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埼玉大学地圏科学研究センターの諸活動について 
 
  埼玉大学地圏科学研究センターの目的は“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”である。この目的達成のためには、別途述べる本年度の研

究成果等に示される研究活動に加えて、プロジェクト研究の立ち上げとコーディネート、学会等にお

ける全国的委員会活動、国・地方自治体の環境・防災行政に対する提言や研究提言・指導、地圏科学

の社会啓蒙、国際的共同研究・教育事業への貢献、等多岐にわたる活動が必要である。これらの諸活

動は、埼玉大学地圏科学研究センター研究推進・評価委員会の提言にしたがって実行するものである。

以下、平成14年度における諸活動について概略を述べることとする。 
  プロジェクト研究の立ち上げとコーディネートに関しては以下のような活動を行った。地震防災科

学研究分野では、センター専任教官と学内センター協力教官によるプロジェクト研究「地表面での地

震動のばらつきと地形・樹木・建物群などの影響の解明」であり，これには(財)鉄道総合技術研究所

との共同研究「損傷自己検知型デバイスの開発とそのシステム化に関する研究」、文部科学省科学研究

費補助金による「地表面での地震動に及ぼす地形、樹木、建物群などの影響の解明と多重反射理論の

改良」、等のプロジェクトが関連している。地圏環境科学研究分野では、センター専任教官と学内セン

ター協力教官によるプロジェクト研究「放射性廃棄物地層処分における、岩盤及び深層地下水の調査・

解析・評価技術の開発研究」であり、これに関連してはセンター専任教官が「放射性廃棄物の国際研

修センター」設立準備会議に出席し、その設立に協力することになったことが特筆される。国際的共

同研究・教育事業への貢献についてのプロジェクト研究「東南アジア地域の大学との地圏環境に関す

る共同研究と高等工学教育支援」の立ち上げは以下の通りである。国際交流協定を締結しているタイ・

タマサート大学との短期留学生プログラム(STEPS)について、意見交換を平成 14 年 12 月に行った。

また、同大学工学部と埼玉大学との遠隔講義の試行を地圏科学研究センター主催で平成14年12月 4
日に行った。現在ミャンマー海事大学とも大学間交流協定についても協議している。これらの活動と

ともに、以前より着手されているタマサート大学工学部教官との共同研究も着実に進んでいる。今後

発展していくであろうプロジェクト研究として、「古代遺跡の修復・保全とナチュラル･アナログ研究」

が挙げられる。このプロジェクト研究は、「文理融合型」のプロジェクト研究であり、工学的な観点ば

かりでなく、文化人類学、考古学、歴史学などの分野の研究者と一体となって進めようとするもので

ある。これらの４つのプロジェクト研究の成果は、本年度の「Ⅱ プロジェクト研究報告」に詳述され

ている。その他の国際活動については海外活動の項に一覧されている。 
  このほかにも、個人活動をベースとしてプロジェクト研究を立ち上げつつあるものもある。センタ

ー専任教官と大林組技術研究所との共同研究「多孔媒体マイクロモデルによる高・低比重混合液体の

重力分散メカニズムに関する実験的研究」、センター専任教官とニッケン(株)との共同研究「地下空間

構築における経済的な新地盤・地下水情報処理システムの開発」、等がこれにあたり、今後の発展が期

待される。これらの活動については、個別活動の項に掲載されている。 
  学会等における全国的委員会活動および国・地方自治体の環境・防災行政に対する提言や研究提言・

指導に関しては、社会活動の項に一覧されている。 
  地圏科学の社会的啓蒙に関しては、毎年定期的に開催する“県民科学オープンフォーラム”が特筆

され、本年度は「“彩の国”県民科学オープンフォーラム2002－地震から人と家と町を守る－」とい

うテーマで平成 14 年 11 月 26 日に大宮ソニックシティ市民ホールにおいて開催した。講師は、川上

英二埼玉大学地圏科学研究センター教授、宮澤健二工学院大学工学部建築学科教授および小林秀樹埼

玉県環境防災部消防防災課主幹にお願いした。会は盛況で100名を越える参加者があった。議論も活

発であり、このような社会啓蒙に関する活動が県民に大変有益であることを示している。 
  その他、学内においては学生指導実績の項に一覧されている通り、学部生の卒論指導、大学院生の

学位論文指導を行うと共に研究費の項に一覧されている通り、学内競争的資金をいくつか受けている。 
  以上、概略述べた通り本センター設立以降 2 年間における活動は十分な成果を得たものと考えられ

るが、今後一層の活動を念頭において、今後の活動計画を作成しつつある。 
 

地圏科学研究センター長   渡邉啓行 



 
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１３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  
 
 

平成１４年３月２８日(木)に、平成１３年度、第２回埼玉大学地圏科学研究センター研究推

進・評価委員会が開催され、本センターの平成１３年度の活動評価と今後の研究推進に対

する提言について検討した．下記は、研究推進・評価委員会としての研究活動評価と提言

を纏めたものである． 
 
１． 埼玉大学地圏科学研究センターは、平成１３年４月１日に設立されたが、平成１３

年度は初年度であるにもかかわらずセンター長・渡辺啓行教授以下防災科学研究分

野及び環境科学研究分野の各教官の積極的な参画によってその設立趣旨に沿った研

究が着実に進展したと評価できる。 
２． 特に、埼玉大学地圏科学研究センター年報第１巻及び埼玉大学地圏科学研究センタ

ー論文報告集第１巻の発刊は、組織の透明性の確保及び研究成果の社会還元等の観

点から重要な成果であると評価できる。後者については、平成１３年度に国内外関

係学協会誌等に掲載された７編の論文が収録されている。各教官が活発に研究活動

を実施し当該研究分野の学術の向上に積極的に貢献していると評価できる。 
３． 大宮ソニックシテイにおいて埼玉大学地圏科学研究センターが主催した「地圏科学

フォーラム“地圏科学の創生に向けて”」（平成１３年６月２日開催）及び｢“彩の国”

