本報告においてもその成果がわかりやすく記述されている．しかしながら，

その研究の目標がどこなのか，どの程度それに向かって進んでいるのか，本報告からは読み取りにくい．センターと

して複数年度にわたる成果の取りまとめ義務を負っているわけではないが，一定期間ごとに成果の取りまとめを行う

ことを期待する．それによって読者は各年度の報告に加え，継続的に研究がどのように進んでいるかを知ることがで

きる．研究課題によっては総合報告とし，何年かに１度はＨＰに記載できるような方策を期待する．

　発足当初は 10 年という時限目標があり，発足 10 年目に当たる昨年度は 1 つの区切りとなる時期となっていた．

その後国立大学法人化の動きや上記地震の影響による一連の動きの中で，その後のセンターの位置づけや目標があい

まいになった側面がある．大地震による被害が，今般の被災地のみならず，日本の他の地域においても現実的に起こ

りうると多くの国民が実感するようになった現在では，地震に対する防災も今後のセンターの研究の１つの大きな柱

と位置づけることが可能である．今後は，地震防災研究の軸，埼玉県民に貢献する研究の軸，遺跡などセンターの特

徴を生かした研究の軸などがあると考えられるが，その中でも埼玉県に役立つ研究は重要であり，期待も大きいと思

われる．改めてセンターの目標をどのように設定するのかセンター自身で検討していただきたい．

5. ( 対外活動 )

　自治体としての埼玉県からのセンターに対する期待は大きいと思われるが，一方センター側も同県のために役立ち

たいという思いが強いことを実感する．今後，両者間で防災関係資料の活用，委員会の活用，情報発信ツールとして

の活用など多くの面で互いに協力関係を強めていくことを期待する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

センターの活動概要 研究推進・評価委員会



19

センターの活動概要 研究推進・評価委員会

「平成 23 年度センターの活動評価と提言」への対応

1. ( 全体 )

　「平成 23 年度センターの活動評価と提言」を頂き，研究推進・評価委員会の先生方には厚く御礼申し上げます．セ

ンターでは頂きました「活動評価と提言」の内容を重く受け止めて活動を行いました．平成 23 年 3 月 11 日に発生

した東日本大震災からの２年目は，地震防災対策とそのための研究の重要性を教員各自が自ら再認識し，自らの研究

の方針を再検討しました．そして，社会からのセンターの研究活動に対する期待を再認識し，身を引き締めて研究・

教育活動に精進してきました．御指摘頂きました各事項に対する対応の現状について以下に御説明致します．

2. ( 提言に対する対応 )

　ホームページの充実はセンターの広報活動の一環として非常に重要なことであると認識しています．本年度は研究

支援推進員を中心に，ブログの充実，これまでの発刊した年報 1-11 巻の閲覧性の向上，英文ＨＰの併設，イベント

の紹介などのコンテンツの充実を行いました．また，特別講義や地圏科学国際セミナーの様子を動画でも配信し国内

だけでなく様々な国からも閲覧されていることを確認しました．ディレクトリサービスへの登録や関係組織へのリン

クの設置依頼も継続して行いました．また，トップページの TOPICS の自動作成を可能にしました．そして，これら

の努力の甲斐もあり，アクセス数が最近少しずつ増加しつつあります．これらの詳細は本年報の中に記載してありま

す．また，センターのホームページの充実と並行して，各教員個人のホームページも充実しつつあり，今後両者の相

乗効果が期待できるものと考えています．センターの情報発信は徐々に充実しつつあると考えています．

　また，オープンフォーラムの開催も 10 回を超え，その活動は市民の間にも定着し浸透してきているようであり，

参加者を動員することなく，毎回盛会となっています．この活動に対する市民の期待を調べるために会場でアンケー

トを行いました．

3. ( 会計報告 )

　センターの研究は，センターの設立の目的やセンターとしてのプロジェクトを見据えながら，各教員が大学院生・

留学生・学部卒研生からなる研究グループを構成して行っています．現状においては予算獲得の努力は最大限してお

りますが，獲得予算が劇的に増えないというのが現状です．しかし，予算獲得ばかりに時間を費やし，研究をする時

間が無いという状況も避けたいものと考えております．予算獲得の努力の結果与えられた予算で工夫をして成果が少

しでも上がるように努力して研究をする所存です．また，予算書に関しては，学外者である一般市民の視線にたち，

予算の収支が明確に表示された，できるだけ見易く判り易い予算決算書を作成するつもりです．

4. ( 研究報告 )

　本年度の年報では，センターの設立目的や守備範囲を図示した従来からの図をより改良し，キーワードをつけて，

研究の全体像を見易くし，その全体計画の中での各研究の位置付けを明らかに示し，位置づけられた順番にすべての

研究を並べ直してあります．この図は，第Ⅱ部「平成 24 年度の研究内容と成果」の最初のページに示されています．

　また，ご指摘のように東北地方太平洋沖地震関連の報告は，トピックスとして取り扱うには重い内容となっていま

すので，「東日本大震災に学び，未来へ活かす」というタイトルとし，センターの立場からの記述として，昨年度の

年報第 11 巻をまとめ直しました．

　また，本委員会のご指摘に従い，各年度の成果を毎年度末に年報としてまとめるだけではなく，複数年度にわたる

研究が継続的にどのように進んでいるかを読者が容易に知ることができるようにするために，これまでの年報をすべ

て掲載したホームページに研究テーマ毎に年報の記事を追跡できるためのページを新たに追加しました．このことに

より，検索で得られた年報記事を取っ掛かりに，ホームページ内のすべての年度の年報や，参考文献として挙げた学
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術論文，資料などへ誘うようなシステムに一歩近づくものと考えています．そして，単一年度の冊子の年報だけから

は読み取りにくい内容である，「それぞれの研究の目標がどこなのか」「どの程度それに向かって進んでいるのか」「セ

ンターとして複数年度にわたる成果は何か」などがホームページ上においては少しは調べ易くなったものと考えてい

ます．

5. ( 対外活動など )

　本年度も，年報に記載しましたように平成 24 年 12 月 3 日に大宮ソニックシティホール 市民ホールで，「大震災か

らの復興に向けて－ 地盤工学からのアプローチ －」というテーマで，彩の国市民科学オープンフォーラムを地圏科

学研究センターが主催しました．埼玉県・さいたま市および民間の技術者，地域の自主防災組織など約 150 名が参加

しました．また , 埼玉県内のさいたま市と加須市において地圏センターの教員が総ががりでそれぞれ１ヶ月以上にわ

たっての市民対象の防災セミナーを次のテーマで行いました．

●　さいたま市民大学教養コース「市民が主役　防災・まちづくり」，平成 24 年 5 月－ 6 月（合計６回），大宮学習

センター 1) 地形・地盤の特徴と災害（長田昌彦）2) 想定される地震動と災害（川上英二）3) 液状化など地震地盤災害（橘

伸也）4) 水害と洪水対策（渡邉邦夫）

●　加須市生涯学習セミナー「地震と災害」平成 24 年 6 月－ 7 月（合計５回）　1) 地形・地盤の特徴と災害（長田昌彦）

　2) 想定される地震動と災害（川上英二） 3) 液状化災害（橘伸也）4) 宅地盛土などの地盤災害（桑野二郎） 5) 地震に

備えて（渡邉邦夫）

　また，さいたま市が主催する防災士講習に講師を派遣したり，さいたま市桜区の防災講演会で教員が交代に講演を

行っております．

　一方，年報の「社会活動」の節に記載してありますように，自治体としての埼玉県やさいたま市からの要請により，

埼玉県環境科学国際センター，埼玉県 境影響評価技術審議会，埼玉県環境審議会，埼玉県 土地収用事業認定審議会，

埼玉県地震被害想定調査検討委員会，さいたま市大規模小売店舗法協議会，さいたま市環境影響評価技術審議会など

の多くの委員会のメンバーとして多くの面で埼玉県やさいたま市との互いの協力関係を強めています．

　このような埼玉県を重点的に対象にした活動に加えて，タイ・タマサート大学・前工学部長タマサート研究センター

長ウルヤ・ウィーサクル氏とエジプト・メノゥフィア大学地質学部・地考古学分野教授ガマル・カム氏を講師として

「地圏科学国際セミナー」を開催したり，「地圏科学研究会」を開催したり，地圏センター主催で大宮で「考古学遺跡・

石造文化財の風化」のワークショップを行っています．また , 本年報の第Ⅳ部３「社会活動」の節に記載してありま

すように，各教員は学会・国・地方自治体・企業などの多くの委員会に参加しており，他大学や企業，地方自治体等

と連携して活動を行っています．また，資料センターの整備を行い，学外者の利用に対応しています．

　地圏科学研究センターでは，地震防災研究の軸，埼玉県民に貢献する研究の軸，遺跡などセンターの特徴を生かし

た研究の軸を中心にして，埼玉県市等の地域のローカルな活動と，国際的な活動の両者を積極的に進めて行かなけれ

ばならないと考えています．センターの研究活動は，地震防災・環境保全・温暖化対策・地下水保全などの分野の知

の創成と普及に極めて重要であり，その活動と成果に関する社会の認知を高めるよう，今後も研究推進・評価委員会

の御指導を頂きながら進めて参りたいと考えております．



21

センターの活動概要 予算

会計報告および競争的資金の獲得状況

　地圏科学研究センターで 1 年間に使用することができる運営資金は，大学から交付される「運営費交付金」

と学内外への申請を通して獲得する「競争的資金」に分けられる．

運営費交付金
　表中の小計より下の費目は，年度によって変動する予算である．「教育経費・大学院生経費」は，指導した学生数

に応じて変動するほか，工学部建設工学科との交渉で変動する．競争的資金である科学研究費補助金等からの「間接

経費」は，一括してセンターの運営資金に組み込んで使用しているため，ここに記載している．

　決算は中間報告であり，平成 25 年 3 月 13 日段階の使用予定額を記載している．

平成 24 年度地圏科学研究センター経費予算配分額

　費　目    平成 24 年度  平成 23 年度

6,950,000

1,266,000

-

-

8,216,000

2,315,059

1,047,850

9,500,000

21,078,909

基盤的業務費

機構長裁量経費

戦略的・重点的経費

教育研究経費

小　計

教育経費・大学院生経費

間接経費（科研費等）

研究経費（教育研究設備等整備計画）

総　計

-

-

569,500

8,216,000

8,785,500

2,556,606

327,774

-

11,669,880

平成 24 年度地圏科学研究センター経費決算中間報告

　費　目   　　平成 24 年度予定 　　平成 23 年度実績

6,000,000

9,500,000

207,701

1,478,416

17,600

304,892

1,768,435

337,554

420,441

850,000

193,870

21,078,909

教員研究費（含，旅費）

設備費

清掃費

修繕・工事費

保守料（電話，NHK）

通信費

ガス・水道・電気代

コピー機レンタル料（含，用紙代）

共通備品・消耗品その他

印刷代

謝金・共通旅費

6,000,000

-

214,701

914,665

25,877

250,000

1,450,000

460,000

1,284,637

850,000

220,000

11,669,880
平成 25 年 3 月 13 日段階
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競争的資金の獲得状況
　競争的資金は，各教員が各自の研究テーマに基づいて申請し，照査のうえ採択されたものである．下表に平成 24 

年度に獲得した競争的資金の件数と各研究費の合計額を示す．

平成 24 年度競争的資金　総額

 研究費名    件数  合計 ( 千円）

4

1

4

2

11

1) 　科学研究費補助金

2) 　共同研究費

3) 　学内競争的資金

4) 　委任経理金

総　計

6,520

1,738

942

300

9,500

　以下に，各研究費の詳細を示す．

1) 科学研究費補助金

　課題番号   研究課題名 　　 　研究代表者 　研究種目 　　配分額

       ( 分担者 )  
長田 昌彦

( 橘 伸也 )

茂木 秀則

( 長田 昌彦 )

飯塚 敦

( 橘 伸也 )

小口 千明

堆積岩の構造異方性を考慮した不

飽和過程の変形と水分分布状態の

連成挙動の定式化

岩塊の常時微動観測とそれに基づ

く高精度落石危険度判定法の提案

塩害・地盤変状発生機構シミュレー

ションと抑制修復技術の総合化

Study in weathering properties of 

building stones as earth surface 

materials（石造建造物における各

種石材の風化特性とその地球科学

的・工学的意義）

基盤研究 (B)

基盤研究 (C)

基盤研究（B）

特別研究員

奨励費

24360187

22560474-01

24360193-01

22-00321

合　計

5,200 千円

320 千円

500 千円

500 千円

6,520 千円
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3) 学内競争的資金

　経費の種類    研究課題名   　    研究代表者 　　配分額
長田 昌彦

桑野 二郎

小口 千明

小口 千明

岩盤割れ目充填物を用いた過去の津波再来

周期の推定法の提案

噴砂発生メカニズムに関する基礎研究

河道変遷と内陸地域の液状化に関する研究

－東日本大震災被害を事例として－

ベルギー・オーバル修道院の建造物劣化に関す

る研究

21 世紀総合研究機構研究

プロジェクト（研究経費）

21 世紀総合研究機構研究

プロジェクト（研究経費）

21 世紀総合研究機構研究

プロジェクト（研究経費）

平成 24 年度若手・女性研

究者支援事業（海外共同研

究および英文校閲経費）

合　計

210 千円

206 千円

186 千円

340 千円

942 千円

センターの活動概要 予算

4) 委任経理金

　寄　附　者    寄附金の名称  　研　究　者 　       寄附金額
桑野 二郎

地圏科学研究

センター長

研究助成

研究助成

土木研究センター

国際ジオシンセティック

学会日本支部

合　計

200 千円

100 千円

300 千円

2) 共同研究費

　相手方   研究課題名 　　 　 　　　研究代表者　   研究期間　　　共同研究費 

 渡邉 邦夫福島県内地域社会の安心を支える効率的環

境放射線量監視と異常発生時の対策支援シ

ステムの開発と実証研究

2012.10.1 ～

2013.3.31

株式会社ニセ

ンエックス

合　計

1,738 千円

1,738 千円
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センターの活動概要 予算

センター予算の推移
　最近 8 年間の運営費交付金および競争的資金の推移を下図にまとめた．

運営費交付金の推移

　運営費交付金に関しては，センターに割り振られる基盤的な運営費交付金および教育経費・大学院生経費の合計を

「校費」として，科研費等の学外競争的資金獲得に伴う「間接経費」として，また大型設備費・新任教員交付金・修

繕費などの都度配分される交付金を「一時金」として，区分して示している．校費は平成 18 年度以降毎年微減して

いるが，平成 22 年度以降はほぼ横ばいである．平成 24 年度分の一時金が多くなっているのは，橘助教が更新希望

していた「多機能型ソイルエレメント力学試験装置」が大型設備費として配分されたためである．

競争的資金の獲得推移

　学外競争的資金は，学内競争的資金，共同研究費，委任経理金，科学研究費補助金，受託研究費の 5 つに区分して

示している．外部資金の獲得に，一層努力する必要がある．



第Ⅱ部

平成 24 年度研究報告
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研究報告

平成 24 年度の研究内容と成果

「国立大学法人埼玉大学地圏科学研究センター規程 （平成 16 年 4 月 1 日規則 第 84 号，平成 20 年 3 月 1 日

改正，規則 96）」（後述）に決められているのように，地圏科学研究センターは次の２つの研究分野から構成

され，下記の研究業務を行っている．

（研究分野）

第３条 センターに次の研究分野を置く．

(1) 地圏防災科学研究分野

(2) 地圏環境科学研究分野

（業務）

第４条 センターにおいては，次に掲げる業務を行う．

(1) 都市域，特に首都圏の地震災害軽減技術の開発

(2) 都市域，特に首都圏の詳細地圏構造の解明

(3) 地圏及び地圏水の適正環境の保全技術の開発

(4) 高度危険廃棄物の深層処分技術の開発

(5) 都市域における地圏の適正利用技術の開発

(6) 自然災害と地圏環境に関する国内外の資料収集

(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務

下の図は，平成 24 年度センターでの研究業務の全体像をキーワードをつけて見易くしたものであり，次頁

以降には，センターで本年度に行われた研究の概略を，全体像の中で位置付けつつ，順次説明している．
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研究報告