県民科学オープンフォーラム２００１－清らかな大地を守る－｣(平成１３年１２月

５日開催)は、地圏科学研究センターの研究成果ばかりでなく、防災科学・環境科学

の最先端の知識を広く社会に情報公開するものであり、地震防災及び地圏環境の問

題意識を高揚する重要な機会を提供できたものと評価できる。地圏科学研究センタ

ーが都市域の市民生活の安全に密接に関連した研究を行い着実に成果をあげている

ことは、国民の安心感の醸成に重要な役割を果たしていくものと期待できる。 
４． 埼玉大学地圏科学研究センターが、国際的な視野から当該分野の学術の向上に果た

す役割の重要性はもとより、今後、大都市の地震災害対策や大地・地下水汚染、高

度危険廃棄物の生活空間からの隔離等地元市民の生活に密着した組織的な研究プロ

ジェクトを指向していけば、科学的な知識を背景にした地域行政にも多大な貢献が

できると期待される。 
５． このように、地圏科学研究センターは、発足初年度にも関わらず十分な成果を上げ

たと評価できる。しかしながら現代の大学においては、学術的な研究といえども成

果を得ていくスピードや研究に要する費用対効果等から研究内容と成果が評価され

る方向である。この観点から研究活動にあたって以下の提言を行いたい。        
(1) 具体的な研究計画の立案や成果の報告にあたっては、概ねの研究費、研究要員  

        等研究資源の規模がわかり易く記述されることを期待したい。 



(2) 13 年度の研究成果を見ると、個人的な研究が多く、プロジェクト的な研究が少    
  ないように感じられる．プロジェクトを立て、その中で各研究者がどの分野を 
  分担し全体としてどのような成果を上げたかをわかり易く報告する事も必要と  
  考えられる． 
(3) 近年、公募型の研究費が多くなっているので、社会ニーズにあった研究を推進す 
  る意味でも、センター専任教官、協力教官が総合力を発揮し、これらの外部資 
  金の積極的獲得を行うのが望ましい． 
(4) 中期研究計画に当たっては、何時までにどこまで到達するかをわかり易く提示す 
  ることが望ましい． 
 
 これらの問題について、検討される事を希望する。 

 



 平成 14 年度行った、研究推進・評価委員会の意見への対応  

 
1. 特に、埼玉大学地圏科学研究センター年報第１巻及び埼玉大学地圏科学研究センター論

文報告集第１巻の発刊は、組織の透明性の確保及び研究成果の社会還元等の観点から重

要な成果であると評価できる。後者については、平成１３年度に国内外関係学協会誌等

に掲載された７編の論文が収録されている。各教官が活発に研究活動を実施し当該研究

分野の学術の向上に積極的に貢献していると評価できる。 
 

今年も継続して、年報、論文報告集を発刊する。 
年報については、研究推進・評価委員会の意見に基づいて構成を考える。 

 
2. 大宮ソニックシテイにおいて埼玉大学地圏科学研究センターが主催した「地圏科学フォ

ーラム“地圏科学の創生に向けて”」（平成１３年６月２日開催）及び｢“彩の国”県民

科学オープンフォーラム２００１－清らかな大地を守る－｣(平成１３年１２月５日開

催)は、地圏科学研究センターの研究成果ばかりでなく、防災科学・環境科学の最先端

の知識を広く社会に情報公開するものであり、地震防災及び地圏環境の問題意識を高揚

する重要な機会を提供できたものと評価できる。地圏科学研究センターが都市域の市民

生活の安全に密接に関連した研究を行い着実に成果をあげていることは、国民の安心感

の醸成に重要な役割を果たしていくものと期待できる。 
 

今年度も開催し、好評を得た。・・・・18 ページ参照 
 

3. 埼玉大学地圏科学研究センターが、国際的な視野から当該分野の学術の向上に果たす役

割の重要性はもとより、今後、大都市の地震災害対策や大地・地下水汚染、高度危険廃

棄物の生活空間からの隔離等地元市民の生活に密着した組織的な研究プロジェクトを

指向していけば、科学的な知識を背景にした地域行政にも多大な貢献ができると期待さ

れる。 
 

研究を推進した。成果である、学術論文等の業績についてはページ 29～33 に示し

たほか，論文報告集に代表的な論文を掲載している。 
 

4. このように、地圏科学研究センターは、発足初年度にも関わらず十分な成果を上げたと

評価できる。しかしながら現代の大学においては、学術的な研究といえども成果を得て

いくスピードや研究に要する費用対効果等から研究内容と成果が評価される方向であ

る。この観点から研究活動にあたって以下の提言を行いたい。 



    (1) 具体的な研究計画の立案や成果の報告にあたっては、概ねの研究費、研究要員  
        等研究資源の規模がわかり易く記述されることを期待したい。 

(2) 13 年度の研究成果を見ると、個人的な研究が多く、プロジェクト的な研究が少    
  ないように感じられる．プロジェクトを立て、その中で各研究者がどの分野を 
  分担し全体としてどのような成果を上げたかをわかり易く報告する事も必要と  
  考えられる． 
 
  今年立ち上げを目的とした下記のプロジェクト研究について、研究目的，研究

組織，研究費、研究成果を「Ⅱプロジェクト研究報告」にまとめた。 
  【長期プロジェクト】 

・ 放射性廃棄物処分高度化研究 
・ 地域の耐震性向上の研究 
・ 東南アジア高等教育支援・地圏環境共同研究 
・ 世界の遺跡修復・保存を基にした地圏文化研究 

【短期プロジェクト】 
･  地圏科学・技術開発ソフト情報処理体系化の研究 
 

(3) 近年、公募型の研究費が多くなっているので、社会ニーズにあった研究を推進す 
  る意味でも、センター専任教官、協力教官が総合力を発揮し、これらの外部資 
  金の積極的獲得を行うのが望ましい． 
 
  研究費獲得状況:  39 ページ参照 
  総合力:     プロジェクト研究 
 
(4) 中期研究計画に当たっては、何時までにどこまで到達するかをわかり易く提示す 
  ることが望ましい． 
 
  これについては、各プロジェクト研究報告にまとめられている。 
 
 これらの問題について、検討される事を希望する。 

 
 



センター予算

平成14年度 地圏科学研究センター校費予算配分額

項       目 配 分 額

附属施設経費 2,660,000

業務委託経費及び保守等経費 165,000

普通庁費 140,000

教育研究基盤校費 8,019,000

清掃費 89,000

博士後期課程教官当積算等校費 1,803,000

合        計 12,876,000

平成14年度 地圏科学研究センター校費 使用予定

項       目 使用予定額

教官研究費 5,600,000

図書費 850,000

清掃費 120,000

修繕・工事費 816,000

保守点検（リフト） 250,000

通信費 200,000

ガス代 200,000

コピー機レンタル料（コピー用紙代） 700,000

事務備品 340,000

事務消耗品 200,000

印刷費 600,000

災害資料室（賃金，消耗品） 1,500,000

受益者負担金 1,500,000

合        計 12,876,000



 
 
 
 
 
 

 Ⅱ プロジェクト研究報告   
 
 
 
 



 

最大加速度比の平均値 Rµ 、標準偏差 P′σ と 

二点間距離の関係 

プロジェクト研究報告 その１ 
地表面での地震動のばらつきと 地形・樹木・建物群などの影響の解明 

 

１ プロジェクト研究の目的 

地震工学においては、構造物への入力地震動である地表面での地盤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、地表面での地震動を検討する際には、地盤を水平層として

モデル化し、多重（重複）反射理論に基づくSHAKEなどのプログラムを用いて、基盤での震動か

ら地表面での震動を求めることが一般的である。しかしながら、従来、地表面（地表層ではなく

地上）の条件は全く無視されてきた。地表面は常に水平面であり、何も存在しない面として扱わ

れてきた。しかし、実際、地上には、凹凸をなす地形があり、樹木が茂り、家屋・ビルが密集し

ている。これらをすべて無視して良いかどうかは検討に値する。これらの影響を明らかにし、多

重反射理論を改良することを本研究の目的とする。 

 

２ 研究組織 

担当者 研究課題 

教授  川上英二 (プロジェクト・リーダー) 研究総括 樹木の影響に関する実験解析 

教授  渡邉啓行 研究総括 地盤の影響に関する実験解析 

助教授 荒川洋二 地質、地形の影響に関する解析 

助教授 岩下和義 (センター協力教官) 建物群の影響に関する実験と解析 

講師  茂木秀則 (センター協力教官) 地震動のばらつき 多重反射理論の改良 

助手  谷山 尚 (センター協力教官) 地盤の影響に関する解析 

助手  齋藤正人 (センター協力教官) 建物群の影響に関する実験と解析 

 

 

３ プロジェクト推進研究資金 

 平成14年度に、このプロジェクト研究に

関して大学が受け入れた研究費等は下記で

ある。 

・ 文部科学省科学研究費（基盤研究B2） 

(代表 川上 英二) 4,600,000円 

・ 文部科学省科学研究費（基盤研究B2） 

  (代表 渡邉 啓行) 4,600,000円 

 

 

４ 平成14年度達成状況 

本プロジェクトはこれまでの研究の知

見に基づき、本年度からプロジェクトとし

て始められたものである。研究成果は論文

として報告される予定であるが、その一例

を左図に示す。 

 



プロジェクト研究報告 その２ 
放射性廃棄物地層処分における、岩盤及び深層地下水の調査・解析・評価技術の開発研究 
 
１ プロジェクト研究の目的 
 地圏科学研究センターの大きな業務の１つに、「高度危険廃棄物の深層処分の技術開発研究」があ

る。これは、毒性の強い重金属、有機物、高レベル放射性廃棄物を地下深部に安全に隔離すること

によって処分する技術の開発を行うものである。この研究では、特に現代的な問題となっている高

レベル放射性廃棄物地層処分を取り上げ、①処分場の対象となる深層岩盤の地質学的・工学的性質

と、②深層地下水の性質に関する研究が基礎となる。本プロジェクトは、平成14年度から平成20
年度までの６年をかけ、国内外の研究機関と密接に連携しつつ上記の研究を遂行し、研究成果を基

に、放射性廃棄物処分の安全性を向上する技術を開発することである。 
 
２ 研究組織と活動 
 この研究は、地圏科学研究センター独自で進められるものではなく、国内外の研究機関と密接に

連携し、情報交換しつつ進めることが肝要である。また、実際に処分を進める国内外の処分実施機

関とも連携することが必要である。このような観点に立って従来からも、国内外の機関との協調体

制を作ってきたが、今年度は下記の対外的活動を行い、さらに協調体制を強化した。 
・ 核燃料サイクル開発機構との研究協力覚書の交換(平成15年3月予定) 
・ 放射性廃棄物処分国際研修所(ITC)との研究協力協定締結準備(平成15年5月締結予定) 
・ モンテリ国際地下実験場(スイス、スイス水理地質研究所管理)での共同研究の実行 
 一方、地圏科学研究センター内部の研究組織は下記であり、センター協力教官の山辺助教授と共

に、効率的で世界有数の強固な研究組織を作っている。 
 

担当者 研究課題 

教授 渡辺邦夫 
(プロジェクト・リーダー) 

研究総括。深部岩盤内の地下水・物質移動解析プログラム開発。 
環境モニタリングシステム構築の研究。 

助教授 風間秀彦 ベントナイト粘土を用いた危険廃棄物隔離技術の開発研究。 

助教授 長田昌彦 スイス、モンテリ国際地下実験場における微小湧水量測定技術 
開発研究。岩盤内におけるマイクロ浸透メカニズムの研究。 

助教授 山辺 正 
(センター協力教官) 

岩盤の応力・熱・地下水の連成解析による、処分坑道の安定性 
研究 

客員教授 吉中龍之進 処分坑道の長期安定性研究。安全な坑道掘削法の研究 

 
３ プロジェクト推進研究資金 
 平成14年度に、このプロジェクト研究に関して大学が受け入れた研究費等は下記である。 
・文部科学省科学研究費(代表 渡辺邦夫)           8,800,000円 
・委託研究費(代表 長田昌彦、核燃サイクル開発機構より)    6,000,000円 
・工学助成金(渡辺邦夫、大林組、アイドール、大成建設より)   3,000,000円 
・校費                           1,200,000円 
 
 



４ 全体の研究スケジュールと平成14年度達成状況 
 全体のプロジェクト研究計画と平成14年度達成成果をまとめると下記である。 

プロジェクトの 
個別研究テーマ 全体目標 平成14年度の成果 

岩盤内地下水流れの 
解析プログラム開発 

割れ目系の調査・モデル化・解析を 
総合化したプログラムの完成 

モデル化の方法を東濃地科学

センターのボーリングデータ

を使って開発。広域地下水流動

解析プログラムを完成。 

地圏環境モニタリン

グシステム開発 
地下水変化、水質変化を予測し 
対策も示唆するシステム開発 

モニタリング部分を、 
ニューラルネットワークを 
用いて完成させた。 

岩盤評価法の研究 処分場としての岩盤性能評価法の 
完成 

推移確率行列を用いた性能評

価法を開発した。 

微小湧水量測定 
技術開発 

堆積軟岩中の浸透メカニズムの評価

と危険物隔離性能評価法の確立 

Evaporation Logging計測装置

を完成し、スイス・モンテリ地

下実験場で適用性を検証 

ベントナイトの危険

物隔離性能向上技術 
処分場建設時の性能目標、 
施工法を開発 

ベントナイトの力学特性と微

細構造を明らかにした。 

岩盤の力学的な 
長期安定性評価 

岩盤の応力・熱・地下水の連成解析

による処分坑道の安定性評価 

３次元非定常熱応力連成弾塑

性解析により，坑道周辺の力学

的な安定性を検討した。 

 
５ 研究状況 
 
◆ 広域地下水流動解析プログラムを完成させ，原位置岩盤に適用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開発した解析プログラムによる岩盤中の地下水解析例 
 