真空圧密メカニズム解明のための模型実験
橘 伸也（地圏科学研究センター）

桑野 二郎（地圏科学研究センター）

深野 涼二（工学部建設工学科４年）

　軟弱地盤の上に構造物を建設する際には，構造物の荷重によって軟弱地盤が沈下しないように改良対策を

講じる必要がある．工法としては例えば，予め軟弱地盤上に土を盛り地盤を圧密する工法や，軟弱地盤に真

空圧を載荷し強制的に排水を促す真空圧密工法が挙げられる．前者は荷重載荷により地盤中の全応力を増加

させ，間隙水圧の消散に伴い有効応力を増加させる方法であるが，後者は全応力が基本的に一定で，間隙水

を負圧まで強制的に減少させることで有効応力を増加させる工法である．

本年度の研究目的と内容
　有効応力を増加させ地盤の密度を高めるという点では両工法は目的を同じとするが，そのメカニズムは幾

つかの点において異なることが考えられる．その一つとして，間隙空気の影響が挙げられる．地下水位以下

のいわゆる飽和地盤を対象とするとき，荷重載荷による圧密では間隙水圧が正圧を保つため，間隙空気の影

響はほとんど考える必要はなく，固・液の二相系問題と考えることができる．一方，真空圧密では負圧を作

用させるため，微細な気泡として存在していた気体の膨張，あるいは間隙水に溶けていた気体の脱気が生じ，

地盤が不飽和化することが考えられる．こうなると飽和状態で成立する「排水量＝体積圧縮量」の連続条件

が成り立たず，翻ってテルツァギの圧密理論のような二相系問題として沈下量の予測ができないということ

になる．以上の思考実験を実現象で確かめるために，真空圧密の模型実験を行い，負圧載荷によって「排水

量＝体積圧縮量」が成立するか否かを検証した．

研究成果
　真空圧密の模型実験では，図 -1 に示すような制御・計測を行っている．真空ポンプで上部タンクに負圧を

かけることで，粘土層の圧密・上蓋の沈下・排水に伴う上部タンクの水面上昇が生じる．実験では，負圧載

荷による沈下量，アクリル容器底面中心（ドレーン材直下）の水圧，上部タンクの水位上昇量を計測している．

図 -2 は，負圧を段階的に載荷し，各段階で沈下と排水が落ち着いたときの累積排水量と累積圧縮量の関係で

ある．負圧が -35kPa までは排水量と圧縮量はほとんど等しい関係であるが，さらに負圧が増加すると排水

量の方が圧縮量を上回ることがわかる．このことから真空圧載荷により，粘土中の間隙が不飽和化し間隙空

気が混在することが明らかとなった．

真空圧密メカニズムの解明

図 -1　真空圧密模型実験の概要 図 -2　負圧載荷過程の排水量と圧縮量の関係
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研究報告

地震対策型段差抑制工法の補強メカニズムに関する模型実験
橘 伸也（地圏科学研究センター）

桑野 二郎（地圏科学研究センター）

加藤 拓未（理工学研究科博士前期課程２年）

塩谷 将史（工学部建設工学科４年）

　大規模な地震が発生した際に，道路に亀裂や段差が生じ，交通の妨げになることがある．東日本大震災に

おいても，このような道路の変状が消火活動や初期復旧作業に支障を来している．この研究で取り上げる地

震対策型段差抑制工法は，段差が生じやすい道路盛土とカルバートの境等の道路路床に予め高剛性の補強体

を施工しておくことで，地震時に緊急車両が少なくとも低速で通行できるように段差を抑制し，円滑な救急

救命・消火活動，および早急な復旧復興に寄与することをねらったものである．

本年度の研究目的と内容
　この工法で路床に施工する改良体は，締め固めた砕石をジオグリッドとロッドを用いて拘束したものであ

り，アスファルト舗装の下に「変形しにくい座布団」を敷くことをイメージすればよい．こうした改良体が

あれば段差を抑制できそうであるが，検討すべきは改良体の厚さやジオグリッドの敷設枚数などの設計仕様

である．昨年度に引き続き本年度は，土槽内に種々の仕様で改良体を作成し，改良体の片端を土槽底盤に固

定し，もう一端を吊り上げる模型実験を行った．吊上げ過程におけるジオグリッド・改良体の変形やロッド

に作用する軸力の変化を計測することにより，改良体の補強メカニズムを調べることを目的としている．

研究成果
　模型実験で着目した検討項目は，改良体の厚さ，ロッドに導入するプレストレスの大きさ，ジオグリッド

の敷設枚数である．ここでは結果の一部を抜粋して記す．改良体を吊り上げると，写真 -1 のように変形する．

同じ高さまで吊り上げたとしても，実験仕様によって異なる変形モードとなることがわかった．例えば，改

良体が薄い場合（30cm）は厚い場合（60cm）に比べて下に大きくたわんだ曲げ変形を呈する．薄いと表面

の傾斜も局所的であり，スムーズな路面形状を維持しにくくなる．また，ロッドへのプレストレス導入により，

改良体底面の曲げが軽減されることがわかった．さらに，改良体側面に設置したポインタ計測から改良体の

ひずみ分布を算定したところ，薄くてプレストレス導入が無い場合は，緩み領域が吊上げ側に局所的に生じ，

最終的に写真 -2 のようなクラックが改良体表面に観察された．ひずみゲージ貼付によるジオグリッドの変形

から，仕様の違いによって曲げや伸びが集中する位置に違いが見られることがわかった．

共同研究：株式会社 NIPPO 技術研究所，前田工繊株式会社

地震対策型段差抑制工法の開発

写真 -1　改良体吊上げ状態 写真 -2　改良体表面に生じたクラック
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研究報告

岩盤斜面崩壊堆積物の物性評価に関する基礎研究
長田 昌彦 ( 地圏科学研究センター )

Kyaw Phone Lwin ( 理工学研究科博士前期課程 2 年 )

　大規模な岩盤斜面崩壊によって生じた崩壊堆積物は，細粒分をマトリ

クスとして大小様々な大きさのブロックを含んだ複合地盤材料である

が，ダムなどで用いる人工の粗粒材料と異なり，適切な締固めがなされ

ているわけではない．このような崩壊堆積物は，しばしば崩壊斜面のカ

ウンターウェイトとして機能しており，崩壊後の岩盤斜面の安定対策を

講じる上では，その物性を把握しておく必要がある．

　原位置では PS 検層などにより崩壊堆積物の速度構造が求められ，ま

た現場密度試験により崩壊堆積物表層での密度は測定できるものの，

深度方向への密度変化は推定の域を出ない．崩壊斜面の安定解析を行

ううえで，崩壊堆積物の物性の空間分布は非常に重要であるため，その

特徴を把握しておく必要がある．

本年度の研究目的と内容
　本研究では，石灰岩鉱山の崩壊堆積物を対象として，室内試験を実施

した．写真に示すように，この崩壊堆積物は，様々な大きさのブロック

（礫）と細粒分からなる．室内では試験できない大きさの礫の存在，及

び礫を多く含む箇所と細粒分のみからなる箇所があるなどの不均質性の

ため，一概に任意の礫含有率で試験を行っても妥当性のある結果が得ら

れる保証がない．そこで本年度はまず，5 段階に区分されて提供された

試料（表―1 参照）を，一定の重量混合比で混ぜ合わせて，周方向拘束

条件で，軸応力を載荷した際に生じる半径方向応力を推定し，側圧係数

を求めることとした．

研究成果
　まず半径方向応力を推定するために，図－１に示すような感圧紙を用

いる方法を考案した．4mm 以下の粒子からなる G1 試料のみを用いて

側圧係数を求めると 0.43 となった．次に，G1 と G2 ～ G5 を重量混合

比 1:1 で混ぜ合わせた結果を図―２に示す．図より，大きな礫が含まれ

ることによって，G1 試料のみの場合と比較して側圧係数が小さくなる

ことがわかった．このことは，礫間で応力集中が生じていることを示唆

していると考えられる．

関連研究費　長田昌彦　平成 23 年度委任経理金

地盤材料の力学特性の評価

崩壊堆積物の断面写真
( スケール：ハンマー )

表－ 1　粒度区分

図－１　半径方向応力の推定方法

図－ 2　軸応力載荷による半径方向応力
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研究報告

締固めベントナイトの体積変化特性
橘 伸也（地圏科学研究センター）

桑野 二郎（地圏科学研究センター）

今成 智史（理工学研究科博士前期課程２年）

中川 駿（工学部建設工学科４年）

　放射性廃棄物の地層処分において，長期間にわたり放射性廃棄物を人間の生活圏から隔離することや放射

性物質を含む地下水が周辺地盤に漏えいする事を防ぐ必要性から，ベントナイトの利用が有望視されている．

処分施設は放射性廃棄物を格納した後に閉鎖され，地下水の再冠水により，長期にわたって地下水の浸透作

用を受けることとなる．したがって，再冠水後の吸水に伴い，バリア材の一部であるベントナイトが力学的

にどのように変化するかを把握することが，処分施設の長期的な性能を評価するために重要となる．

本年度の研究目的と内容
　昨年度の研究では，ベントナイト粉体を上載圧 6.00MPa で締め固め，その後，所定の上載圧まで除荷し，

除荷後の上載圧を一定に保ったまま吸水試験を実施し，応力履歴が吸水時の体積変化特性に及ぼす影響を調

べた．その結果，過圧密履歴が小さい（除荷過程の応力減少が小さい）場合，吸水に伴ってベントナイト供

試体が収縮し，過圧密履歴が大きい場合，膨潤するという結果が得られた．本年度は，異なる締固め応力で

も同様の挙動が見られるかを調べるために，上載圧 1.28MPa で締め固め，同様の実験を行った．

研究成果
　図は，上載圧 6.00MPa および 1.28MPa で締め固めたベントナイト供試体の吸水過程における体積変化

の経時変化である．凡例は，吸水過程において供試体に作用させた上載圧の値を示している．締固め応力

の大小に依らず，過圧密履歴が小さい場合は吸水収縮，過圧密履歴が大きい場合は吸水膨潤することがわか

る．興味深い点は，収縮／膨潤変形の境，すなわち吸水によって体積変化が生じない応力レベルが存在し，

締固め応力の大小によってその応力が異なる点である．その応力は，6.00MPa で締め固めた場合は 0.64 ～

1.28MPa 程度であり，1.28MPa で締め固めた場合は 0.16 ～ 0.32MPa 程度である．これらのことから，吸

水過程において同じ上載圧下にあっても，過去の応力履歴によって，ベントナイトが異なる吸水変形挙動を

示すことが明らかになった．

　なお，本研究に関連して，修士課程２年・今成智史さんが第９回地盤工学会関東支部発表会にて，優秀発

表者賞を受賞している．

関連発表論文　[ST7], [ST9]

ベントナイトの変形特性の評価
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研究報告

不飽和浸透パラメーターの原位置推定に関する基礎研究
渡邉 邦夫 ( 地圏科学研究センター )

Tin Win Htut（理工学研究科博士前期課程２年）

　不飽和浸透解析は，降雨浸透，斜面崩壊，地表浅部や廃棄物処分場周辺の物質移動などを評価する上で極

めて重要である．解析に当たっては，不飽和浸透特性，つまり，飽和度，サクション圧，不飽和透水係数の

関係を把握しなければならない．従来，不飽和浸透特性として Campbell 式や van-Genuchten 式が用いられ

てきたが，それらの式に内在するパラメーターを推定する事が必要である．その推定を野外で行う方法を研

究した．

研究内容
　不飽和浸透特性式に内在

するパラメーターの同定で

は，土中水分とサクション

の関係を野外で把握する必

要がある．地表のサクショ

ンは，従来の考えでは蒸発

量から推定できるから，野

外で蒸発量と表層の水分を

測定すれば，この関係が求ま

る事になる．この考えの妥当

性を埼玉大学構内で検討し

た．図 ‐ １に対象地と蒸発

計測装置を示す．なお，地表

の水分量を変化させるため，

散水試験を行った

　図 ‐ ２(a)(b)(c) に結果を

示す．(a) は，測定により求

めた，蒸発量と地表の水分量

との関係である．(b) は，蒸

発量から地表のサクションを

計算して地表水分量との関係

で現したものである．(c) は，

(b) の関係を van-Genuchten 式でフィッティングして，パラメーターを求めた結果である．まだ，蒸発量か

らサクションを推定するために用いた，Campbell の提案式など問題も残っているが，本方法が現地に適用し

うることが明らかとなった．

地盤・岩盤中の飽和 - 不飽和浸透挙動の評価

図 ‐ １　実験地と蒸発量測定状況

図 ‐ ２実験結果とパラメーター同定
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研究報告

単一割れ目の変形と透水の連成挙動に関する研究
山辺 正 ( 理工学研究科，センター協力教員 )

後藤 等 ( 工学部建設工学科 4 年 )

長田 昌彦 ( 地圏科学研究センター )

　割れ目を含んだ岩盤の中の水の流れは，割れ目自体の空間的な分布や開口幅，および連続性に大きく支配

されている．地下空洞を掘削することにより岩盤内の応力状態は変化し，これに伴い割れ目面上に作用する

力も変化するために，割れ目の開口幅が変化する．開口幅の変化は岩盤の透水性を大きく変化させるので，

この特性を十分に把握しておくことが重要となる．

本年度の研究目的と内容
　昨年度まで，田下凝灰岩，白浜砂岩に対して，高精度

形状測定システムを用いて破断面の表面粗さを測定する

とともに，亀裂面閉塞量を求める実験，および拘束圧を

変化させた透水試験を実施してきた．本年度は，さらに

同じ砂岩でも性質の異なる来待砂岩を用いて，同様の実

験を実施した．

　幾何学的開口幅は，図―1 に示すように，表面粗さから

算出する．亀裂面閉塞量は，レプリカを用いる方法を採

用し，水理学的開口幅の算出には Snow の式を用いる．

　上述の 3 つの測定または実験により，3 種類の開口幅

のデータが得られるので，本研究ではそれらの関係を議

論した．

研究成果
　来待砂岩 Brazilian 供試体の透水係数は，白浜砂岩と比

較して 2 オーダー小さく，田下凝灰岩と同じオーダーで

あった（図－ 2 参照）．

　幾何学的開口幅，亀裂面閉塞量，水理学的開口幅の結

果を表 1 にまとめた．表を見ると，田下凝灰岩と来待砂

岩どちらも幾何学的開口幅＞亀裂面閉塞量＞水理学的開

口幅の関係になることがわかる．これは，幾何学的開口

幅については拘束圧が全くない状態での計測のため最も

大きな値になり，亀裂面閉塞量については拘束圧下での

実験であり，水理学的開口幅については拘束圧に加え，

実際の透水試験の時には水と亀裂部の間に抵抗が生じる

ため，最も小さな値になったと考えられる．

割れ目の変形と透水の連成挙動の評価

図―1　幾何学的開口幅の算出方法

図―2　応力の変化に伴う透水係数の変化

表―１　開口幅の比較
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多孔質媒体及び割れ目内における気液混合流体の移動特性に関する基礎研究
長田 昌彦　( 地圏科学研究センター )

Frengki Hariara Pardede ( 理工学研究科博士前期課程 2 年 )

竹村 貴人 ( 日本大学文理学部 )

　メタンハイドレートの移動過程や，マイクロバブルによる二酸化炭素の地中貯留プロジェクトにおいて共

通して重要となる微細なガスの多孔質媒体内及び割れ目内での挙動に関して，直観的な現象把握を進めてい

る．最近では大型プロジェクトのみならず，マイクロバブルを利用した液状化対策やダムのパイピング現象

の評価など，様々な工学的課題に共通した現象と捉えて，基礎的な挙動を把握することを目的としている．

本年度の研究目的と内容
　昨年度は，多孔質媒体内にマイクロバブルを含んだ水を通水させた場合の透水挙動について検討した．今

年度は，割れ目内におけるマイクロバブル水の挙動を理解するために，人工的に作成したせん断割れ目へマ

イクロバブル水を通水し，バブルの排出状況を確認した．またこれと並行して，アクリルで作成した人工的

な模擬割れ目にマイクロバブル水を通水し，割れ目の両端や内部でマイクロバブルがどのように挙動するか

を調べた．

研究成果
　まずマイクロバブルを含む流体が岩石割れ目中を通過する際に生じる透水性減少傾向を実験的に確認した．

このとき，割れ目を通って排出された気泡のほとんどは，マイクロバブルではなく，これらが合体して大き

くなった通常のバブルであった．またバブルが排出される位置は，割れ目沿い全体ではなく，ほんの一部の

みであった（図―1 参照）．これはせん断割れ目の作る構造によって規制されていることが X 線 CT（工学部

建設工学科土質研究室所有の装置を利用させていただいた）による観察で明らかとなった．排出される気泡

がバブルであった原因は，図－ 2 に示した透過性の人工割れ目での実験を通して，割れ目でのバブルの合体

が主要因であると考えられた．このようにして形成されたバブルが，流出側で間欠的に排出される．

　　 　　

　なお，昨年度本研究を実施した Rangga Adiprima Sudisman 氏（インドネシア出身）は，2012 年 10 月韓

国で開催された第 7 回アジア岩の力学シンポジウム (ARMS7) において，フルスカラーシップを獲得し，研究

発表を行った．

　http://gris-s.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/the-outstanding.html

　http://www.isrm.net/fotos/editor2/Nl20/arms7_scholarships_reports.pdf

　　　 　　　
関連発表論文　[MO3]，[MO9]

気液混合流体の移動特性の評価

　図―1　割れ目の一部よりバブルが排出される　　図―２　人工的な割れ目内でのバブルの合体と移動
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岩石の水浸挙動に関する数値解析的基礎検討
長田 昌彦　( 地圏科学研究センター )

中原 壮一朗 ( 工学部建設工学科 4 年 )