◆ Evaporation Logging計測装置を完成し、スイス・モンテリ地下実験場へ導入した。 
 

 
センターで新たに開発した 
Evaporation Logging Systemを 
モンテリ実験場（スイス）の 
ボーリング孔へ設置し， 
微量な地下水の流れを計測する。 
（左から，長田助教授と 
共同研究者のE. Meier，Th.  
Tobler．撮影； P. Bossart， 
平成15年1月29日） 
 
 
 

 
 
 
 
◆岩盤の応力・熱・地下水の連成解析による処分坑道の安定性評価 
 

 
    ３次元非定常熱応力連成 
    弾塑性解析のメッシュ図 
 
 
 
 
 

10年後（3.154E8 sec）の温度分布（ケルビン温度）図 



プロジェクト研究報告 その３ 
東南アジア地域の大学との地圏環境に関する共同研究と高等工学教育支援 
 
１ プロジェクト研究の目的 
 地圏科学研究センターの目的の１つは、国際的な地圏環境研究の拠点となることである。その目的に向け

た活動の一環として、①東南アジア地域の大学との共同研究を推進しつつ、②それらの大学への高等工学教

育支援を行う。具体的な活動とその目的は下記である。 
(1) 国際遠隔講義ネットワーク構築 

埼玉大学全体の国際交流強化計画と一体となり、交流協定を締結している、タマサート大学、チュラロ

ンコン大学(タイ)、モラトゥワ大学(スリランカ)との間の国際遠隔講義ネットワークを構築する。 
(2) 国際高等工学教育支援 

交流協定を締結している上記の大学以外に、将来の協定締結を計画しているヤンゴン工科大学、ミャン

マー海事大学等で特別講義を行い、また学生を受け入れて教育する。 
(3) 地圏科学に関する共同研究の推進 

アジア地域の地盤特性の比較研究、大地・地下水汚染防止技術開発、都市の耐震性向上などに関する共

同研究を現地で推進する。 
(4) JICAプロジェクト等への参加 

地圏環境問題、高等工学教育支援などに関する、JICA プロジェクト等の国家的な東南アジア、南アジ

ア支援スキームに積極的に参加する。 
 
 

２ 研究組織 
 本プロジェクトを支える地圏科学研究センター内の組織を下表にまとめる。 
 

担 当 者 研 究 課 題 
助教授 風間秀彦 

(プロジェクト・リーダー) 
プロジェクト総括。国際遠隔講義の推進。 
東南アジア平野部地盤特性の共同研究。 

教授 渡邉啓行 
(センター長) 

東南アジア地域都市域の耐震性向上研究。 
東南アジア地域の大学への高等工学教育支援。 

教授 渡邉邦夫 東南アジア、南アジアの地下水資源開発・管理システム研究 

助教授 長田昌彦 地圏環境モニタリングシステムの研究と東南アジアへの適用 

助教授 荒川洋二 南アジアにおける地圏環境研究 

 
 
３ プロジェクト推進研究資金 
 平成14年度に、このプロジェクト研究に関して大学が受け入れた研究費等は下記である。 
・文部科学省科学研究費(代表 風間秀彦)            3,100,000円 
・学長裁量経費(代表 風間秀彦)                                1,000,000円 
・学長裁量経費(代表 渡邉啓行)                2,700,000円 
・校費                                500,000円  
この他、文部科学省、国際競争力強化経費を使用 
 
 



４ 全体の研究スケジュールと平成14年度達成状況 
 全体のプロジェクト研究計画と平成14年度達成成果をまとめると下記である。 
 

 
プロジェクトの 
個別研究テーマ 全体目標 平成14年度の成果 

国際遠隔講義システム構築 インターネットを用いた遠隔

講義ネットワーク構築 

・タマサート大学との遠隔会議試行 
(12月4日) 

・地圏科学センター棟内のシステム設

置 

国際高等工学教育支援 アジア地域地圏科学教科書作

製や双方向講義システム構築 

・モラトゥワ大学、ヤンゴン工科大学、

ミャンマー海事大学での特別講義実

施 
地圏科学に関する 
国際共同研究推進 

地圏科学に関する国際研究ネ

ットワーク構築 
・タマサート大学との共同研究 

(論文２編) 

JICAプロジェクト等への

参加 
国際支援国家プロジェクトと

の協調体制構築 

・東チモール大学支援 
・スリランカ地下水資源開発調査プロ

ジェクト参加 
 

 
 
渡辺邦夫センター教授による 
ミャンマー海事大学での特別講義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スリランカ地下水資源開発プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



タイ・タマサート大学との国際遠隔講義の試験運用 
 

埼玉大学側の様子 

兵藤埼玉大学学長による挨拶 
 
タマサート大学側の様子 

（写真左から高橋課長，渡辺センター教授，Naris タマ

サート大学長，Virote工学部長） 

    経済学部の遠隔講義システムを使用. 
 （右の画面がタイ側の様子，右は同時に送られて 
  いる講義用スライド） 

工学部建設工学科長 山口教授による模擬講義 



プロジェクト研究報告 その４ 
古代遺跡の修復・保存とナチュラル・アナログ研究 
 
１ プロジェクト研究の目的 
 地圏防災科学、地圏環境科学分野の研究の特徴は、「極めて長い時間に耐える技術」を構築することである。

例えば、高度危険廃棄物の隔離のために地下処分場が計画されたとする。その処分場の「危険物隔離性能、

あるいは安全性」は数百年、数千年、あるいはそれ以上の長時間に渡って保証されねばならない。大地震、

大洪水などの自然災害に耐える都市の研究においても同様であり、過去数百年の間にどの程度の災害が発生

し、その結果、都市の建物などがどのような被害を蒙ったかを認識した上で、長時間に耐える安全技術を開

発しなければならない。このような観点から、実際の自然環境のもとで数百年、数千年の時間をたえてきた

古代遺跡の技術を研究し、さらにその遺跡を後世に残すように修復し保存して行くことが大事である。 
 この方向の研究は、工学の観点ばかりでなく、文化人類学、考古学、歴史学など文化科学の研究者と一体

となって進められることが肝要である。わが国においては、このような、いわば「文理融合型」の研究プロ

ジェクトは極めて少ない。地圏科学研究センターは、埼玉大学で一丸となって、「長時間に耐える地圏に関す

る技術の研究」を文理融合型の研究組織で推進する。具体的には、下記の研究を行っている。 
 
(1) ユネスコ及び諸外国との協力体制構築を基とした古代遺跡の修復・保全の研究 

日本の他、ペルー、イラン、カザフスタン等で研究を推進する。 
(2) アドベ(日干しレンガ)等の、古代から現代まで使用されてきた地圏材料の研究と、それらを用 

いた構造物の耐震性など防災性の向上研究、材料の長期健全性研究。 
(3) 古代遺跡の変遷の研究を通して、長期にわたる地球規模の環境変動を把握し、文化人類学等の学問分野

にそれらの研究情報を還元する。 
 
 
２ 研究組織 
 本プロジェクトを支える地圏科学研究センターの組織を下表にまとめる。 
 

担 当 者 研 究 課 題 
教授 加藤泰建 

(副学長・研究顧問) 
文理融合型研究の推進。国際的研究の立ち上げと推進。 
アンデス地域古代遺跡の文化人類学的研究。 

教授 渡邉邦夫 
(プロジェクト・リーダー) 

研究コーディネート。イラン、カザフスタン、ペルー遺跡修

復保存研究。ナチュラル・アナログ研究 
教授 渡邉啓行 

(センター長) アドベ建築の耐震性・長期健全性研究 

助教授 風間秀彦 古代遺跡建設材料の物理的特性の研究 

助教授 井口欣也 
(センター協力教官) アンデス地域古代遺跡の修復・保存及び文化人類学的研究 

助手 谷山尚 
(センター協力教官) アドベ建築の耐震性に関する研究 

 
 
３ プロジェクト推進研究資金 
 平成14年度に、このプロジェクト研究に関して大学が受け入れた研究費等は下記である。 
・ユネスコからの渡航費等研究実費(渡邉邦夫分)        約1.500,000円                
・校費                                800,000円  
この他、文部科学省科学研究費(代表 加藤泰建副学長)などを適宜使用 
 



４ 全体の研究スケジュールと平成14年度達成状況 
 全体のプロジェクト研究計画と平成14年度達成成果をまとめると下記である。 
 

プロジェクトの 
個別研究テーマ 全体目標 平成14年度の成果 

ユネスコ及び諸外国との研究

協力体制構築を基にした研究 
古代遺跡修復・保全技術の体系化

と国内外の研究ネットワーク構築 

・ペルー、イラン、カザフスタン

の遺跡修復・保全研究 
・イラン文化財修復保存研究所と

の研究協力協定締結 

アドベ等古代建設材料の研究

と都市の防災性向上研究 
文理融合型地圏防災研究システム

の構築。 
・アドベ建築の耐震性に関する振

動台を用いた実験 

古代遺跡を用いた地球環境長

期変動研究 
古代遺跡情報を用いた地球規模環

境変動の研究体制構築 

・ペルー、クントゥル・ワシ遺跡

の過去の崩壊研究 
・カザフスタン、オトラル遺跡の

変遷研究 
 
 

カザフスタン・オトラル遺跡の修復（左；作業風景，右；現地研究者との交流） 
 
 

ペルー・クントゥル・ワシ遺跡の修復（左；遺跡全景，右；作業風景） 
 



短期プロジェクト研究報告 
地圏科学・技術解析ソフト情報処理体系化の研究 

－大気・土壌・地下水連成場における汚染物質移行のモデル化－ 
 
 
１ プロジェクト研究の目的 
  今日、コンピュータの飛躍的な演算能力向上と解析アルゴリズムの進歩により、処理可能な情報量は急激

に増加している。さらに扱う情報の種類は、これまでの数値や文字から、画像や音声、膨大なファイルやイ

ンターネット上のデータベースにまで多様化してきた。地圏科学の分野においても、シミュレーション、CAE
（コンピュータ支援によるエンジニアリング）などの数値解析技術、GIS（地理情報システム）などのデー

タベース技術、衛星を利用したリモートセンシング技術や、実験・計測技術など、様々な場面においてコン

ピュータを用いた情報処理技術が利用されている。 
  本研究では地圏科学・技術に関するソフトウェアの全様を分類しその内容をまとめ、それらの課題を明ら

かにすることを目的として研究を進めた。 
 
 
２ 研究組織 
  この短期プロジェクト研究は、埼玉大学２１世紀総合研究機構による短期プロジェクト研究として実施さ

れたものである。研究組織は、佐藤センター教授を研究代表者として、下記のようにセンター関連教官及び

他組織の協力研究員から成る。 
 

●研究員（地圏科学研究センター） ●協力研究員 

教授      佐藤 邦明 

    （研究代表者） 
助教授          長田 昌彦 下垣 久 （電力中央研究所） 

教授     渡辺 啓行 助教授      荒川 洋二 和田 明 （日本大学） 

教授     渡辺 邦夫 客員教授     吉川 龍之進 上野 孝之（大林組） 

教授     川上 英二 研究支援推進員 落合 靖 
佐々木 孝 

    （アーク情報システム） 

助教授    風間 秀彦 非常勤研究員    Mahesh Raj Gautam  

 
 
３ プロジェクト推進研究資金 
 平成14年度に、このプロジェクト研究に関する研究費等は下記である。 
 ・埼玉大学２１世紀総合研究機構短期プロジェクト研究経費 
 ・校費 
 
４ 研究状況 
  ここでは、最近の地圏科学に関連する市販ソフト、研究用ソフト、現在構想中あるいは研究中のソフトな

どの一部を紹介する。さらに、最近の研究成果として「大気・土壌・地下水連成場における汚染物質の移行

のモデル化」について応用演算結果を示す。 
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               モデル概念図                             解析結果例【VOC濃度変化(森林,降雨なし)】 
 
 