　乾燥・湿潤に伴って物質が変形する現象はよく知られており，土や軟岩を対象とした数多くの研究がある．

しかし軟岩の試験結果の多くは，膨潤圧やスレーキング区分としてまとめられることが多く，乾燥・湿潤過

程における変形挙動を示したデータが少ないのが現状である．また良く用いられる水分特性曲線には，骨格

が変形する効果が含まれていない．

　岩石・岩盤を人間が利用しようとする場合，必ずこの不飽和な状態を経て利用することになる．従って，

不飽和な状態における岩石内部の水分状態と変形挙動に関して十分に理解しておく必要がある．

本年度の研究目的と内容
　昨年度実施した実験より，岩石を水浸させると，試料内部には正の

圧力が発生し，体積は全体としては膨張する．この現象を数値解析的

に表現することを大きな目標として，今年度はその予備段階として数

値解析手法の検討を行った．まず水浸に伴い正の圧力が発生する要因

の一つとして，浸潤前線に形成されるメニスカスの影響が推定された．

そこで，微細な間隙中におけるメニスカスを表現するために，気液界

面の表現方法の一つであるフェーズフィールド法を取り入れることを

考えた．

　フェーズフィールド法とは，水と空気の界面などの問題を取り扱うた

めに考え出された数学モデルであり，既に 20 年の歴史がある．例えば，

水と空気の界面を分子レベルで観察したとすると，その界面はシャープ

ではなく，水から空気のなかを自由に飛び回る水蒸気へと徐々に変化し

ていく．すなわちある幅を持って界面が形成されている．このモデルで

はそれを表現するフェーズフィールド変数を導入し，その時間発展式を

解くことにより，界面の移動を表現している．この方法では，水の表面

張力は界面での分布力として，計算に組み込まれる．したがって界面の

法線方向の計算や曲率の計算はしなくてすむのも特長である．

　ここでは，図―1 に示した半径 0.3㎜の毛細管円筒（岩石中の間隙を想定）中に半径 0.1㎜の小球（構成粒

子を想定）があった場合の表面張力による水面の上昇を解いた．気相および液相の流れ場には表面張力の影

響を考慮したナビエ・ストークスの式を用い，界面移動を表す時間発展式には Cahn-Hilliard の式を用いた．

計算は，COMSOL Multiphysics で実施した．

研究成果
　図―２に示したように，曲率の異なる球と円筒付近において表面張力による水面上昇の違いを表現するこ

とが可能となった．今後，さらに高度化を試みる予定である．

関連発表論文　[MO11]

関連研究費　長田昌彦　科学研究費補助金・基盤研究 (B)　4,500 千円

岩石の乾燥湿潤変形挙動の評価

図―1　解析モデルの概念図

図―2　4 × 10-4s 後の水面の位置
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幌延泥岩の乾燥変形挙動
長田 昌彦　( 地圏科学研究センター )

前川 恵輔 ( 日本原子力研究開発機構 )

熊坂 博夫（清水建設）多田 浩幸（清水建設）

Illankoon Mudiyanselage Thilini Nuwanradha Illankoon ( 理工学研究科博士後期課程 )

Suu Mon Yee ( 理工学研究科博士前期課程 2 年 )

　乾燥・湿潤に伴って物質が変形する現象はよく知られており，土や軟岩を対象とした数多くの研究がある．

しかし軟岩の試験結果の多くは，膨潤圧やスレーキング区分としてまとめられることが多く，乾燥・湿潤過

程における変形挙動を示したデータが少ないのが現状である．また良く用いられる水分特性曲線には，骨格

が変形する効果が含まれていない．

岩石・岩盤を人間が利用しようとする場合，必ずこの不飽和な状態を経て利用することになる．従って，不

飽和な状態における岩石内部の水分状態と変形挙動に関して十分に理解しておく必要がある．

本年度の研究目的と内容
　昨年度に引き続き，日本原子力研究開発機構が現在幌延深地層研究計画で採取した堆積岩試料を用いて，

乾燥変形実験を実施した．今年度は地表面からの深度 250 ～ 500m のボーリングコアにおける 6 深度から

採取された稚内層に属する珪質泥岩を用いて乾燥変形実験を実施するとともに，その結果を一昨年度実施し

た声問層の結果と比較検討した．

　なお，本研究は昨年度まで日本原子力研究開発機構・清水建設・埼玉大学の共同研究として実施してきた

結果，平成 24 年度より科学研究費補助金・基盤研究 (B) による研究支援を受けるようになったものである．

ここで示す結果以外にも，下記関連発表論文に示したように，様々な角度から岩石の乾燥湿潤変形挙動に関

する研究を進めている．

研究成果
　図－ 1 は，得られた結果を深度との関係でみたものである．取り上げた物性値は，左から乾燥変形実験時

の最大体積ひずみ，水銀圧入試験から計算した真密度・かさ密度・間隙率・メゾポアの体積比率である．深

くなるにつれ一定の変化傾向を示すものも多いが，詳細については今後検討が必要である．

関連発表論文　[MO2]，[MO6]，[MO8]，[MO11]，[MO12]，[MO13]

関連研究費　長田昌彦　科学研究費補助金・基盤研究 (B)　4,500 千円

岩石の乾燥湿潤変形挙動の評価

図―1　深度に伴う各種物性値の変化傾向



37

研究報告

岩石の乾燥変形挙動に関する数値解析的検討
長田 昌彦　( 地圏科学研究センター )

大竹 伸太朗 ( 工学部建設工学科 4 年 )

　乾燥・湿潤に伴って物質が変形する現象はよく知られており，土や軟岩

を対象とした数多くの研究がある．しかし軟岩の試験結果の多くは，膨潤

圧やスレーキング区分としてまとめられることが多く，乾燥・湿潤過程に

おける変形挙動を示したデータが少ないのが現状である．また良く用いら

れる水分特性曲線には，骨格が変形する効果が含まれていない．

　岩石・岩盤を人間が利用しようとする場合，必ずこの不飽和な状態を経

て利用することになる．従って，不飽和な状態における岩石内部の水分状

態と変形挙動に関して十分に理解しておく必要がある．

本年度の研究目的と内容
　岩石の乾燥変形現象を表現しうるモデルを開発することを大きな目的として，本年度は，乾燥に伴う不飽

和領域の形成と弾性変形の連成挙動を数値解析的に表現した．

　定式化は，不飽和流れにリチャードの式を用い，これと多孔質弾性

体の構成式を連成させた．蒸発面での水分移動に関する境界条件には，

実験で得られた蒸発面直上における相対湿度を Kelvin 式に代入して，

蒸発面での圧力水頭に置き換えたものを用い，水分特性曲線には van 

Genuchten 式を用いた．例題として，これまでの乾燥変形実験により

一次元的な乾燥条件に対して変形が等方的に生じることがわかってい

る白浜砂岩の物性値を用い，実験条件と同じく 1 次元蒸発条件とし

たものを Case A とし，仮想的に 3 次元蒸発条件としたものを Case B

とした（図 -1 参照）．

研究成果
　図－ 2 は，40 時間後の飽和度分布（カラーコンター）と変形の様

子である．Case A( 図－ 2(a)) では，蒸発面に向かって徐々に飽和度

が下がっており，これにより変形はほぼ上下方向への収縮となる．し

かし実験では，1 次元蒸発条件を与えても，変形は等方的に生じてお

り，実現象と合わない．そこで，仮想的に 3 次元蒸発が生じる条件

で計算を行うと，図－ 2 (b) のように，円柱試料中心に向かって飽和

度が高くなり，変形も実現象に近いことがわかった．このとき，計算

される試料の質量の変化と体積ひずみの大きさは，実験値とほぼ同じ

オーダーであった．

関連研究費　長田昌彦　科学研究費補助金・基盤研究 (B)　4,500 千円

岩石の乾燥湿潤変形挙動の評価

(b)　3 次元蒸発条件

図―2　解析結果．飽和度（カラーコ

ンター）と変形モード．

(a)　1 次元蒸発条件

図―1　解析モデルと，蒸発条件

（CaseA：1 次元蒸発，CaseB：3 次元蒸発）
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凍結破砕に与える礫の寸法効果に関する研究
瀬戸 真之（地圏科学研究センター）

梶間 隆伸（工学部建設工学科 4 年）

小口 千明（地圏科学研究センター）

　地球上の寒冷な地域には凍土に覆われた周氷河地形が多数存在する．これらの周氷河地形が形成される過

程には凍結融解作用が大きな影響を及ぼしている．また，自然界の山地斜面では地表面の凍結融解により礫

が移動することもあるが，凍結融解作用を受けた礫は凍結風化により破砕している可能性もある．岩石の凍

結破砕に関してはこれまでに多くの研究がなされてきたが，岩石の種類と物性の関係に着目したものが多く，

岩石の寸法の違いが凍結破砕にどのように影響するのかを試みた実験は少ない．そこで本研究では凍結破砕

に対する礫の寸法効果に着目して室内実験を行った．

研究成果
　試料には 5 種類の立方体の岩石試料を

用いた．A 溶結凝灰岩，B 石灰岩，C 凝

灰岩，D 凝灰質砂岩，E 砂岩である．A

溶結凝灰岩，B 石灰岩，C 大谷石の 3 種

類についてはそれ　ぞれ一辺が 5cm，

4cm， 3cm， 2cm，1cm の 5 つ の 共 試

体を用意し，D 凝灰質砂岩，E 砂岩の 2

種類についてはそれぞれ一辺が 2cm，

1cm の 2 つの供試体を用意し，空隙率などの物性値

を計測した．これらを個別の容器に入れ，容器には

下から，アルミホイル，2mm メッシュの網を入れた．

さらに共試体をガーゼで覆い，蒸留水を共試体の高

さの 1/3 程度入れた．インキュベータに試料を容器

ごと入れ，+15℃～ -15℃，周期 6 時間の温度変化

を繰り返し試料に与え，破砕速度や割れ方を観察し

た．破砕速度の計測方法として，本実験では凍結破

砕実験によって生じるサンプルを 1) 粒径 2mm 以下

の細粒物質，2) 粒径 2mm 以上でサンプル本体から

剥離あるいは分離した破片，3) 共試体本体の 3 種類

に分けた．質量は 200 サイクルまでは 4 サイクル，200 サイクルから 400 サイクルまでは 20 サイクル毎に

計測した．この結果，小サイズの供試体で破砕速度が大きいことから，凍結はサンプルの表面から中心部へ

と時間をかけて進行すると考えられる．そのため小さい供試体は中心部まで凍結して本体が大きく割れた（図

1，2）．大きい供試験体は中心部まで凍結しなかったため，供試体表面が剥離するように破砕が進んだ．また，

空隙率が大きいほど破砕速度も大きく，これは試料中心部まで水が浸透する時間が短く，凍結が及ぶ時間が

早いためであろう．すべての岩型で小さい寸法ほど破砕速度が大きいことが明らかとなり，凍結破砕作用に

対する寸法効果を確認した（図 3）．

岩石の風化メカニズムの解明

図 -3　B　2mm 以上の破片残留率

図 -2　400 サイクル後

（供試体 B2)

図 -1　40 サイクル後

（供試体 B2)
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オーバル修道院における人工石材の物性と塩類風化に関する研究
Shehata, A. A. (Fayum University, Egypt)

Kamh, G. M. E. (Menoufiya University, Egypt / 埼玉大学 JSPS 招へい教授 )

小口 千明　（地圏科学研究センター）

　建造後 100 年足らずのベルギー・オーバル修道院の近代建

造物では , それ以前に建造された中世建造物の石材（2 種の石

灰岩）廃材を砕いてセメント固化した人工石材が使用されて

おり , 塩類風化による岩屑崩落が随所で見られる . 原因塩は硫

酸ナトリウムであることは分かっていたものの , その起源を

推定した既往研究では , 石材中の塩濃度と析出塩の量に解離

があり , その原因を解明するため , 塩類風化実験と溶解実験を

行った .

本年度の研究内容
　人工石 5 種と天然石 2 種（人工石の骨材として用いられた

石灰岩）につき , 固形試料（φ 1cm ×　H1.5cm の円柱状）

と粉末試料を準備し溶出試験を行った . 固形試料を蒸留水

30g に入れ , 1 週間浸漬後の溶液を 0.45 μ m のフィルターで

ろ過し , イオンクロマト分析と炭酸塩硬度測定を行った . 粉末

試料については , 試料 3g を蒸留水 30g とともに遠沈管に入れ , 

6 時間撹拌後 , 遠心分離をした上澄み液を , 固形試料と同様に

ろ過し , 分析を行った . 天然石よりも人工石における SO4 溶出

量が多く , 人工石の中では RS-B の溶出量が他より低かなった . 

研究成果と今後の課題
　石材からの SO4

2- や Na+ の溶出量は , 第一義的には , 供試体

の間隙特性に依存する . 特に S は , 人工石内のセメント（マト

リクス ) 部分にわずかにしか含まれず , その部分に浸入してき

た水との反応でも溶出することが判明した . また , S の溶出程

度は , 石材主成分の Ca の溶出程度よりもはるかに高いことも

明らかになった . 以上より , たとえ僅少な含有量であっても , 

塩類風化の原因となる元素が含まれている場合には , 劣化の

引き金となる . 建造物等の修復・保全する際には , 風化・劣化

のメカニズムをも含めた徹底的な調査が肝要である .

関連発表論文　学術講演 [CO4]

関連研究費  小口 千明　平成 24 年度若手・女性研究者支援事業　　340 千円

石造建築物・遺跡の風化と保全

人工石材における塩類風化

溶出実験の手順
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研究報告

エジプト・バハリヤオアシスにおける第 16 王朝時代壁画の剥落の支配要因となる

母石材の地質学的・地盤工学的パラメータ
Shehata, A. A. (Fayum University, Egypt)

Kamh, G. M. E. (Menoufiya University, Egypt / 埼玉大学 JSPS 招へい教授 )

小口 千明　（地圏科学研究センター）

　 エ ジ プ ト の 西 沙 漠 に あ る 2 つ の 墓，Badi Eshtar お よ び

Bannantie，は，内部の壁画が激しく剥落しており，早急の対

策を必要とされている．壁画の使用材料よりも，母材となって

いる岩石そのものの性質が壁画剥落に多大な影響を与えている

と考えられている．また，岩石中の酸化鉄量も何らかの影響を

与えていると推察されている．そこで，母材岩石の物性調査に

より，これらの関係の有無を明らかにすることを目的として研

究を行った．

本年度の研究内容
　平成 24 年 6 月～平成 25 年 3 月の予定でエジプト・メノウフィ

ヤ大学より Prof. Kamh　が JSPS 招へい研究者として来日してお

り，現地調査は彼とともに調査を行っている現地研究者により行

われた．詳細な風化状況を記載するとともに，墓石室内外の環境

調査を行った．また，母石材を入手し，Prof. Kamh の来日後に，

SEM（電子顕微鏡観察），XRF（化学分析），MIP（空隙径分布測定）

を行った．

研究成果と今後の課題
　特に夏場の水分の集中と微細間隙量が，

この墓石壁画の風化程度に影響を与えてい

ることが明らかになった．また，粘土鉱物

量と酸化鉄の濃度が高いと風化程度も高く

なることも判明した．今後は，これらの成

果を参考に，緊急の温度湿度のコントロー

ルと修復プランを立案が必要である．

関連発表論文　論文 [CO3]

石造建築物・遺跡の風化と保全

対象の壁画

石材中の酸化鉄

風化が顕著な石材の間隙径分布
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研究報告

写真測量を用いたタイ国アユタヤ遺跡ストゥーパの洪水による変形評価
渡邉 邦夫 ( 地圏科学研究センター )

藤井 幸泰（公益財団法人　深田地質研究所）

Assoc. Prof. Uruya Weesakul, Assoc. Prof. Nakhorn Poovaradom（タマサート大学）

河野 聡（理工学研究科博士前期課程 2 年）

Bhakapong Bhadrakom（タマサート大学大学院工学研究科 2 年）

　　ストゥーパ表面の 3 角形分割 洪水による変形（季節変動と同じ変形パターンである

　　　（分割数約 10,000）　　  事が分かった）

関連発表論文　学術講演 [KW4], [KW5], [KW6]

　構造物形状の長期変化を評価する研究を，構造物の 3 次元形状が把握できる写真測量技術の高精度化を通

して行っている．昨年度，4 月にタイ国アユタヤ遺跡ストゥーパを対象として 3 次元形状を捉えた．その後，

10,11 月のチャオプラヤ川の氾濫が起こり，アユタヤ遺跡が浸水した．そのため，1 月末から 2 月はじめに

かけて再度 3 次元化を行い，洪水前後の変形を研究した．今年度は，７月に同ストゥーパの測量を行い，季

節的変動を調べた．

研究内容と成果
　研究内容は下記である．

　研究では，アユタヤ市内のワット・ヤイチャイモンコン寺院のストゥーパの洪水前後及び雨季と乾季の季

節変動による変形を 3 次元的に評価することである．これらの研究のため，2 台のデジタルカメラを用い，

Stereo Eye V.3 ソフトで解析した．本研究は，タイ，タマサート大学工学部との共同研究として行われた．また，

成果をタイ国文化省で報告し，今後の修復について意見交換している．

　本年度の成果として，ストゥーパの変形パターンは同じであるが，洪水による変形に比べて，雨季と乾季

の季節変動による変形が小さい事がわかった．

写真測量の高精度化技術開発



42

研究報告

数千年オーダーの物質移動過程に関するナチュラルアナログ研究
長田 昌彦　( 地圏科学研究センター )

松下 智昭　( 理工学研究科博士後期課程 )

高橋 学　( 産業技術総合研究所 )

　放射性廃棄物の地層処分や二酸化炭素回収貯留などの大規模な事業計画は，地質学的な時間スケールにお

ける地下岩盤の高度利活用を前提としている．一般に岩盤は無数の割れ目を含んでおり，開口した割れ目も

充填物で満たされた割れ目もある．このような割れ目やそれらのつくる幾何学的な構造が岩盤の変形性や透

水性を大きく支配している．したがって岩盤を長期的に高度利活用しようとする場合には，割れ目の諸性質

を十分に把握するとともに，化学的な変化も考慮に入れた検討が必要不可欠である．本研究では，このよう

な現象把握に役立つ情報を自然に存在している事象から取り出し，科学的に実証していく ( ナチュラルアナ

ログ ) 研究を行っている．

本年度の研究目的と内容
　昨年度に引き続き，今年度も屋久島で観察された離水サンゴ近傍の硬化した割れ目を対象として，その硬

化過程の解明に向けた調査等を実施した．特に今年度は，単一割れ目内の充填物質に着目し，放射性炭素年

代測定と薄片観察を実施した．

研究成果
　左下の写真は，現地の露頭写真である．周辺の母岩は黒色の泥質岩で，割れ目の走向・傾斜の異なる二つ

の割れ目壁面上に白色の充填物質が観察される．これらは，割れ目に対して上側のくさび状の岩盤ブロック

が滑落し，露出したものと考えられる．図中の四角内の拡大写真が右下の写真である．図中に，試料の採取

位置と年代値を示す．図から，単一の割れ目内であっても約 2,700 年の年代幅があることが明らかとなった．

また薄片観察から，この充填物質は割れ目壁面とほぼ平行な方向に層状構造が発達していることが明らかと

なった．このような層状構造が年代値変動の要因の一つとして考えられる．

　　　 　　 　

関連発表論文　[MO1],  [MO4],  [MO7],  [MO14]

関連研究費　長田昌彦　平成 24 年度研究機構プロジェクト研究費　210 千円

数千年オーダーの物質移動の評価

左：現地の露頭写真，右：単一割れ目内の充填物質の年代測定結果
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研究報告

エジプト，カルガ・オアシスの地下水変動予測解析方法の提案
渡邉 邦夫 ( 地圏科学研究センター )

Wael Elham M.（理工学研究科博士後期課程３年）

　本研究では，エジプト，カルガ・オアシスを対象として，地下水位の低下を精度良く予測解析するため，

解析モデルとして修正遺伝的アルゴリズムを用いた Grey Model を新しく開発している．その手法を用いて，

地下水低下の少ない揚水管理法を研究する．

研究内容
　カルガ・オアシス（図 ‐ １）の農業開発など

では深部のヌビア砂岩層中の地下水に頼ってい

る．最近の地下水需要の増加から，ヌビア砂岩

層中の地下水位は大きく低下している．将来の

地下水変動予測では数値解析が有効である．し

かし水理地質構造データは少ない．また，解析

に与える境界条件もはっきりしていない．その

ため，地下水変動解析は難しい．この点を考え

て，種々の異なった水理地質・境界条件を仮定し，

いくつかの地下水変動トレンドを計算し，それ

を組み合わせて実測変動を予測する新しい Grey 

Model を開発した．        

　現状の地下水揚水を長期継続する事による将

来の地下水位変動の解析結果を図 ‐ ２に示す．

この結果，現状の地下水揚水を

継続する事で，局所的に大きな

地下水位低下が生ずる事を明ら

かにした．また，大幅な地下水

位を生じさせない，揚水シナリ

オを提案した．

　本研究を通して，本方法が水

理地質データの少ない地域の地

下水予測に広く適用しうること

が明らかとなった．

地下水変動予測解析方法の開発

関連発表論文　論文 [KW2], [KW3],  学術講演 [KW3]
図 ‐ ２　将来的な地下水位変動予測．地下水位の単位は海抜ｍ．

図 ‐ １　研究対象地域位置図
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研究報告

堆積岩中に含まれる炭化水素ガス情報を用いた長期物質移動研究
舟木 泰智（日本原子力研究開発機構）

渡邉 邦夫 ( 地圏科学研究センター )

　放射性廃棄物処分場母岩候補の 1 つに新第三紀堆積岩がある．廃棄物の隔離性能を評価する上での大きな

問題点の 1 つが，対象地域の長期間の地下水流動の評価である．本研究では，堆積岩地層中に含まれる炭化

水素ガスの組成と炭素同位体分析を基にして，ガスを含む深部地下水の長期流動特性を調べた．

研究内容
　図－１は，対象地域の模式断面

図である．上位から，更別層，勇

知層，声問層，稚内層，増幌層が

分布する．全体に珪藻質岩であ

り，変質し，声問層以浅はオパー

ルＡ帯，稚内層の中部以浅はオ

パールＣＴ帯，それ以深は石英帯

に分類されている．図中の，PB-

V01,SAB-1,SAB-2 は ボ ー リ ン グ

孔，SAB-2 は透水性が大きいと考

えられている大曲断層帯にある．

地 層 中 の 炭

化 水 素 ガ ス

は， ボ ー リ

ン グ コ ア か

ら，ヘッド・

ス ペ ー ス 法

を 用 い て 採

取 し た． ガ

ス は， そ の

起 源 か ら，

浅 部 の 微 生

物 起 源 と 深

部 の 熱 分 解

起 源 に 分 け

られる．図 - ２

は ガ ス の バ ー

ナード図であり，この図から，SAB-2 ボーリングでは，大曲断層を通過した深部の熱分解起源ガスの混入が

見られた．本研究により，堆積岩中の長期地下水移動評価では感化水素ガス分析が有効である事が示された．

関連発表論文　論文 [KW1]

深部地下水挙動の評価

  図 - ２　ガスのバーナード図．C1,C2,C3 は，メタン，エタン，プロパン

          　（図中，Tenpoku は，付近の 2000m 以上の深さのボーリング）

図 - １　幌延地域地質断面図とボーリング位置
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センターの対外活動等

第 12 回 ” 彩の国 ” 市民科学オープンフォーラムの開催

　埼玉大学地圏科学研究センターでは，12 月 3 日に「第 12 回彩の国市民科学オープンフォーラム」を大宮

ソニックシティにて開催しました．

 　このフォーラムは，地圏科学研究センターの防災や環

境保全に関する活動成果を市民の方に広く情報公開する

ものとして，同センターの前身である工学部附属地盤水

理実験施設の時代から 20 年以上連続開催しており，今

年も 108 名以上の参加を頂きました．

　今年度は「大震災からの復興に向けて―地盤工学から

のアプローチ―」をテーマとして，

ジオ・サーチ株式会社瀬良良子女史による「目にみえな

い足元の危険－知られていな路面下空洞多発現象－」，

東京電機大学安田進教授による「地震時の宅地地盤の問

題と震災からの復興と対策」，地圏科学研究センター龍

岡文夫客員教授による「地震時における地盤災害の課題

と対策－ 2011 年東日本大震災の教訓と提言－」の 3 題

のご講演をいただきました．

　瀬良女史のご講演では，陥没の危険性をはらむ路面下

空洞の現状およびその調査方法をご紹介いただくととも

に，スケルカ技術を駆使して，東日本大震災では 2000

か所を超える空洞が発見されたことが報告されました．

このような調査結果から，地震後に空洞が見つかる事例

が多く，震度 5 を超えると，路面の凹凸・陥没，空洞が多発する傾向にあること，特に埋設物周辺の埋戻し

土が多い箇所である場合が多いこと，液状化も路面下空洞の形成に寄与していること，このような被害は長

市民科学オープンフォーラム

大震災からの復興に向けて　－ 地盤工学からのアプローチ －

平成 24 年 12 月 3 日 ( 月 )　大宮ソニックシティビル４階　市民ホール
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期に及ぶことなどを指摘されました．

　安田教授のご講演では，宅地地盤での地震被

害を中心にご紹介いただきました．多くの民家

が軽微な不同沈下により傾いて居住を困難にし

ている事例，また都市部のように密集して家屋

が建てられている場合にはそれらが互いに関連

しあって不同沈下している事例，谷埋め盛土に

おける切盛境界の重要性，またクライストチャー

チでの事例では，2 度の地震に対して，同じ箇所

が液状化しており，液状化した箇所はその後も

液状化しやすい土地であることなどが指摘され

ました．今後の復興計画に向け，有意義な多数

のご指摘をいただいたと思います．

　龍岡教授のご講演では，東日本大震災を経験

して地盤災害全般に関して，取り組み状況や今

後の課題をご紹介いただきました．多くのこと

をお話しいただきましたが，特に印象的であっ

たのは，「建設費と機能・性能に関するマトリク

ス」でした．すなわち，機能・性能を追求すれば，

その分建設費は高くなる．安心・安全はタダで

はない．どのレベルの安心・安全を選ぶかを決

める必要という内容です．国家や地方自治体と

しては，許容できる最低限のレベルを保障する

必要がある一方で，専門家集団である学会や大

学では，より高い安心・安全性を追求し，提供

していく必要があります．また市民としては，

そのような素養を身に着けつつ，自らが判断し

ていくことが求められています．

　地盤の上で生活している我々としては，地下の地盤情報に目を向けつつ，的確な選択ができるよう，この

ようなフォーラムを通して，より多くの市民の方々に，地下のこと，地圏のことに興味をもっていただくこ

とを願っています．

　講演後のパネルディスカッションでは市民の方との質疑応答や意見交換が活発に行われました．

詳しくは，地圏科学研究センター HP に掲載中です．

http://www.saitama-u.ac.jp/gris/event20121203_OpenForum.html

講演概要もダウンロードできます．

センターの対外活動等 市民科学オープンフォーラム



49

　アンケート結果のグラフを以下に示します．( 回収率 89%)
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センターの対外活動等

センターホームページの改良について

ホームページ改良

富田 健一 ( 地圏科学研究センター・研究支援推進員 ) 記

コンテンツの充実
　埼玉大学地圏科学研究センターでは，年間を通して様々なイベントを開催していますが，それらを紹介す

るページを個別に作成し，活動を紹介しています．

動画配信
　龍岡文夫教授の特別講義や地圏科学国際セミナーの様子は動画でも配信しています．これらの講義は英語

で配信しているため，国内だけでなく様々な国からも閲覧されています．

http://bit.ly/ZB3Gpi http://bit.ly/ZB3BC2
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センターの対外活動等 ホームページ改良

アクセス数の増加
　コンテンツを充実させ，様々なディレクトリーサービスへも登録した結果，センターホームページへのア

クセス数も従来の約 2 倍に増加しました．

TOPICS の自動作成
　従来，トップページの TOPICS は html で作成していましたが，新着情報のブログから写真と文章の一部を

引っ張って来るように改良しました．これによりブログに写真と文章を載せるだけで，誰でも簡単にトップ

ページの TOPICS 欄を作成できるようになりました．
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センターの対外活動等

平成 24 年度国際セミナーの開催

国際セミナー

小口 千明，渡邉 邦夫 ( 地圏科学研究センター ) 記

　地圏科学研究センターでは，国際的な大学との連携や共同研究を背景に，外国人大学教員を招いて，国際

セミナーを開催しております．これは，地圏科学の研究をさらに発展させ，同時に，大学院生の教育に資す

るものです．平成 24 年は，11 月 2 日に下記のタイ及びエジプトの研究者によりセミナーを開催しました．

Uruya Weesakul 准教授

Dept. of Civil Engineering, Thammasat University, Thailand

講演題名：

Chao Praya river basin flood in 2011: 

-Lesson learned for future water resources management in THAILAND-

　講演では，平成 23 年の Chao Praya 川の氾濫による，バンコク及びアユタ

ヤの洪水被害の実状を説明され，それを踏まえて，タイにおける水資源管理

計画の考えについて講義されました．

Prof. Gamak Kamh 教授

Menoufiya University, Egypt

講演題名：

Deep into Ancient Egyptian history and Latest Branches of Science at Ancient 

Egyptians

　Kamh 教授は，遺跡修復分野におけるエジプトの著名な研究者です．講演で

は，古代エジプト遺跡について概略的な説明を，とくに古代の地盤工学技術

に注目して講演されました．
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センターの対外活動等

平成 24 年特別講義の開催

特別講義

桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

　龍岡文夫地圏科学研究センター客員教授に 平成 24 年 1 月 31 日，7 月 19 日の両日，主に大学院学生を対

象に ”Roles of geotechnical engineering in civil engineering practice in Japan” と題し，英語で特別講義をし

ていただいた．

龍岡文夫地圏科学研究センター客員教授（東京理科大学教授）特別講義

平成 24 年 1 月 31 日 ( 火 ) 9:00-10:30  3 階セミナー室，約 40 人

平成 24 年 7 月 19 日 ( 火 ) 9:00-12:10  3 階セミナー室，約 40 人
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センターの対外活動等

圏央道葉山島トンネル工事見学会

圏央道葉山島トンネル工事見学会

桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

平成 24 年 7 月 19 日に圏央道葉山島トンネル工事状況の現場見学に赴きました．（神奈川県相模原市）

 延長約 2.1km のトンネルで，NATM 工法で建設中．
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センターの対外活動等

東大土質研夏合宿に参加

東大土質研夏合宿に参加

桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

平成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )，2 日 ( 木 ) に，東大土質研夏合宿に参加しました．糸魚川周辺で地滑りやジオパー

クなどを見学しました． ヒスイ谷での水遊びや花火なども楽しみました．
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センターの対外活動等

ARMS7 で博士課程の松下智昭さん，ポスター賞受賞

大学院生の学会発表での受賞

長田 昌彦 ( 地圏科学研究センター ) 記

韓国で開催された第 7 回 Asian Rock Mechanics Symposium(ARMS7) に

おいて，地圏科学研究センター博士課程の松下智昭さん ( 写真右 ) が the 

Outstanding poster award for young scientists and engineers（ポスター賞）

を受賞しました．

博士課程の Wael Elham Mahmod さん，国際学会発表での受賞

渡邉 邦夫 ( 地圏科学研究センター ) 記

大学院博士後期課程在学中の Wael Elham Mahmod さ
んが，平成 24 年 9 月 25 日から 9 月 27 日にエジプト，
カイロで開催された，VII International Conference on 
Environmental Hydrology & Its Engineering Aspects 
& The First Symposium- Environmental Impacts 
on the Nile Water Resources で 最 優 秀 発 表 賞 (First 
Prize) を受賞しました．発表論文は，Wael Elham,M. 
and Watanabe,K.: A preliminary modification and 
validation of the Grey Model for groundwater flow 
analysis of arid region で 12 ページの論文です．写真
は，First Prize の記念品受領の状況です．

Geo-Kanto2012 で，修士課程の今成智史さん，優秀発表者賞受賞

橘 伸也 ( 地圏科学研究センター ) 記

平成 24 年 10 月 5 日（金）に東京都江東区の日本科学未来館で開催された第 9 回地盤工学会関東支部発表
会（Geo-Kanto2012）で，修士課程 2 年生の今成智史さんが優秀発表者賞を受賞しましたので報告いたします．
発表題目は「ベントナイトの吸水過程における体積変化特性についての考察」でした．

第 47 回地盤工学研究発表会で，修士課程の Md. Habibullah Bhuyan さん，

優秀発表者賞受賞

橘 伸也 ( 地圏科学研究センター ) 記

平成 24 年 7 月 14 ～ 16 日に八戸市で開催された第 47 回地盤工学研究発表会で，修士課程 2 年生の Md. 
Habibullah Bhuyan さんが優秀発表者賞を受賞しましたので報告いたします．発表題目は「Liquefaction risk 
analysis using multiple criteria」でした．
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センターの対外活動等

滝沢ダム見学会

滝沢ダム見学会

桑野 二郎  ( 地圏科学研究センター ) 記

平成 24 年 11 月 21 日 ( 水 )，地圏科学研究センターと岩盤研究室合同で，奥秩父の水資源機構滝沢ダムへ

見学に行きました． ダムの建設，管理，環境維持や地滑り対策などをご説明いただいた後，堤体内部や洪水

吐などを見学し， 元気なものは階段で 132m の堤体を登りました．素晴らしい秋晴れの下，気持ちの良い見

学会でした．
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センターの対外活動等

埼玉大学研究紹介フェアに参加

埼玉大学研究紹介フェアに参加

小口 千明 ( 地圏科学研究センター ) 記

平成 24 年 3 月 16 日 ( 金 ) に開催された埼玉大学産学交流会「埼玉大学研究紹介フェア」に参加し，パネル

展示による研究紹介，研究センター見学会を行いました．
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センターの対外活動等

テレビ東京・「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」(2012/12/14)

テレビ出演

渡邉 邦夫 ( センター教授 ) 

　テレビ東京の「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」(12 月 14 日 放送 ) の取材を受け， 「焼

き芋に適した石」について岩石学的にコメントしました． 
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センターの対外活動等

BS フジ・「Earth Walker」(2013/1/2)

テレビ出演

宋 苑瑞 ( センター非常勤研究員 ) 

　BS フジの Earth Walker 第一夜「世界で一番長い火山洞窟に潜る～火の島 ハワイ地球創世物語～」(1 月 2

日 放送 ) の取材を受け， ハワイの溶岩洞窟内に生息しているバクテリアが溶岩洞窟の風化にどう影響させて

いるのかについてコメントしました． 
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センターの対外活動等

災害時の家屋倒壊や津波・火災のシミュレーションの紹介

朝日新聞「停電・断水・帰宅困難者　震災教訓に対策模索」（平成 25 年 2 月 3 日）

新聞記事

川上 英二・センター教授
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センターの対外活動等

自分の暮らす土地に合った対策を立てるという意識が被害を軽減

読売新聞「立川断層帯 実態は未解明」（平成 25 年 3 月 2 日）

新聞記事

桑野 二郎・センター教授
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さいたま市民大学講座で講演

長田 昌彦 ( 地圏科学研究センター ) 記

平成 24 年 5 月に開催されたさいたま市民大学講座において「市民が主役　防災・まちづくり」というテー

マで講演を行った．

國學院栃木高等学校への出張講義

長田 昌彦 ( 地圏科学研究センター ) 記

・講演題名「東日本大震災の教訓と建設工学が果たすべき役割」

・日時：平成 24 年 6 月 9 日（土）13:00 ～ 14:30　(90 分間 )