表 地圏科学・技術解析ソフトウェア 

分類 内容・概要 ソフトウェア名 

大気拡散 

モデル 

BREEZE,CMB7,CMB8,ISCLT3,METI-LIS-Model,Shi

mLAB,FLUENT,TNO-Puff-Model,Plume-Model,Sup

er-HIWAY,SPEEDI,WSPEEDI,かくさんすけっと,

大気拡散シミュレータ,気象環境測定システ

ム,Fluidyn-PANAIR 

表層水モデル ReachScan,EXAMⅡ,SMS,AQUASEA 

土壌モデル EMSOFT,PRZM2 

流水モデル 流水計算パッケージ,タンクモデル,貯留関数法 

多媒体モデル SimpleTreat3,SimpleBox2 

大 

気 

・ 

土 

壌 

地下水関連 STEPS,GMS,SEEP/W,AQUA3D,PC/UNISSF,TRANSFLO

W,MODFLOW,TOUGH2,MT3D,STAR 

廃棄物地下処理 UDEC 

汚染物質移流拡散 CTRAN/W,QUAL-Ⅱ,気流解析君,Fluidyn-NS 

廃 

棄 

物 熱力学応用計算 FactSage,PHOENICS 

耐震解析 FCENA 

線形・非線形動的解析 Y-DYMA/NL,UC-win/FRAME,WCOMD,COM3(Fiber),D

YNA2E,FEVA,COSMOS,ANASYS,StressCheck,MSC/N

astran,ADINA,Pro/MECHANICA,FEMAP,TDAP 

地震応答解析 Flush-Complex,micro-FLUSH, EARTH-1,TDAP 

耐 

震 

地盤・構造物の動的相

互作用 

micro-FLUSH,DINAS,NANSSI/2D,TDAP 

地盤の波動伝播解析 ArkQuake,D-PROP,GeoWAVE,トンネル切羽 

液状化計算 LIQ/PV, ArkQuake,液状化の判定(H14) 

地盤応力と変形作用 SIGNA/W,SOIL2C,SOIL2N/PV 

斜面岩盤崩落 ARC/PV,SLOPE/W 
地 

盤 
浸透流解析 SOIL2F,ARC-Linker,TRANSFLOW,AFIMEX,3D-FLOW

,2D-FLOW 

 

不透水層 

地下水面 

ｚ 

地表面 

ｘ 

 大気 
SALSA モデル 

土壌中 VOC・熱輸送モデル 

風速、温位、比湿、乱流エネルギー 
土壌中水分、熱、地表面熱収支 

水分、溶質、熱 

地下水位、流速、水分、溶質
地下水流 

不飽和帯 

毛管水帯 

飽和帯 

地下水中 VOC 移流分散モデル  



 
 
 
 
 
 

 Ⅲ センターの対外活動等   
 
 
 
 
 



１               第２回“彩の国”県民科学オープンフォーラム２００２ 

「地震から人と家と町を守る」を開催 

平成 14 年 11 月 26 日，大宮ソニックシティにて，第 2 回“彩の国”県民科学オープンフォーラム 2002 

「地震から人と家と町を守る」を開催した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“彩の国”県民科学オープンフォーラム２００２ 

―地震から人と家と町を守る― 

 
           主催： 埼玉大学地圏科学研究センター 

共催： 文部科学省研究開発局，自然災害研究協議会関東地区部会， 

防災研究フォーラム 

           後援： 埼玉県環境防災部，埼玉県教育委員会 

日時： 平成１４年１１月２６日 （火） １４：００－１７：００ 

場所： 大宮ソニックシティ 市民ホール（401、402 室） 

参加費：無料 

 

プログラム 

開会挨拶： 埼玉大学地圏科学研究センター長 渡邉 啓行氏 (14:00-14:10) 

      埼玉県環境防災部長       柿沼トミ子氏 (14:10-14:20) 

  司会および会進行：  埼玉大学地圏科学研究センター教授   渡辺 邦夫氏 

                埼玉大学地圏科学研究センター助教授 荒川 洋二氏  

                埼玉大学地圏科学研究センター助教授 長田 昌彦氏  

話題提供: 

 ①地震環境と地震被害   ―過去の地震と人の被害―            (14:20-14:50) 

                埼玉大学地圏科学研究センター教授  川上 英二氏 

 ②あなたの家の地震被害 ―木造住宅の耐震診断と補強の実例― (14:50-15:20) 

                工学院大学工学部建築学科教授    宮澤 健二氏 

 ③あなたの町の地震被害 ―埼玉県の火災、防災対策―          (15:20-15:50) 

                埼玉県環境防災部消防防災課主幹   小林 秀樹氏 

討論会:  (16:00-17:00) 

 コーディネーター：      埼玉大学地圏科学研究センター教授  渡邉 啓行氏 

                          埼玉大学地圏科学研究センター助教授 風間 秀彦氏 

 パネリスト：         埼玉大学地圏科学研究センター教授  川上 英二氏 

                工学院大学工学部建築学科教授    宮澤 健二氏 

                埼玉県環境防災部消防防災課主幹   小林 秀樹氏 

閉会の辞：  埼玉大学地圏科学研究センター教授 佐藤 邦明氏 
 

                                         問い合わせ先：埼玉大学地圏科学研究センター事務室 

                                                       〒338-8570 さいたま市下大久保 255 

                                                       TEL:048-858-3568   FAX:048-855-1378 
 



２ イラン文化庁文化財修復保存研究所（Research Center
for Conservation of Culture Relics)との研究協定締結

イラン側での調印

日本側での調印





 
 
 

＜改訂 2＞ 
３  核燃料サイクル開発機構との覚書（案） 

 
埼玉大学地圏科学研究センターと核燃料サイクル開発機構との 

研究協力に関する覚書（案） 

埼玉大学地圏科学研究センターと核燃料サイクル開発機構（以下「両機関」という。）と

は、学術及び科学技術の発展に寄与するために相互の研究協力を促進するとともに人材育

成の一層の充実を図るため、次のとおり合意したので本覚書を交換する。 

１ 両機関は、次の分野において研究協力を行うものとする。 
① 学術資料、出版物及び研究情報の相互交換 
② 研究員及び教官等の交流 
③ 研究会の共同開催 
④ 共同研究の計画及び実施並びに人材育成の促進 
⑤ その他両機関の共通の研究協力を増進する活動 