・参加者：20 名（2，3 年生の希望者）

　6 月 9 日 ( 土 ) に，國學院大學栃木高等学校で出張講義を行った．各大学から理系文系合わせて 18 名の講

師を招き，大々的に実施している．昨年度は齋藤先生が担当．建設工学科の紹介およびトピック的な話題に

ついて 90 分講義した．受講生は 20 名．

センターの対外活動等

埼玉県地質調査業協会第 31 回通常総会講師（主催：埼玉県地質調査業協会）

講演会等

桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

2012.5.8( 火 ) 16:00-16:45「東日本大震災による埼玉県の被災状況など」，浦和ワシントンホテル，30 人

　平成 24 年 5 月 8 日に浦和ワシントンホテルにおいて開催された埼玉県地質調査業協会第 31 回通常総会

に来賓として招かれ，約 30 人の出席者に「東日本大震災による埼玉県の被災状況など」と題して 45 分間の

講演を行った．聴衆が地質調査の専門家であったため，一般市民向けの講演内容と比較して，地盤災害と地

盤条件の関係，液状化対策の効果など，やや専門的な内容を多くした．

埼玉県地質調査業協会第 31 回通常総会講演資料の一部
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センターの対外活動等

ラ・サール学園同窓会福岡支部平成 24 年度総会講師

講演会等

桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

2012.6.9( 土 )15:45 ～ 16:45「地震と地盤災害－東日本大震災に見た地盤災害－」，JR 九州ホール，150 人

　平成 24 年 6 月 9 日に JR 九州ホールにおいて開催されたラ・サール学園同窓会福岡支部平成 24 年度総会

の講演会講師として呼ばれ，約 150 人の出席者に「地震と地盤災害　－東日本大震災に見た地盤災害－」と

題して講演を行った．前年の講演が映画「おくりびと」のプロデューサー，さらにその前年の講演がジーコ

監督当時のサッカー日本代表のチームドクター（桑野同期），であったのと比べると地味ではあるが，翌年以

降ではタイミングを逃すことと，防災意識の向上のお役に立てばということからお引き受けした．同窓会と

いう性質上，年齢や所属が幅広いため，なるべく平易で噛み砕いた内容となるよう心掛けた．また，簡単な

自己紹介なども行った．ところが，質疑においては国交省の方からの専門的な質問（災害廃棄物をどのよう

に有効活用すれば良いか）などがあり，思いがけずたじたじとなった．

講師紹介 講演の様子
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センターの対外活動等 講演会等

ラ・サール学園同窓会福岡支部平成 24 年度総会講演概要（同窓会誌「小松原」より）
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センターの対外活動等

加須市平成 24 年度市民学習カレッジ講師

講演会等

桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

加須市平成 24 年度市民学習カレッジ講師（主催：加須市教育委員会）2012.6.27( 水 ) 10:00-11:30「地震

と災害 －宅地盛土などの地盤災害－」，市民プラザかぞ 302 会議室，30 人

　平成 24 年 6 月 27 日に市民プラザかぞにおいて行われた加須市平成 24 年度市民学習カレッジに講師とし

て招かれ，約 30 人の出席者に「地震と災害 －宅地盛土などの地盤災害－」と題して講演を行った．東日本

大震災での液状化や造成宅地の被害状況などの紹介を行ったが，一般市民への講演ということで，地震以外

の地盤災害への理解も深めていただくため，地滑りや土石流のビデオをお見せしたり，液状化や斜面災害の

対策工法の紹介を行ったりした．

講演資料（抜粋） 講演の様子

春日部市市民活動センター利用者交流会で講演
瀬戸 真之 ( センター非常勤研究員 ) 記

・講演題名 :   「市民のための地球科学と自然災害」

・講 演 者 :   瀬戸真之・センター非常勤研究員

・主　　催 :   春日部市市民活動センター

・日　　時 : 平成 24 年 9 月 29 日（土）

  午後６時３０分から９時

・場　　所 : 春日部市市民活動センター

・参 加 者 :  51 人

　春日部市市民活動センターでは利用者間の交流を図

るために利用者交流会を開催している．この利用者交

流会は春日部市から委託を受けた市民団体「春日部まちづくり応援団」が企画・運営している．内容は回に

よって様々である．今回は東日本大震災を受けて，「そもそもどうして地震が起こるのか」「プレート運動と

はどんなものか」ということを知りたい，とのことであった．そこで，ウェゲナーに始まる大陸移動やプレー

ト運動などについて最新の情報を交えて講演した．地元である春日部のピンポイントな内容ではなく，地球

規模の話に興味があるとの意向を打ち合わせの場で伺って一般の方々の興味の広さに驚いた．当日，会場は

一杯になり，出席者は 51 名と盛会であった．また講演後も質問が相次ぎ，出席者は大変熱心な様子であった．
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センターの対外活動等 講演会等

さいたま市防災士養成講座講師
桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

2012.12.8( 土 ) 11:45-12:45「土砂災害と地震地盤災害（第 1 部：土砂災害と対策，第 2 部：地震地盤災害）」，

与野本町コミュニティセンター，約 150 人（主催：さいたま市主催，運営：防災士研修センター）

　平成 24 年 12 月 8 日に与野本町コミュニティセンターにおいて開催されたさいたま市防災士養成講座（主

催：さいたま市主催，運営：防災士研修センター）の講師を依頼され，約 150 人の参加者に「土砂災害と地

震地盤災害（第 1 部：土砂災害と対策，第 2 部：地震地盤災害）」について講演を行った．これは，さいた

ま市が住民の防災意識と対応力の向上を目指し，自主防災組織などの市民を対象に毎年開催しているもので，

講師を務めるのも 5 年目となるが，恐らくこれで一段落とのことであった．内容は，防災士教本に沿った主

に傾斜地災害に関係するものと，地震時の地盤災害に関するものであった．

防災士講習会場の様子 講演の様子

Short Course of the 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics
桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

2012.12.12( 水 ), “Evaluation of seismic stability of reinforced soil wall,” Bangkok, Thailand, 参加 50 人 .

　平成 24 年 12 月 13 ～ 15 日に IGS（国際ジオシンセティックス学会）アジア地域会議 Geosynthetics 

Asia2012 がタイ・バンコクで開催された．IGS 理事として 11 ～ 12 日に開催された理事会に出席し，また

15 日には Keynote Lecture を行ったが，会議前日の 12 日には開催国の若手技術者を主な対象として Short 

Course on “Basic Properties and Applications of Geosynthetics” が催され，講師を依頼された．約 50 人の参

加者に，“Evaluation of seismic stability of reinforced soil wall” と題して，遠心模型実験の結果などを交えて，

補強土壁の耐震性についての講義を行った．若手技術者が多いという事で，なるべく具体的で分かりやすい

話を心掛けた．講義の後には数人がやってきて質問をされたが，中には「初めて模型実験，特に遠心実験の

意味と意義が分かった」というものもあり，講義をやった甲斐があったと感じた．

講義資料（抜粋） 講義の様子（オーストラリア Bouazza 教授）
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センターの対外活動等 講演会等

「さいたま市桜区防災講演会」講師
川上 英二・センター教授

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1359085932156/files/sakuraku2-2.pdf

幕張総合高校出前授業講師
桑野 二郎 ( 地圏科学研究センター ) 記

幕張総合高校出前授業講師（主催：進学情報研究センター）2012.12.21( 金 )11:10-12:10「地震と地盤災害 

－宅地盛土などの地盤災害－」, 幕張総合高校 , 15 人 .

　平成 24 年 12 月 21 日に千葉県立幕張総合高校において開催された進路相談会（主催：進学情報研究セン

ター）の一環として，埼玉大学を通して依頼された出前授業を行った．進路相談会の一環という事で，首都

圏の様々な大学から教員が訪れ，文学，芸術など色々な分野について出前授業を行うものであった．私は土木・

建築系に興味を持つ十数名の生徒に講義を行った．高校生が将来の進路を考えるという趣旨から，まず建設

工学・地盤工学とはどういう学問かという説明を行い，さらに講師自身の高校以降の歩みを簡単に紹介した．

その後は，簡単な実験やビデオを交えて液状化など地盤災害の話を行った．液状化実験のビデオでは簡単な

クイズを出したが，担当の女性国語教諭も含めて複数の正解者がいて嬉しかった．

講義資料（抜粋） モダンな校舎の幕張総合高校
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1.  概要

概要

　埼玉大学地圏科学研究センターの研究活動・教育活動および社会的な活動は，まとめると次のようである．

研究活動
　研究論文： 27 編

　著書，資料，解説，講義等： 18 編

　学術講演： 45 編

社会活動 ( 委員，講師，解説等 )
　マスメディア： 5 件

　学協会関連： 56 件

　省庁関連 ( 独立行政法人を含む )： 10 件

　地方自治体関連： 15 件

　その他 ( 財団法人，民間企業を含む )： 11 件

海外活動
　海外出張： 10 件

教育活動（学生指導）
　大学院博士後期課程修了者： 3 名

　大学院博士前期課程修了者： 13 名 ( うち留学生 8 名 )

　卒業研究指導生： 17 名
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2.  研究活動

発表論文，著書・解説，学術講演等

論文

研究発表

Hirose, K.: 2011 Fukushima Daiichi nuclear power plant accident: summary of regional radioactivity 

deposition monitoring results. J. Environ. Radioact., Vol.111, pp.13-17, 2012.

Hirose, K., Y. Kikawada, Y. Igarashi: Temporal variation and provenance of thorium deposition observed 

at Tsukuba, Japan. J. Environ. Radioact. Vol.108, pp.24-28, 2012.

舟木泰智，石山宏二，早稲田周，加藤進，渡辺邦夫，炭化ガスの分子組成と炭素同位体組成，地学雑誌，

Vol.121, pp. 929-945, 2012

Wael Elham,M. and Watanabe,K., Analysis of groundwater flow in arid areas with limited 

hydrogeological data using the Grey model: a case study of the Nubian Sandstone, Kharga Oasis, Egypt, 

Hydrogeology Journal, Doi:10,1007/s10040-013-0959-2, 2013.

Wael Elham,M. and Watanabe,K., Groundwater flow analysis at arid areas with limited data by using 

geo-ststistics and genetic atgorithm, Ann. J. Hydraulic Engineering, JSCE, Vol. 57, (accepted in print), 

2013.

Mathushita, T., Osada, M., Takahashi, M. : AMS 14C ages and petrological features for solidified 

fractures with carbonates in granite at coastal outcrops of Yakushima Island, Japan, Environmental 

Earth Sciences, Vol.68, pp.577-584, 2013.

Illankoon, T. N.，Osada, M., Adikaram, N. M. : Effect of desiccation on the strain and elastic wave 

velocities of Tage Tuff, Proceedings of 7th Asian Rock Mechanics Symposium, ISRM Regional 

Symposium, pp.192-201, 2012.

Sudisman, R. A.，Osada, M.，Takemura, T., Takahashi, M. : Experimental Study on Fluid Flow Containing 

Microbubbles through Porous Sandstone and Sand Grains, Proceedings of 7th Asian Rock Mechanics 

Symposium, ISRM Regional Symposium, pp.1000-1009, 2012.

Matsushita, T.，Osada, M. , Takahashi, M. : Age variations of layered fillings within a single fracture 

in sedimentary rock at coastal outcrops of Yakushima Island, Japan, Proceedings of 7th Asian Rock 

Mechanics Symposium, ISRM Regional Symposium, pp.1041-1047, 2012.

別役昌孝，長田昌彦，茂木秀則 , 荒井進吾 : 常時微動観測に基づく岩塊の振動特性と回転半径の推定方

法，第 13 回岩の力学国内シンポジウム講演論文集（併催：日韓ジョイントシンポジウム）, pp.39-42, 

2013.

前川恵輔，長田昌彦，多田浩幸 , 熊坂博夫 : 堆積岩試料における水分量と物性の変化に関する数値解析的

検討 , 第 13 回岩の力学国内シンポジウム講演論文集（併催：日韓ジョイントシンポジウム）, pp.179-

184, 2013.

松下智昭，長田昌彦 , 高橋学 : 屋久島沿岸部の堆積岩露頭で観察される単一割れ目内の充填物質の年代

値と微視的構造 , 第 13 回岩の力学国内シンポジウム講演論文集（併催：日韓ジョイントシンポジウム）, 

pp.635-640, 2013.
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Illankoon, T. N.，Yee, S. M.，Osada, M.，Maekawa, K.，Tada, H., Kumasaka, H. : Drying-induced 

deformation of Horonobe sedimentary rocks in the Koetoi and Wakkanai formations, Proceedings of 

the 13th Japan Symposium on Rock Mechanics & the 6th Japan Korea Joint Symposium, pp.899-904, 

2013.

Pardede, F. H., Osada, M. : Microscopic observation of water containing micro-bubbles flows through 

fractured mudstone specimens, Proceedings of the 13th Japan Symposium on Rock Mechanics & the 

6th Japan Korea Joint Symposium, pp.973-978, 2013.

朴赫，伊藤 一誠，竹野直人，高橋学，長田昌彦 , Grzegorz, S. : 3 次元モデルを用いた堆積軟岩のせん断ー

透水連成挙動研究 , 第 13 回岩の力学国内シンポジウム講演論文集（併催：日韓ジョイントシンポジ

ウム ), pp.993-996, 2013.

茂木秀則，川上英二：女川原子力発電所における東北地方太平洋沖地震前後の地震波の伝播速度の変

化，日本地震工学会論文集，第 12 巻，第 5 号，pp. 36-54, 2012.

Mogi, H. Shrestha, S. M., Kawakami, H. and Kawamura, J.: Nonlinear Soil Behavior Examined on the 

Basis of Propagation Time Observed at the KiK-net Ichinoseki-Nishi Vertical Array, Bulletin of the 

Seismological Society of America, Vol. 103, pp. 180–195, 2013.

Kawakami, H.: Observed and Simulated Damage to Wooden Houses in Japan due to Recent 

Earthquakes, 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, USB, Paper No. 0341, 2012

金澤伸一，豊嶋拓馬，河井克之，橘伸也，飯塚敦：不飽和土／水／空気連成有限要素解析を用いた締

固め土の力学挙動，土木学会論文集 A2，Vol. 15，pp. 291-298，2012．

Bhuyan, M.H., Pokhrel, R.M., Kuwano, J. and Tachibana, S.: GIS-based soil liquefaction hazard zpnation 

due to earthquake using geotechnical data, International Journal of GEOMATE, Vol. 2, pp. 154-160, 

2012.

Pokhrel, R.M., Kuwano, J. and Tachibana, S.: A kriging method of interpolation used to map 

liquefaction potential over alluvial ground, Engineering Geology, Vol. 152, pp. 26-37, 2013.

Deng, J., Tatsuoka, F. and Kuwano, J.: Effects of wetting and ageing on 1D elasto-viscoplastic behavior 

of cement-mixed clay and model simulation, Soils and Foundations, Vol.52, pp.187-206, 2012.

Pokhrel, R.M., Kuwano, J. and Tachibana, S.: Geostatistical analysis for spatial evaluation of 

liquefaction potential in Saitama City, Lowland Technology International, Vol.14, pp.45-51, 2012.

Pokhrel, R.M., Kuwano, J. and Tachibana, S.: A kriging method of interpolation used to map 

liquefaction potential over alluvial ground, Engineering Geology, Vol.152, pp.26-37, 2013.

Swe Yu and Oguchi C.T. : Is sheer thenardite attack impotent compared with cyclic conversion of 

thenardite–mirabilite mechanism in laboratory simulation tests?  Engineering Geology,  Vol.152, 

pp.148-154, 2012.

Kamh, G.M.E. and Oguchi, C.T. : Alteration Index, Normalized Weight Evolution and Geomorphic 

Changes of Dimensional limestone on artificial Salt Weathering. Restoration of Buildings and 

Monuments, Vol. 18, pp. 381–396.

Shehata, A. A., Kamh, G. M. E., Oguchi, C.T., Rabea, R. A. and El-Sayed, S. S. M. : Geological and 

Geotechnical Parameters Controlling Wall Paints Detachement at Selected XXVII Dynasty Tombs, 

Bahariya Oasis, Egypt. International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), Vol. 2 , 

pp. 4166–4179. 
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著書，資料，解説，講義，講演等

研究発表

青山道夫，五十嵐康人，廣瀬勝己：月間降下物測定６６０ヶ月が教えることー 90Sr, 137Cs 及び Pu 降

下量 1957 年 4 月～ 2012 年 3 月　科学 ,  Vol.82, pp.442-457, 2012.

廣瀬勝己：環境放射線モニタリング　大気環境学会誌　 Vol.47, A44-A50, 2012.

Watanabe, K. and Vatandoust,R., Earthen heritages should be passed on to the future, Proc. IV th 

Central Asian Geotechnical Symposium – Geo-Engineering for construction and Conservation of 

cultural heritage and historical sites, pp. 8-19, 2012. ( 国際会議 Key Note Lecture)

川上英二：起こりうる大地震に備えて「生き延びる力」を持つ，Matsunaga Headline News, Vol.17, 

2012

Kawakami, H.: Recent Studies on Earthquake Engineering in Japan, Seminar at Mongolian University 

of Science and Technology, 2012.

川上英二：さいたま市民大学教養コース「市民が主役　防災・まちづくり」講師，「想定される地震

動と災害」，さいたま市，2012.  