２ 前項に掲げる研究協力の実施に当たっては、あらかじめ両機関で協議した上で行うも

のとし、両機関の所定の手続きに則して行うものとする。 

３ 本覚書の改訂の必要がある場合、又は本覚書に定めるもののほか必要な事項を定める

場合は、両機関が協議の上、処理するものとする。 

４ 本覚書の有効期間は、両機関の代表者が記名捺印した日から平成 16 年 3 月 31 日まで

とし、期間満了の３ケ月前までに、両機関いずれかにより申し出がないときは、さら

に１年間ずつ期間を延長するものとする。ただし、両機関のいずれか一方が 6 月前に

文書をもって相手側に通知することにより本覚書を終了させることができる。 

以上の証として、本書 2 通を作成し、記名押印の上、各自 1 通を保有する。 

平成 15 年 3 月 日 
 

埼玉県さいたま市下大久保 255 
 埼玉大学 地圏科学研究センター 
 
茨城県那珂郡東海村村松 4 番地 49 
 核燃料サイクル開発機構 
  技術開発部長 鹿倉 栄 



４ 広島県廿日市高校生徒の研修（ミニ講義）

広島県の廿日市高校生が地圏科学研究センターを訪問し，
佐藤教授が「地圏の水に関するミニ講義」を行った。

５ センター留学生「友好の集い」へ参加

（右から2番目が本学生Subir君）



 
 
 
 
 
 

 Ⅳ 個別活動状況   
 
 
 
 
 
 



１．概要 

 
埼玉大学地圏科学研究センターの研究・教育分野の活動は，まとめると下記である。 
 
研究活動 

 研究論文：20 編 
 著書，資料，解説，講義等：18 編 
 学術講演：14 編 
 国際共同研究：16 件 
 
教育活動（学生指導） 

 大学院博士後期課程修了者：1 名 
 大学院博士前期課程修了者：8 名（うち，留学生 4 名） 
 卒業研究指導生：18 名 
 
社会活動 

 学協会関連：  26 件 
 省庁関連：   9 件 
 地方自治体関連：  5 件 
 その他：  10 件 
 
受け入れ研究費 

 科学研究費補助金  26,650,000 円 
 共同研究費    3,700,000 円 
 受託研究費    5,991,000 円 
 委任経理金    4,000,000 円 
 学内競争的資金    6,145,000 円 
 総      計   46,486,000 円 
 
 
 
 



研究紹介 Ⅱ 岩盤割れ目系の３次元ビジュアル化技術の開発

研究紹介 Ⅰ 岩盤割れ目系の評価

MIU-1

MIU-2

MIU-3

AN-1

0 200m

Locations of four 1000m 
boreholes in MIU site, JNC 
Tono Geoscience Center

Directions distribution of fractures observed 
along AN-1 and MIU-1.
Directions of 2000-4000 fractures are plotted
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研究紹介 Ⅲ 飽和多孔媒体へのDNAPL浸透実験

研究紹介 Ⅳ飽和-不飽和浸透解析によるボーリング孔周辺の飽和度分布

深
度

(c
m

)

36sec 38sec 41sec

貫入限界TCE貯留高さ 1.25 cm
7.8 cm

ガラスビーズ 直径3mm  (c-2)
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min. 0.96
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86% quasi steady state
min. 0.81

80% quasi steady state
min. 0.71

The unsaturated zone along the borehole is gradually enlarged
by the relative humidity just above the borehole.
The zone at 80% of RH reaches up to 10cm. 



研究紹介 Ⅴ 質量分析計による岩石の同位対比の測定

東京大学海洋研究所との
共同研究で固体質量分析計を
用いて岩石や鉱物の同位対比
（87Sr/86Sr，143Nd/144Nd）の
分析を行った。
この分析値を用いて年代測定や
起源物質の推定に利用できる。

研究紹介 Ⅵ 大型せん断試験による岩盤接着工法の補強効果の検討

埼玉大学岩盤研究室の
大型せん断試験装置を用いて，
岩盤割れ目に新たに開発された
ロックマスターモルタルを注入し，
せん断特性の向上効果を
推定する。

このような岩盤接着工法は，
地震時における岩盤斜面の
安定化対策に有用な工法である。



(International Short Course on Groundwater Hydraulics)
平成１４年５月３０日

地下水理学国際研修会の開催

（中央右側が，佐藤センター教授）

受講者には，上記の修了証書が渡された。



NHK総合テレビ おはよう日本

「地盤沈下防止に新手法」
平成１４年１０月７日午前８時

佐藤センター教授の活躍

平成14年9月20日（金）埼玉新聞掲載
埼玉県と共同研究を実施している
佐藤センター教授のコメントが掲載された。



2.研究活動
a.論文

An Experimental Investigation on
DNAPL Migration in Saturated Porous
Medium Models

Rabindra Raj G.,
Ueno T., Sato K.

Annual Journal of
Hydraulic Engineering,
JSCE, Vol.46, pp.175-
180

2002.2

大気・土壌連成場における汚染物質の移行
モデル

佐藤 邦明, 阿曽沼 誠 地下水技術, 第44巻第5
号, pp.26-33 2002.5

Simulation of Heat, Moisture and
DNAPL Transport in Different
Unsaturated Land Elements

Rabindra Raj G.,
Sato K., Wada A.

Advances in Fluid
Modeling & Turbulence
Measurements, pp.827-
834

2002.9

Modeling of DNAPL Penetration
Processes through Saturated Porous
Medium

Ueno T., Rabindra
Raj G., Sato K.

Advances in Fluid
Modeling & Turbulence
Measurements, pp.835-
842

2002.9

Numerical Analyses of Coupled VOC,
Heat and Mass Transport in
Unsaturated Porous Medium,

Miura T., Takano
Y., Sato K,
Nishibayashi K.,
Kubo H., Fukuhara
T.

Advances in Fluid
Modeling & Turbulence
Measurements, pp.859-
866.

2002.9

 A Simulation Study of Aqueous and Gas
Phase DNAPL Migration in Shallow
Unsaturated Land Elements

Rabindra Raj G.,
Sato K., Wada A.,
Takano Y., Sasaki
T.