川上英二：加須市生涯学習セミナー「地震と災害」講師，「想定される地震動と災害」，加須市，

2012.

川上英二：「さいたま市桜区防災講演会」講師，「大地震に対する家屋などの被害想定と対策の可視化」，

さいたま市桜区，2013.

長田昌彦：さいたま市民大学教養コース「市民が主役　防災・まちづくり」講師，「地形・地盤の特

徴と災害」，さいたま市，2012.

長田昌彦：加須市生涯学習セミナー「地震と災害」講師，「地形・地盤の特徴と災害」，加須市，

2012.

橘伸也：さいたま市民大学教養コース「市民が主役　防災・まちづくり」講師，「液状化など地盤災害」，

さいたま市，2012．

橘伸也：加須市生涯学習セミナー「地震と災害」講師，「液状化災害」，加須市，2012．

桑野二郎 : 「埼玉県地質調査業協会第 31 回通常総会」講師 , 「東日本大震災による埼玉県の被災状況

など」, さいたま市 , 2012.

桑野二郎 : 「ラ・サール学園同窓会福岡支部平成 24 年度総会」講師 , 「地震と地盤災害　－東日本大

震災に見た地盤災害－」, 福岡市 , 2012.

桑野二郎 : 「加須市平成 24 年度市民学習カレッジ」講師 , 「地震と災害 －宅地盛土などの地盤災害－」, 

加須市 , 2012.

桑野二郎 : 「幕張総合高校出前授業」講師 , 「地震と地盤災害 －宅地盛土などの地盤災害－」, 千葉市 , 

2012.

桑野二郎 :「Short Course of the 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics 

(GeosyntheticsAsia2012)」講師 , 「Evaluation of seismic stability of reinforced soil wall」, Bangkok, 

Thailand, 2012.

小口千明・松下章・八田珠郎 : 「比表面積測定」, 第 169 回農林交流センターワークショップ「固体

試料分析の基礎と応用　～各種機器による試料分析～」, pp. 661-667, 2012.
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学術講演

研究発表

Hirose, K., Aoyama, M., Povinec., P.P. Radiostrontium in the western North Pacific: Effects of 

the Fukushima Daiichi Nuclear Plant accident. Ninth International Conference on Methods and 

Applications of Radioanalytical Chemistry, Kailua-Kona Hawaii, CD-ROM, March 25-30, 2012

Hirose, K., Temporal variation of monthly 137Cs deposition observed in Japan: Effects of the 

Fukushima Daiichi npp accident. International Conference of Radioactivity Measurement-LLRMT’12, 

CD-ROM, Jedu September 18-21, 2012.

廣瀬勝己，渡邉邦夫，竹内真司，前川恵輔，空間線量率変化のトレンド解析による原発事故時の降

下放射性物質比の推定，第１回環境放射能除染研究発表会要旨集，p.5, 2012.

渡邉邦夫，廣瀬勝己，竹内真司，前川恵輔，人工知能技術を用いた空間放射線量率の監視システム

の開発と課題，第１回環境放射能除染研究発表会要旨集，p.56, 2012.

Wael Elham,M. and Watanabe,K., A preliminary modification and validation of the Grey Model for 

groundwater flow analysis of arid region, Proc. VII International Conference on Environmental 

Hydrology & Its Engineering Aspects & The First Symposium- Environmental Impacts on the Nile 

Water Resources, (in print), 12pages, 2012.

藤井幸泰，渡邉邦夫，Weesakul U., Poovaradom, N., Bhadrakom, B., 河野聡，写真測量による 2011

年タイ国アユタヤ洪水前後の仏塔の変化について，第 47 回地盤工学研究発表会，pp.59-60，2012.

Fujii, Y., Weesakul, U.,Poobaradom, N., Bhadrakom, B., Watanabe, K., Kawano, S., Deformation of 

stupas measured by photogrammetry before and after Ayutthaya flood in Thailand in 2011, Proc. 

4th Central Asian Geotechnical Symposium: Geo-Engineering for construction and conservation of 

cultural heritages and historical sites, pp. 157-162, 2012.

藤井幸泰，渡邉邦夫，河野聡，Weesakul, U.,Poobaradom, N., Bhadrakom, B., タイ国アユタヤ遺跡に

おける洪水と仏塔土台の塩類風化について，平成 24 年度　日本応用地質学会研究発表会，2012．

川上英二，大内航：地震による建物や室内の崩壊挙動解析の可視化，埼玉大学情報メディア基盤セ

ンター年報，Vol.19，pp.26-39, 2012.

長田昌彦，矢口亮介 , 竹村貴人 : 白浜砂岩の水浸に伴う内部空隙圧の発生と水質の変化 , 第 47 回地

盤工学会研究発表会 , 八戸，pp.729-730, 2012.

Illankoon, T. N.，Osada, M., Adikaram, N. M. : Effect of specimen height on deformation and elastci 

wave velocity of Tage tuff during drying, 土木学会年次学術講演会，名古屋 , CS4-048, 2012.

多田浩幸，熊坂博夫，齋藤亮，長田昌彦 , 前川恵輔 : 堆積岩の間隙構造の定量化に関する検討 , 土木

学会年次学術講演会，名古屋 , III-377, 2012.

長田昌彦，松下智昭 , 高橋学 : 割れ目充填物を用いた過去の津波再来周期の推定法に関する一考察 , 

日本応用地質学会平成 24 年度研究発表会講演論文集 , pp.115-116, 2012.

Bhuyan, M.H., Kuwano, J., Tachibana, S. and Yamaoka, S.: Soil liquefaction vulnerability mapping 

due to seismic activity using geo-statics, GIS and geotechnical data, Proc. of 2nd International 

Conference on Transportation Geotechnics, pp. 891-896, 2012.

岩元佑太朗，東海林藤一郎，桑野二郎，橘伸也，児子泰大：繰返し荷重の移動に伴う埋設管の変形挙動，

第 47 回地盤工学研究発表会講演集，pp. 1299-1230, 2012.
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加藤拓未，橘伸也，桑野二郎，小林光：高剛性補強土工法における拘束部材の有効性について，第 47

回地盤工学研究発表会講演集，pp. 1331-1332, 2012.

今成智史，坂口直也，桑野二郎，橘伸也：ベントナイトの吸水過程における体積変化挙動に応力履歴

が及ぼす影響，第 47 回地盤工学研究発表会講演集，pp. 1913-1914, 2012.

加藤拓未，橘伸也，桑野二郎，塩谷将史，山口純平：ジオグリッド／拘束材による補強土層の改良効

果について，第 9 回地盤工学会関東支部発表会発表講演集，CD-ROM, 2012.

今成智史，橘伸也，桑野二郎，中川駿：ベントナイトの吸水過程における体積変化特性についての考察，

第 9 回地盤工学会関東支部発表会発表講演集，CD-ROM, 2012.

Bhuyan, M.H., Kuwano, J. Tachibana, S. and Yamaoka, S.: Soil liquefaction vulnerability mapping due to 

seismic activity using geo-statistics, GIS and geotechnical data, Proc. 2nd International Conference on 

Transportation Geotechnics, Hokkaido, Japan, pp.891-896, 2012. 

Malik, A. A., Maejima, T. and Kuwano, J.: A comparison of steel screw and straight piles under 

compressive load,”Testing and Design Methods for Deep Foundations, Proc. 9th International 

Conference on Testing and Design Methods for Deep Foundations (IS-Kanazawa2012), Kanazawa, 

Japan, pp.817-822, 2012.

Kuwano, J. and Koseki, J.: Reinforced soil walls damaged by tsunami impact in the 2011 Tohoku 

Earthquake, Proc. 11th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega 

Cities in Asia (USMCA2012), Ulaanbaatar, Mongolia, CD-volume, 10p., 2012.

Nguyen, G.H. and Kuwano, J.: Sliding disaster in Vietnam and a new proposed design method of 

reinforced soil wall, Proc. 11th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of 

Mega Cities in Asia (USMCA2012), Ulaanbaatar, Mongolia, CD-volume, 9p., 2012.

Deng, J.L., Kameya, H., Miyashita, Y., Kuwano, J., Kuwano, R., Koseki, J. and Chen, L.Z.: Effects of excess 

pore water pressure on the displacement of failed dip slopes in 2004 Niigata-ken Chuetsu earthquake, 

Proceedings of International Symposium on Earthquake-induced Landslides, IS-Kiryu, Kiryu, Japan, 

pp.387-396, 2012.

Kuwano, J., Koseki, J. and Miyata, Y.: Performance of reinforced soil walls in the 2011 Tohoku 

Earthquake, Proc. 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics (GeosyntheticsAsia2012), Bangkok, 

Thailand, Keynote Lecture, pp.85-94, 2012.

Giang, N.H. and Kuwano, J.: Seismic stability of damaged reinforced soil wall with residual strength of 

backfill soil, Proc. 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics (GeosyntheticsAsia2012), Bangkok, 

Thailand, pp.523-527, 2012.

Bhuyan, M.H., Kuwano, J. and Tachibana, S.: A parametric study of the liquefaction potential evaluation 

in GIS environments due to earthquakes, Proc. 13th Japan Symposium on Rock Mechanics & 6th 

Japan-Korea Joint Symposium on Rock Engineering, Okinawa, Japan pp.823-828, 2012.

Bhuyan, Md.Habibullah, Yamaoka, S., Kuwano, J. and Tachibana, S.: Liquefaction risk analysis using 

multiple criteria, 第 47 回地盤工学研究発表会発表講演集 , 八戸工業大学 , pp.93-94, 2012.

Nguyen, Trung Thanh, Wewalwalawala, Shiran Indika, Minakuchi, S., Tachibana, S. and Kuwano, J.: 

Comparison of triaxial tests between conventional and vacuum consolidated clay, 第 47 回地盤工学研

究発表会発表講演集 , 八戸工業大学 , pp.275-276, 2012.
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桑野二郎 , 大谷義則 , 高尾浩司郎 , 酒井茂賀 , 木村隆志 : 東北地方太平洋沖地震における鋼製帯状補強土 ( テー

ルアルメ ) 壁工法の被災調査（その１）― 被災調査と維持管理 ―, 第 47 回地盤工学研究発表会発表講演集 , 

八戸工業大学 , pp.523-524, 2012.

桑野二郎 , 酒井茂賀 , 木村隆志 : 東北地方太平洋沖地震にける鋼製帯状補強土 ( テールアルメ ) 工法の被災

調査（その２）― 事例報告 被災状況（１）―, 第 47 回地盤工学研究発表会発表講演集 , 八戸工業大学 , 

pp.525-526, 2012.

桑野二郎 , 大谷義則 , 高尾浩司郎 , 志村直紀 : 東北地方太平洋沖地震における鋼製帯状補強土 ( テールアルメ )

壁工法の被災調査（その３）― 事例報告 被災状況（２） ―, 第 47 回地盤工学研究発表会発表講演集 , 八戸

工業大学 , pp.527-528, 2012.

岩元佑太朗 , 東海林藤一郎 , 桑野二郎 , 橘伸也 , 児子泰大 : 繰返し荷重の移動に伴う埋設管の変形挙動 , 第

47 回地盤工学研究発表会発表講演集 , 八戸工業大学 , pp.1299-1300.

加藤拓未 , 橘伸也 , 桑野二郎 , 小林光 : 高剛性補強土工法における拘束部材の有効性について , 第 47 回地盤

工学研究発表会発表講演集 , 八戸工業大学 , pp.1331-1332, 2012.

今成智史 , 坂口直也 , 桑野二郎 , 橘伸也 : ベントナイトの吸水過程における体積変化挙動に応力履歴が及ぼ

す影響 , 第 47 回地盤工学研究発表会発表講演集 , 八戸工業大学 , pp.1913-1914, 2012.

桑野二郎 , Younus Ali, M. M., 日下寛彦 , 丹内政廣 : 古い交通盛土から採取した締固められたロームの力学特

性 , 関東地域の火山由来地盤の災害事例と地域特性に関するシンポジウム , 地盤工学会関東支部 , 東京 , 地

盤工学会 , pp.13-18, 2012.

石垣勉 , 竜田尚希 , 川崎始 , 橘伸也 , 桑野二郎 , 太田秀樹 : 地震対策型段差抑制工法の補強メカニズムに関す

る実験的検討 , 土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集 III － 304, 名古屋大学 , pp.607-608, 2012.

Nakayama, T. and Oguchi, C. T. : Mineralogical characterization of a stone by using colorimetry, Japan 

Geoscience Union Meeting 2012, Makuhari Messe, Chiba, CD-ROM, 2012.

Kitaguchi, R., Hachinohe, S. and Oguchi, C. T. : Leachability of the heavy metals and arsenic in soils due to 

contamination of disposal cement building materials. Japan Geoscience Union Meeting 2012, Makuhari 

Messe, Chiba, CD-ROM, 2012.

Swe Yu and Oguchi C. T. : Influence of environmental and test conditions on sodium sulfate weathering of 

four Japanese building stones. Japan Geoscience Union Meeting 2012, Makuhari Messe, Chiba, CD-ROM, 

2012.

Nguyen, T. H. D., Fujimaki, T. and Oguchi, C. T. : Study in the salt weathering of reconstituted stones used in 

the Orval Abbey, Belgium. Japan Geoscience Union Meeting 2012, Makuhari Messe, Chiba, CD-ROM, 2012.

Seto, M., Asai, T., Kitazawa, T., Oguchi, C. T. and Tamura, T: Granulomeric and mineralogic investigation of 

liquefaction induced by the 2011 megaquake at the Watarase flood-retarding basin, central Kanto. Japan 

Geoscience Union Meeting 2012, Makuhari Messe, Chiba, CD-ROM, 2012.

松澤孝裕・瀬戸真之・小口千明 : 中川流域における洪水対策事業の効果に関する一考察 . 日本地球惑星科学

連合 2012 年合同大会 , 幕張メッセ , 千葉 , CD-ROM, 2012.

八戸昭一・石山 高・濱元栄起・北口竜太・小口千明：関東平野の自然地層中に含まれる重金属類とその特

徴について .　日本地球惑星科学連合 2012 年合同大会 , 幕張メッセ , 千葉 , CD-ROM, 2012.

田口直明・小口千明 : 硫酸塩環境下におけるモルタルの劣化に関する実験的研究 . 日本地形学連合 2012 年

秋季大会 , 大阪教育大学 , 大阪 , 2012. 
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3.  社会活動

社会活動

　川上 英二          期間

　　　土木学会 地震工学委員会      委員  1990　～

　　　日本自然災害学会      評議員  1999　～

　　　さいたま市環境影響評価技術審議会    委員  2003　～

　　　埼玉県地震被害想定調査検討委員会    副委員長 2012　～

　　　さいたま市民大学教養コース     講師  2012

　　　加須市生涯学習セミナー      講師  2012

　　　さいたま市桜区防災講演会     講師  2013

　　　朝日新聞「停電・断水・帰宅困難者　震災教訓に対策模索」 解説  2013

　渡邉 邦夫          期間

　　　茨城県 地下水利用審査会      副委員長 2005　～

　　　日本原子力研究開発機構：深地層の研究施設計画検討委員会 委員  2005　～

　　　地盤工学会 ATC19 国内委員会     委員  2008　～

　　　日本原子力研究開発機構：地層処分の安全審査に向けた  委員  2010　～

 評価手法等の整備専門部会

　　　地盤工学会関東支部土木史跡委員会    幹事  2010　～

　小口 千明          期間

　　　農林交流センターワークショップ　固体試料分析の基礎  講師  2002　～

 　∼ 各種機器による試料分析 ∼

　　　日本地理学会 災害対応委員会     委員  2005　～

　　　埼玉県環境科学国際センター     客員研究員 2006　～

　　　日本地球惑星科学連合 キャリア支援委員会   委員  2009　～

　　　日本地球惑星科学連合 男女共同参画委員会   委員長  2012　～

　　　さいたま市大規模小売店舗法協議会    委員  2009　～

　　　埼玉県 環境影響評価技術審議会     委員  2010　～

　　　埼玉県 土地収用事業認定審議会     委員  2010　～

　　　第 9 期埼玉県環境審議会      特別委員 2010　～

　　　文化庁 文化遺産国際協力コンソーシアム    委員  2010　～

　橘 伸也          期間

　　　地盤工学会　出版企画委員会     幹事  2008　～

　　　土木学会　土木学会論文集部門 H 編集小委員会   委員  2010　～

　　　地盤工学会関東支部　支部発表会グループ   幹事  2008　～

　　　地盤工学会関東支部　埼玉県グループ    リーダー幹事 2009　～

　　　地盤工学会「わかって使う FEM」講習会    講師 ( 分担 ) 2009　～

　　　土木学会　地盤工学研究発表会堤防研究小委員会   委員  2011　～

　　　地盤工学会　地盤工学ジャーナル編集委員会   委員  2012　～

　　　地盤工学会　公益出版部      部員  2012　～
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　桑野 二郎          期間

　　　地盤工学会 ジオシンセティックス工学委員会   委員  2003　～

　　　国際ジオシンセティックス学会日本支部    副支部長 2006　～

　　　地盤工学会関東支部      評議委員 2006　～　2013

　　　独立行政法人大学評価・学位授与機構     専門委員 2006　～

 学位審査会 ( 工学・芸術工学専門委員会 )

　　　地盤工学会 災害連絡会議      地方連絡委員 2007　～

　　　International Geosynthetics Society    Council  2008　～　

         Member

　　　厚生労働省埼玉労働局建設工事計画届に係る審査委員会  審査委員候補 2009　～

　　　地盤工学会 室内試験規格・基準委員会 WG7：   委員  2010　～　

 ベンダーエレメント試験方法基準化 WG

　　　地盤工学会 Laboratory Stress Strain Strength Testing  委員  2010　～

 of Geomaterials 国内委員会

　　　国土交通省 中央建設工事紛争審査会    特別委員 2010　～

　　　土木研究センター ジオシンセティックスと   委員長  2010　～

 深層混合処理との併用工法技術検討委員会

　　　地盤工学会関東支部 地盤改良材を中心とした   委員  2010　～

 廃石膏ボードの再資源化に関する研究委員会

　　　地盤工学会 土構造物耐震化研究委員会    委員  2011　～

　　　日本学術振興会 科学研究費委員会    専門委員 2011　～

　　　International Geosynthetics Society, Asian Activity Committee Chairman 2012　～

　　　土木研究センター　盛土・地盤補強用ジオグリッド  委員長  2012　～

 「セルフォース G タイプ」建設技術審査証明委員会

　　　埼玉県　埼玉県地震被害想定調査検討委員会   委員  2012　～

　　　土木研究センター　補強土 ( テールアルメ ) 壁工法設計・  委員  2012　～

 施工マニュアル第 4 回改訂委員会

　　　土木研究センター　盛土・地盤補強用帯状ジオシンセティックス 委員長  2012　～

 「パラリンク」建設技術審査証明委員会

　　　土木研究センター　盛土・地盤補強用帯状ジオシンセティックス 委員長  2012　～

 「TRIGRID EX」建設技術審査証明委員会

　　　埼玉県地質調査業協会第 31 回通常総会    講師  2012　～

　　　ラ・サール学園同窓会福岡支部平成 24 年度総会   講師  2012　～

　　　加須市平成 24 年度市民学習カレッジ    講師  2012　～

　　　さいたま市防災士養成講座     講師  2012　～

　　　幕張総合高校出前授業      講師  2012　～

　　　Short Course of the 5th Asian Regional Conference   講師  2012　～

 on Geosynthetics
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　長田 昌彦          期間

　　　不連続性岩盤解析実用化研究会     幹事委員 2003　～

　　　日本原子力研究開発機構 地下坑道施工技術高度化開発委員会 委員  2007　～　2013

　　　日本応用地質学会      理事  2008　～

　　　地盤工学会 基準部会       部員  2008　～

　　　地盤工学会 地盤調査規格・基準委員会    幹事  2008　～

　　　地盤工学会 岩盤工学企画委員会     委員  2009　～　

　　　土木学会 岩盤力学委員会      委員  2009　～　

　　　土木学会 岩盤力学委員会 企画運営小委員会   委員  2009　～　

　　　日本地下石油備蓄 ( 株 ) 保全技術検討委員会   委員  2009　～　

　　　日本地球惑星科学連合大会     プログラム委員 2009　～

　　　土木学会 岩盤力学委員会 論文小委員会    委員長  2010　～　2013

　　　原子力環境整備促進・資金管理センター     委員  2010　～

 地層処分モニタリングシステム委員会

　　　土木学会 原子力土木委員会 地盤安定性評価部会   部員  2010　～

　　　地盤工学会 地盤調査規格・基準委員会 青本改訂 WG9  幹事  2010　～　2013

　　　地盤工学会関東支部 関東地域における地盤情報の   委員  2011　～　

 社会的・工学的活用法の検討委員会

　　　土木学会 岩盤力学委員会 大深度地下構造物の   委員  2011　～　

 耐震性評価に関する研究小委員会

　　　岩の力学連合会       代議員  2011　～　2013

　　　不連続性岩盤解析実用化研究会      委員長  2011　～

 長大斜面安定・対策検討委員会 ( 第 II 期 )

　　　全国地質業協会連合会       委員  2011　～　2012

 「JIS A 0206 工学地質図改正案作成委員会」

　　　日本応用地質学会 地下水研究部会    委員  2011　～

　　　土木学会 岩盤タンクの健全性評価技術に関する調査検討小委員会 委員  2011　～

　　　岩の力学連合会 国際技術委員会     委員  2011　～

　　　岩の力学連合会 第 13 回岩の力学国内シンポジウム実行委員会 幹事長  2011　～　2013

　　　岩の力学連合会 第 13 回岩の力学国内シンポジウム幹事会 幹事長  2011　～　2013

　　　日本応用地質学会 研究企画委員会    委員長  2012　～

　　　岩の力学連合会 選挙管理委員会     委員  2012　～　2013

　　　土木学会年次学術講演会　国際セッション   座長  2012

　　　日本応用地質学会研究発表会　東北地方太平洋沖地震セッション 座長  2012

　　　出張講義　國學院栃木高等学校     講師  2012

　　　さいたま市民大学教養 ( 市民企画 ) コース    講師  2012

　　　加須市カレッジセミナー      講師  2012
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　廣瀬 勝巳          期間

　　　原子力安全委員会      技術参与 2011　～　2012

　　　原子力安全委員会環境モニタリング結果評価委員会  委員  2012

　　　原子力規制委員会      委員  2012　～

　　　　緊急時モニタリングの在り方に関する検討チーム

　　　環境放射能水準調査検討委員会     委員  2012　～

　　　埼玉大学　サイエンス・リーダーズ・キャンプ   講師  2012

　　　日本化学会　第５回　環境教育講演会    講師  2012
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4.  海外活動

海外活動

　氏名  行き先  　活動内容      　　期間

渡邉 邦夫

渡邉 邦夫

長田 昌彦

川上 英二

川上 英二

橘 伸也

桑野 二郎

桑野 二郎

桑野 二郎

小口 千明

タイ・

ミャンマー

ウズベキスタン

韓国

ポルトガル・

フランス

モンゴル

タイ

ペルー

モンゴル

タイ

フランス・ラン

ス大学およびベ

ルギー・オーバ

ル修道院

ミャンマー海事大学での研究打ち合わせ，タイアユタヤ

でのストゥーパ写真測量

第４回中央アジア地盤工学会にて基調講演，及びブハラ，

サマルカンド市の遺跡修復討議

第 7 回 Asian Rock Mechanics Symposium 参加

第 15 回世界地震工学会議で論文発表・座長

Mongolian University of Science and Technology (MUST)

でセミナー講演と USMCA 2012 参加

ICGP 海外派遣

2nd Pan American Congress on Geosynthetics 

(GeoAmericas2012)　IGS 理事会

The 11th International Symposium on New Technologies 

for Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA2012)　

座長・論文発表

5th Asian Regional Conference on Geosynthetics 

(GeosyntheticsAsia2012)　IGS 理事会・Short Course 講師・

Keynote Lecture 講師

歴史的建造物の保存修復に関する共同研究打合せと現地

調査

2012.7.14 ～

2012.7.26

2012.9.119 ～

2012.9.27

2012.10.14 ～

2012.10.17

2012.9.17 ～

2012.9.30

2012.10.8 ～

2012.10.14

2013.2.24 ～

2013.2.28

2012.4.29 ～

2012.5.7

2012.10.10 ～

2012.10.12

2012.12.10 ～

2012.12.16

2012.9.26 ～

2012.9.30



83

研究・社会活動等資料

5.  学生指導実績

教育活動

平成 24 年 9 月修了式の記念撮影

　氏名    論文タイトル     指導教員　　備考

岩田 直樹 ( 論文博士 )

舟木 泰智

松下 智昭

川上 英二

渡邊 邦夫

長田 昌彦

節理系を考慮した岩盤構造物の静的及び動的挙

動に関する研究

堆積岩中の主要な物質移動経路の識別方法に関

する基礎的研究

屋久島沿岸域に分布する岩盤割れ目内物質の充填環

境及び形成年代

2013 年 3 月

学位取得

2013 年 3 月

学位取得

2013 年 3 月

学位取得

　博士後期課程 ( 博士課程 )

　氏名    論文タイトル     指導教員　　備考

今成 智史

加藤 拓未

河野 聡

兒子 泰大

藤巻 俊昭

Abeysekara Pathiranage 

Subhashini

Shrestha Dinesh

橘 伸也

橘 伸也

渡邉 邦夫

橘 伸也

小口 千明

川上 英二

橘 伸也・

桑野 二郎

種々の上載圧下における締固めベントナイトの

体積変化特性

高剛性補強路盤の変形特性に及ぼす層厚の影響

とプレストレスの導入効果

デジタル写真測量を用いた歴史的構造物の長期

変形モニタリングに関する研究

不飽和三軸試験装置の導入における新規計測手

法の開発と諸問題の解決

オーバル修道院における人工石材の物性と塩類

風化に関する研究

Study on usability of COULWAVE model to 

analyze tsunami run up and inundation

Effects of compaction energy application 

process on mechanical properties of clay

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

2012 年 9 月

修了

2012 年 9 月

修了

　博士前期課程 ( 修士課程 )

平成 25 年 3 月修了式の記念撮影
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　氏名   論文タイトル      指導教員　　備考

大竹 伸太朗

大貫 栞

梶間 隆伸

金子 雄介

岸野 拓也

佐々木 駿

塩谷 将史

鈴木 捷紀

鈴木 凛太郎

大良 慎平

髙原 亮

土佐 翔太郎

長田 昌彦

小口 千明

小口 千明

川上 英二

渡邉 邦夫

渡邉 邦夫

橘 伸也・

桑野 二郎

橘 伸也・

桑野 二郎

川上 英二

桑野 二郎・

橘 伸也

小口 千明

橘 伸也・

桑野 二郎

岩石の乾燥変形挙動に関する数値解析的基礎検討

GPR による液状化痕跡探査の試み～渡良瀬遊水地を事

例として～

凍結破砕に与える礫の寸法効果に関する研究

GPS を用いた津波被害軽減のためのスマートフォンアプ

リの作成

南相馬市における放射線量率測定データの地域的特性及

び水の遮蔽効果に関する基礎研究

南相馬市の降下放射性物質割合推定と線量率モニタリン

グシステムの基礎研究

ジオグリッドの敷設枚数が高剛性補強路盤の剛性に及ぼ

す影響

不飽和三軸試験装置を用いた締固め土のサクション計測

市街地火災の延焼診断プログラムの実用性向上に関する

研究

液状化に起因する噴砂と路面下空洞の発生メカニズム

史跡・吉見百穴の地下軍需工場坑道壁の崩落可能性の検

討

静的繰返し載荷による締固め過程での密度・サクション

変化について

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

　学部生

　氏名    論文タイトル     指導教員　　備考

Kyaw Phone Lwin

Suu Non Yee

Tin Win Htut

Bhuyan Md. Habibullah

Pardede Frengki Hariara

Shrestha Alina

長田 昌彦

長田 昌彦

渡邉 邦夫

桑野 二郎

長田 昌彦

川上 英二

Evaluation of mechanical properties of rock fall 

debris based on wave velocity measurement

Variation in physical property and drying-induced 

deformation with depth in successive formations

Ground Water Evaporation and Unsaturated Flow 

Model for Different Types of Soil

Earthquake induced soil liquefaction assessment and 

hazard zonation in GIS environments

Study on fluid containing micro-bubbles flow through 

fractured diatomaceous mudstone specimens

Simplified Data Accessing Interface for Fire 

Spreading Simulation in Urban Areas

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

2013 年 3 月

修了

　博士前期課程 ( 修士課程 )
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　氏名   論文タイトル      指導教員　　備考

中川 駿

中原 壮一朗

波多野 公彦

深野 涼二

山口 純平

橘 伸也・

桑野 二郎

長田 昌彦

川上 英二

橘 伸也・

桑野 二郎

橘 伸也・

桑野 二郎

締固めベントナイトの吸水変形試験における供試体厚の

影響

岩石の水浸時挙動に関する数値解析的基礎検討

火災の伝播状況を GoogleMap 上に表示し避難経路を指

示するシステムの作成

真空圧密による粘土地盤の不飽和化に関する模型実験

地下水変動と構造物の載荷に伴う不飽和地盤の変状シ

ミュレーション

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

2013 年 3 月

卒業

　学部生

研究・社会活動等資料 教育活動

平成 25 年 3 月卒業式の記念撮影
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付録

○国立大学法人埼玉大学研究機構地圏科学研究センター規程

センター関連規則

         平成 16 年４月１日

         規則第 84 号

     改正 平成 18. 6.22 18 規則 112 平成 19. 4. 1 19 規則 32

      平成 20. 3. 1 19 規則 96  平成 24. 6. 21 24 規則 27 
（趣旨） 

第１条　この規程は，国立大学法人埼玉大学研究機構規定第 4 条第 5 項の規定に基づき，地圏科学研究セン

ター（以下「センター」という．）に関して，必要な事項を定める． 

（目的） 

第２条　センターは，地圏の自然及び自然現象と調和・共生する都市環境の理念を構築し，その理念を実現

するための科学的手法とシステムに関する高度技術の研究と開発を行い，もって安全な都市の創造に寄与す

ることを目的とする． 

（研究分野） 

第３条　センターに，次の研究分野を置く．

　　( 1 ) 地圏防災科学研究分野

　　( 2 ) 地圏環境科学研究分野

２ センターに協力研究分野を置くことができる．

３ 協力研究分野に関する必要な事項は，センター長が別に定める． 

（業務） 

第４条　センターにおいては，次に掲げる業務を行う．

　　( 1 ) 都市域，特に首都圏の地震災害軽減技術の開発

　　( 2 ) 都市域，特に首都圏の詳細地圏構造の解明

　　( 3 ) 地圏及び地圏水の適正環境の保全技術の開発

　　( 4 ) 高度危険廃棄物の深層処分技術の開発

　　( 5 ) 都市域における地圏の適正利用技術の開発

　　( 6 ) 自然災害と地圏環境に関する国内外の資料収集

　　( 7 ) その他センターの目的を達成するために必要な業務

（組織） 

第５条　センターに，次の教職員を置く．

　　( 1 ) センター長

　　( 2 ) 専任教員

　　( 3 ) その他の教職員 

（センター長） 

第６条　センター長は，本学の専任教授をもって充て，学長が委嘱する．

[           ]
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２ センター長は，センターの管理運営を掌理する．

３ センター長の任期は２ 年とし，再任を妨げない．ただし，センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター

長の任期は，前任者の残任期間とする．

（専任教員） 

第７条　専任教員の採用及び昇任等に関しては，別に定める． 

（客員教授等） 

第８条　センターに客員教授又は客員准教授（ 以下「客員教授等」という．） を置くことができる．

２ 客員教授等の採用等に関しては，別に定める．

３ 客員教授等の任期は，１ 年以内とし，再任を妨げない． 

（センター会議） 

第９条　センターにセンター会議を置き，次に掲げる事項を審議する．

　　( 1 ) 運営の具体的方策に関する事項

　　( 2 ) センター長選考の原案作成に関する事項

　　( 3 ) その他センターに関する事項

第１ ０条　センター会議は，次に掲げる委員をもって組織する．

　　( 1 ) センター長

　　( 2 ) センターの教授又は准教授

　　( 3 ) その他センター長が必要と認めた者

２ 前項第３ 号の委員は，学長が任命する．

３ 第１ 項第３ 号の委員の任期は１ 年とし，再任を妨げない．ただし，補欠による委員の任期は，前任者の

残任期間とする． 

第１１条　センター会議に委員長を置き，センター長をもって充てる．ただし，センター長に事故あるときは，

センター長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する．

２ 委員長は，センター会議を招集し，その議長となる．

３ センター会議は，委員総数の３ 分の２ 以上の出席がなければ，会議を開くことができない．

４ 議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる．

５ 議長が必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる． 

（ 研究推進・評価委員会）

第１２条　センターに，研究推進・評価委員会を置く．

２ 研究推進・評価委員会は，センターの将来計画，研究推進，自己点検・評価その他センターの運営に関し，

助言及び評価を行う．

３ 研究推進・評価委員会に関する必要な事項は，別に定める．

付録 センター関連規則
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（事務） 

第１３条　センターの事務は，研究協力部研究協力課において処理する． 

（雑則） 

第１４条　この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，別に定める． 

附則

この規則は，平成 16 年４ 月１ 日から施行する． 

附則（ 平成 1 8 .6. 2 2　18 規則 112）

この規則は，平成 18 年７ 月１ 日から施行する． 

附則（ 平成 1 9 .4 .1　19 規則 32）

この規則は，平成 19 年４ 月１ 日から施行する． 

附則（ 平成 20 . 3. 1　19 規則 96）

この規程は，平成 20 年３ 月１ 日から施行する．

附則（ 平成 24 . 6. 21　24 規則 27）

この規程は，平成 24 年 6 月 21 日から施行し，平成 24 年 4 月 1 日から適用する．

付録 センター関連規則



92

付録 センター関連規則

         平成 16 年４月１日

         規則第 85 号

        改正 平成 18. 6. 8　18 規則 114

         平成 20. 3. 1　19 規則 98 

（趣旨） 

第１条　この細則は，国立大学法人埼玉大学地圏科学研究センター規程第 12 条第３項の規定に基づき，研

究推進・評価委員会に関し，必要な事項を定める． 

（組織） 

第２条　研究推進・評価委員会は，本学の教員以外の学識経験者による委員 10 人程度をもって組織する．

２ 委員は，センター会議の議を経て，学長が委嘱する．

３ 委員の任期は，２ 年とし，再任を妨げない．ただし，補欠による委員の任期は，前任者の残任期間とする．

（委員長及び副委員長） 

第３条　研究推進・評価委員会に，委員長及び副委員長を置き，委員の互選によって定める．

２ 委員長に事故あるときは，副委員長が，その職務を代行する．

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる．

（事務） 

第４条　研究推進・評価委員会の事務は，研究協力部研究協力課において処理する．

（雑則） 

第５条　この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，別に定める． 

附則

１　この細則は，平成 16 年４ 月１ 日から施行する． 

２ この細則施行後，第２ 条第１ 項の規定に基づく最初の委員の任期は，同条第３項の規定にかかわらず，

平成 17 年８ 月７ 日までとする． 

附則（ 平成 18. ６. ８　18 規則 114）

この細則は，平成 18 年７ 月１ 日から施行する． 

附則（ 平成 20. 3. 1　19 規則 98）

この細則は，平成 20 年３ 月１ 日から施行する．

○国立大学法人埼玉大学地圏科学研究センター研究推進・評価委員会細則

[           ]
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教員プロフィール 地圏防災科学研究分野

専門分野 ライフラインシステムの安全性・信頼性工学

生年月日 1951 年 4 月 22 日

最終学歴 東京大学大学院工学系研究科博士課程

学位取得 工学博士 ( 東京大学 )，1979 年

　博士論文タイトル

　「地中埋設管システムの地震時の機能の安全性の評価方法に関する研究」

主な論文

• 強震動アレーデータに基づく隣接二地点間の最大加速度比の確率分布，土木学会論文集，1999.

• 東京水道における耐震性評価，水道協会雑誌，1999.

• 大地震に東京は耐えられるか，潮，1997.

• ライフラインシステムの被災度予測と耐震対策，土と基礎，1983.

• 道路交通システムの機能上の耐震性の一評価方法，土木学会論文集，1982.

主な著書

• 地震と都市ライフライン，京都大学学術出版会，1998.

• 阪神・淡路大震災調査報告，上水道，丸善 ( 土木学会 )，1997.

• 首都圏エリア別防災ガイド，同文書院，1995.

• 1992 トルコ地震災害調査報告，丸善 ( 日本建築学会 )，1993.

• 地震と対策－大地震の疑問に答える－，白亜書房，1992.

センター長・教授　川上 英二 ( かわかみ ひでじ )

近い将来に必ず発生する大地震による都市の災害を少しでも減少させることを目標に，近年の情報技術

の発展を人の安全確保のために活用する研究を行っています．本センターが地圏研究の魁（さきがけ）

となることを目指しています .
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教員プロフィール 地圏環境科学研究分野

専門分野 深層処分工学・地圏環境工学

生年月日 1949 年 3 月 15 日

最終学歴 1974 年名古屋大学大学院理学研究科中退

学位取得 工学博士（東京大学），1983 年

　博士論文タイトル

　「岩盤割れ目系の諸地質量を考慮した岩盤浸透流の解析に関する基礎研究」

主な論文

• Solute transport through unsaturated soil due to evaporation, J. Environmental Engineer-ing, 2000.

• Runoff analysis in humid forest catchment with artificial neural network, J. Hydrology,2000.

• 地質構造を基礎としたフラクチャーネットワークモデルの開発 ( その 2)，応用地質，1995.

• Stochastic evaluation of the two dimensional continuity of fractures in rock mass, Int. J.Rock Mech. Min. 　

　Sci. & Abstr.，1986.

• 花崗岩風化に関与する地下水流れの基礎的性質，岩石鉱物鉱床学会誌，1982.

主な著書

• 放射性廃棄物と地層科学，東京大学出版会，1995.

• 地中の虹，近未来社，1992.

• 洪水の数値予報，森北出版，1989.

• 水理公式例題集，土木学会，1988.

• 地下水入門，土質工学会，1983.

教授　渡邉 邦夫 ( わたなべ くにお )

地質と水の両面から自然現象を解明し，それを長期の環境保全に役立てる研究をしています．最近は，

地下の廃棄物処分場建設に伴う環境変化の軽減，長期の土構造物崩壊現象解明，汚染物質の地下での移

動などを研究しています．
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教員プロフィール 地圏防災科学研究分野

専門分野 地盤工学・地盤地震工学

生年月日 1958 年 9 月 8 日

最終学歴 1985 年 5 月　東京大学大学院工学系研究科

    土木工学専門課程博士課程中退

学位取得 工学博士（東京大学），1986 年 12 月

　博士論文タイトル「地震力による土構造物の残留変形解析」

主な論文

• Centrifuge modelling of geogrid reinforced soil walls subjected to pseudo-static loading,International 

Journal of Physical Modelling in Geotechnics, 2010.

• Development of rational seismic design method for geogrid-reinforced soil wall combinedwith fibre-mixed 

soil-cement and its applications, Geosynthetics International, 2009.

• 水平荷重を受ける地盤補強型基礎における補強材打設角度の影響評価 , 地盤工学ジャーナル ,2008.

• Shaking table tests on the lateral response of a pile buried in liquefied sand, Soil Dynamicsand Earthquake 

Engineering, 2006.

• Change in multiple yield surfaces of dense Toyoura sand with shearing in a p’-constantplane, Geotechnical 

Special Publication, ASCE, 2005.

• Measurement of quasi-elastic stiffness parameters of dense Toyoura sand in hollow cylinderapparatus and 

triaxial apparatus with bender elements, Geotechnical Testing Journal,ASTM, 2004.

主な著書

• Geosynthetics (editors), Millpress, 2006.

• 地盤補強技術の新しい適用－他工法との併用技術－（分担執筆），地盤工学会，2006.

• Dynamic Safety of Earth and Rockfill Dams( 共著 ), AA Balkema, 1994.

• 新土木実験指導書【土質編】（分担執筆），技報堂出版，1993.

教授　桑野 二郎　( くわの じろう ) 

地盤工学・土質力学の立場から，地盤防災や地盤環境の保護に役立つ研究を行いたいと思います．一方

で大学に勤めるものの責務として，「面白そうだからやる」すぐには役に立ちそうも無い研究や真理の

探求にも取り組みたいと思っています．
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教員プロフィール 地圏環境科学研究分野

准教授　長田 昌彦 ( おさだ まさひこ )

専門分野 岩石岩盤の物性評価・割れ目系岩盤中の地下水流動

生年月日 1965 年 1 月 2 日

最終学歴 1989 年 3 月　東京大学大学院理学系研究科

     地質学専攻修士課程中退

学位取得 博士 ( 工学 )( 埼玉大学 )，1999 年 3 月

　博士論文タイトル「岩石の変形挙動と破壊進展のプロセス」

主な論文

• AMS 14C ages and petrological features for solidified fractures with carbonates in granite at coastal 

outcrops of Yakushima Island, Japan, Environmental Earth Sciences, Vol.68, pp.577-584, 2013.

• Drying-induced deformation behaviour of Shirahama sandstone in no loading regime, En-gineering 

Geology, Vol.114, pp. 423-432, 2010.

• Characterization of drying-induced deformation behaviour of Opalinus clay and Tuff inno-stress regime, 

Environmental Geology, Vol. 58, pp.1215-1225, 2009.

• 岩石のせん断 – 透水 – 可視化同時試験装置の開発とそのデータ解析法 , 応用地質 , Vol.49, No.5, pp.266-

276, 2008.

• Constituent material properties and clast size distribution of volcanic breccia, EngineeringGeology, Vol.64, 

pp.1-17, 2002.

• 三軸圧縮試験による火山角礫岩の強度及び変形特性 , 土木学会論文集 , 2001.

• 淡路島北部における地震後の地下水挙動 , 日本応用地質学会講演論文集 , 1997.

• 岩盤割れ目系の形成過程を考慮した浸透特性の評価 , 月刊地球 , 1997.

主な著書

• 設計用地盤定数の決め方 – 岩盤編 –, 第 2 章 ( 分担執筆 ), 地盤工学会 , 2007.

大地は我々の生活を支えています．時には，地震や火山噴火など悪さもしますが，「自然から学び」な

がら共生していくしかありません．畏敬の念をもって大地の中で起こっているプロセスを理解し，これ

を安全・安心な市民生活のために役立てたいと考えています．
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教員プロフィール 地圏環境科学研究分野

専門分野 岩石風化学，岩石物性評価

最終学歴 1998 年 3 月　筑波大学大学院地球科学研究科修了

学位取得 博士（理学）( 筑波大学 )，1998 年 10 月

　博士論文タイトル「Rates and mechanism of weathering-rind develop-

ment on andesite gravel in fluvial terrace deposits.」

( 河成段丘堆積物中の安山岩礫に生じた風化皮膜の発達速度と発達機構 )

主な論文

• A comparison of the properties and salt weathering susceptibility of natural and reconsti-tuted stones of 

the Orval Abbey (Belgium), Environmental Earth Science, Vol. 63, pp.1447-1461, 2011.

• Laboratory experiments on bacterial weathering of granite and its constituent minerals.Geomorphologie: 

relief, processus, environnement, Vol. 7, pp. 327-336, 2011.

• Evaluation of sulfate resistance of Portland and high alumina cement mortars using hard-ness test. 

Construction and Building Materials, Vol. 24, pp.1020-1026, 2010.

• Paleohydrological implications of late Quaternary fluvial deposits in and around archaeo-logical sites in 

Syria. Geomorphology, Vol. 101, pp. 33-43, 2008.

• Application of weathering susceptibility index to salt damage on a brick monument. inFort, A. B., Gomez, H. 

and Vazquez, C (eds), Heritage, Weathering and Conservation.Taylor & Francis Group, London, pp. 217-227, 

2006.

• Formation of weathering rinds on andesite. Earth Surface Processes and Landform, 2001.

• Weathering rates over 40,000 years based on the changes in rock properties of porousrhyolite. Physics 

and Chemistry of the Earth, Part A, 1999.

准教授　小口 千明 ( おぐち ちあき )

地球の長い営みの歴史の一コマに人類がどのように関わっていくのか，正負（正：地球素材の有効利用，

負：災害の怖さ）の両面から研究教育活動を行っています．地理学・地質学と建設工学の狭間にいると

いう特徴を活かし，真に分野融合の研究を目指したいと思っています．
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教員プロフィール 地圏防災科学研究分野

専門分野 地盤工学

生年月日 1978 年 12 月 14 日

最終学歴 2006 年 3 月　東京工業大学理工学研究科博士後期課程修了

学位取得 工学博士 ( 東京工業大学 )，2006 年 3 月

　博士論文タイトル

「有限変形理論に基づく地盤材料の力学挙動の数理モデル」

主な論文

• Yielding characteristics and non-coaxiality of Toyoura sand on p ’-constant shear stressplane, Soils and 

Foundations, Vol. 51, No. 1, pp. 179-190, 2011.

• 耐塩害性地盤構造物及び塩害地盤浄化手法の検討，応用力学論文集，土木学会，Vol. 12, pp.421-428, 

2009.

• 有効飽和度を剛性を表す状態量とした不飽和土の弾塑性構成モデル，土木学会論文集，Vol.63, No. 4, 

pp.1132-1141, 2007.

• Numerical Investigation on the Failure Criterion for Normally Consolidated Clays, Inter-national Journal for 

Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 31, pp.809-833, 2007.

助教 橘 伸也 ( たちばな しんや ) 

今年度は，実際に「土」を触りながら行う研究を本格的に始めた年度でした．試験器の構築や制御に苦

労しながらも，学生と共に汗をかいています．さらなる研鑽を積み，モデリングやシミュレーションな

ど解析的な研究とも併せながら，社会に貢献できる研究を進めていきたいと思います．



99

教員プロフィール 地圏防災科学研究分野

専門分野 地盤工学・地盤改良工学

生年月日 1946 年 3 月 22 日

最終学歴 1973 年 3 月 東京大学大学院工学系研究科

     博士課程土木工学専攻修了

学位取得 工学博士（東京大学），1973 年 3 月

　博士論文タイトル

「三軸せん断装置による砂の変形特性に関する基礎的研究」

主な論文

• Laboratory stress-strain tests for the development of geotechnical theories and practice ”,Bishop Lecture, 

Prof. 5th International Conference on Deformation Characteristics ofGeomaterials, Seoul, Korea, Sept., pp.3-

50.

• Rate effects on elastic and inelastic stress-strain behaviours of geomaterials observed inexperiments, 

Burmister Lecture, PoroMechanics IV (eds. Ling, H.-I., Smyth, A. and Betti,R.), DEStech Publication, Inc., 

pp.43-56.

• Geosynthetic-reinforced soil structures: A cost-effective solution combining two engineer-ing disciplines, 

19th Carrillo Lecture, Mexican Society for Soil Mechanics, Aguascalientes,29 November 2008.

• Inelastic deformation characteristics of geomaterial, Special Lecture, Proc. of GeotechnicalSymposium in 

Roma, March 16 & 17, 2006 (Ling et al., eds.), pp.1-109.

• Characterising the Pre-Failure Deformation Properties of Geomaterials, Theme Lecturefor the Plenary 

Session No.1, XIV IC on SMFE, Hamburg, September 1997.

客員教授　龍岡 文夫　( たつおか　ふみお ) 

 大学での長期的な基礎的研究と短期に実現する必要がある実務との融合が，工学研究者としての目標

である．そのひとつが，建設コスト・長期維持管理・耐震性に優れたジオシンセティック補強土 (GRS) 

工法による擁壁であり，これまで新幹線等で総延長 130 km 以上建設された．また，この工法を応用し

た GRS 一体橋梁の建設も始まった．これら構造物は津波にも耐力があると思われ，現在この GRS 防潮

堤と沿岸道路・鉄道の GRS 一体橋梁の実現を目指している．



100

教員プロフィール 地圏環境科学研究分野

専門分野 環境放射能・海洋化学・大気化学

生年月日 1948 年 8 月 13 日

最終学歴 1976 年 3 月 名古屋大学理学研究科博士課程満了

学位取得 理学博士（名古屋大学），1978 年 3 月

　博士論文タイトル

「カプリン酸による金属イオンの抽出における協同効果の研究」

主な論文

•  210Pb deposition in the Far East Asia: controlling factors of its spatial and temporalvariations. Journal of 

Environmental Radioactivity Vol. 102, pp.514-519, 2011.

• Analysis of 137Cs and 239,240Pu concentrations in surface waters of the Pacific Ocean.Deep-Sea Research 

II, Vol. 50, pp. 2675-2700, 2003.

• Strong ligands for thorium complexation in marine bacteria. Marine Environmental Re-search, Vol. 51, pp. 

95-112, 2001.

• Wet deposition of long-lived radionuclides derived from the Chernobyl accident, Journalof Atmospheric 

Chemistry, Vol. 17, pp.61-73, 1993.

主な著書

• 福島原発事故の検証と環境放射能汚染（共著）　環境コミュニケーションズ , 2011

• Handbook of Environmental Isotope Geochemistry, Advanced In Isotope Geochemistry,Chap. 29, Springer-Verlag 

2011.

• The Pacific and Arctic Oceans: new Oceanographic Research （共著） Nova Science Publishers, 2009.

• Dynamics and Characterization of Marine Organic Matter. （共著）Terrapub. 2000.

客員教授　廣瀬 勝己 ( ひろせ かつみ )

福島第一原子力発電所事故は，日本の

社会に深刻な影響を与えました．原発

事故も含め災害のリスクを如何に下げ

るかを，地球環境を理解する中で考え

ていきたいと思います．
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名簿

地圏科学研究センター教員名簿
 職階・役職  氏　名  最終学歴  分　野

川上 英二

渡邉 邦夫

桑野 二郎

長田 昌彦

小口 千明

橘 伸也

龍岡 文夫

廣瀬 勝己

教授・センター長

教授

教授

准教授

准教授

助教

客員教授

客員教授

工学博士

工学博士

工学博士

博士 ( 工学 )

博士 ( 理学 )

博士 ( 工学 )

工学博士

理学博士

地圏防災科学

地圏環境科学

地圏防災科学

地圏環境科学

地圏環境科学

地圏防災科学

地圏防災科学

地圏環境科学

 以上 8 名

地圏科学研究センター協力教員名簿
　職　階 氏　名  最終学歴  所　属    専　門

山辺 正

岩下 和義

井口 欣也

茂木 秀則

谷山 尚

斎藤 正人

准教授

教授

准教授

准教授

助教

准教授

工学博士

工学博士

文学修士

博士 ( 工学 )

博士 ( 工学 )

博士 ( 工学 )

理工学研究科・建設工学科

理工学研究科・建設工学科

教養学部・文化人類学

理工学研究科・建設工学科

理工学研究科・建設工学科

理工学研究科・建設工学科

 以上 6 名

岩盤力学，岩盤における熱・応

力・浸透連成問題の数値解析

動土質力学，粒状体の数値実

験，耐震工学

文化人類学，アンデス考古学

地震工学，地盤振動

地震工学

耐震工学，地震工学

研究推進・評価委員会委員名簿

　会　務 氏　名      所属機関・役職

武田 精悦

青木 繁夫

伊藤 洋

片山 恒雄

堀籠 秀直

坪谷 隆夫

鈴木 亨

委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

 以上 7 名

原子力発電環境整備機構・理事

サイバー大学世界遺産学部・教授

( 財 ) 電力中央研究所 ・研究アドバイザー

東京電機大学 寄付講座「ライフラインを中心とした都市の防災」・教授

( 公財 ) 埼玉りそな産業経済振興財団・常務理事

埼玉県危機管理防災部・副部長

任期 H23.10.1∼H25.9.30(2013.3 現在 )
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