Journal of
Hydroscience and
Hydraulic Engineering,
JSCE, Vol.20, No.2,
pp.51-69

2002.11

An Open Chamber Method in
Continuous measurement of
Evaporation and Energy Balance
Components at the Bare Soil Surface

Shriyangi
Aluwihare and
Kunio Watanabe

Jour. Hydroscience and
Hydraulic Engineering,
Vol.20, No.2. pp.83-104

2002

Estimation of Transpiration from A Tree
by Using Two-sensor Type Evaporation
Meter

Kyi Myint Thwin,
Watanabe, K.,
Lertopocasombut,
K. and Aye Aye
Thant

Ann. Jour. Hydraulic
Engineering, JSCE,
vol. 40, pp. 61-66

2002

推移確率行列と情報論的エントロピーを
用いた岩盤割れ目系の解析-東濃地区大

深度試錐調査データを用いた検討-

齋藤和春，三枝博
光，渡辺邦夫， 宋
元泰

応用地質，第43巻，第

3号，pp.143-155 2002.8

橋脚工事による河川敷内の流水変化につ
いて

大野博之，対馬孝
治，小倉紀雄，渡辺
邦夫

応用地質，vol.43,
no.3, pp. 156-167

2002



Constituent material properties and
clast size distribution of volcanic
breccia.

Saotome,A.,
Yoshinaka, R.,
Osada, M.and
Sugiyama, H.

Engineering Geology,
Vol.64, pp.1-17 2002.4

神津島流紋岩斜面への岩盤接着工法の適
用事例（神津島近海地震での検証）

小野田 敏，桜井 隆
明，長田 昌彦，山

口 健二，桜井 秀
昭，梶山敏也

地すべり，第39巻，第

1号，pp.119-127 2002.6

高密度アレー観測記録に基づく応答スペ
クトル比の確率分布

川上 英二, 茂木 秀
則

日本建築学会構造系論
文集, Vol. 551, pp. 37-
44.

2002. 1

高密度アレー観測記録に基づく整形地盤
上の二地点間の計測震度差の統計解析

茂木 秀則, 川上 英
二

地震, 第２輯 Vol. 55,
pp. 167-180. 2002. 10

Statistical Study of Spatial Variation of
Response Spectrum for Lifeline
Structures

Kawakami H.,
Mogi H. and
Sharma S.

Proceedings of the
Fourth China-Japan-
USA Trilateral
Symposium on
Lifeline Earthquake
Engineering, pp. 169-
176

2002. 10

高密度アレー観測記録から求めた速度応答
スペクトル比の統計解析

川上 英二, 茂木 秀
則, 楊　仲元

第11回日本地震工学シ

ンポジウム, pp. 367-
372

2002.11

乱さない年度と再構成粘土の圧密特性の
比較による年代効果の検討―東京都内の
沖積層と洪積層を対象として―

風間秀彦, 藤田武蔵,
石川紀元, Haty
Win, 中村正明, 中山
俊雄

粘土地盤における最新
の研究と実際―微視的
構造の観察から超軟弱
埋立て地盤対策技術ま
で―に関するシンポジ
ウム発表論文集,
pp.145-150

2002.5

ＳＳケーソンの壁面に作用する摩擦力に関
する一考察

岡本將昭，五味信
治，三国康史，沖川
敬祐，風間秀彦

土木建設技術シンポジ
ウム2002論文集, 地盤

工学会, pp.367-368
2002.5

Ratio of Vertical permeability and
Horizontal permeability of Bangkok clay
at Thammasat University, Rangsit
Campus by consolidation test

Sirisonti P., Chim-
oye W., Kazama H.

Eight National
Convention on Civil
Engineering, pp.GTE
381-386

2002.10

Preliminary geological investigation on
the Paleocene sequences of
Cherrapunji and Mawsynram, East
Khasi Hills, South ShillongPlateau,
Megharaya, NE India

Matsumaru K.,
Jauhri A. K.,
Arakawa Y.,
Agarwar K. K. and
Lyndoh B. C.

Jour. Saitama Univ.,
Fac. Educ. (Math. &
Nat. Sci.), Vol 51, No.
2, pp. 17-28

2002. 9



b. 著書，資料，解説，講義等

地下水理学
佐藤　邦明, 岩佐
義朗（編著）

丸善株式会社 2002.2

地下水流の定式化 佐藤　邦明
国際地下水理学研修会,
pp.1-99 2002.5

 Seawater Intrusion in Coastal Area Sato K.

Vietnam Institute for
Water Resources
Research,Vietnam,
Special Lecture
Material, pp.1-40

2002.4

埼玉県における最近の地盤沈下対策 佐藤　邦明

（社）埼玉県環境検査
研究協会, 環境ニュー

ス, 86号, pp.2-4
2002.9

Mineralogical and chemical properties of
mud brick, Regional training course on
conservation practices for safeguarding
of archeological and historical earthen
architecture

Watanabe, K.
18 Feb.-8 March 2002,
UNESCO and ICHO,
Iran.

2002.2

Restoration of mud brick structure,
Seminar on the Restoration and
Conservation of the ancient Otrar city

Watanabe, K.
9 Sept. 2002,
UNESCO, Almaty,
Kazakhstan.

2002.9

岩盤の主要割れ目の抽出技術 渡辺邦夫
第19回岩盤システム工
学セミナー，pp.209-
229

2002.9

岩盤の有効利用 長田 昌彦
埼経協ニュース，埼玉
大学研究者との出会い
の広場, pp.15.

2002.9

Average Amplification Function of SH
Waves in Irregularly Layered Media

Mogi H.
Kawakami H.

Research Report of
Civil &
Environmental
Engineering, Vol. 31,
pp. 27-32.

 2002. 3

Seismic Wave Propagation Analysis of
Strong Ground Motion Records of
Vertical Arrays

Kawakami H. and
Haddadi H.R.

Research Report of
Civil &
Environmental
Engineering, Vol. 31,
pp. 21-26.

2002. 3

いますぐ始める危機管理　ライフライン編 川上　英二 数研出版, pp. 107-114. 2002.1

地震環境と地震被害 ―過去の地震と人の
被害―

川上　英二

"彩の国"県民科学オー

プンフォーラム2002,
pp. 1-6.

2002.11



防災事典　被害想定 川上　英二(分担）
日本自然災害学会　築
地書館

2002.7

地盤構造とライフライン
川上　英二, 茂木

秀則, 狩野　雅晴

埼玉大学地域共同研究
センター紀要, No. 1, p.
62

2002

圧電カプセルを用いた損傷自己検知型材料
によるスマートストラクチャ化に関する研
究

川上　英二，齊藤
正人，村田　修，渡
邉　健治，西岡　英
俊

合同シーズ展，埼玉県
中小企業振興公社，あ
さひ埼玉産業協力セン
ター

2002.9

圧電カプセルを用いた損傷自己検知型材料
によるスマートストラクチャ化に関する研
究

川上　英二，齊藤
正人，村田　修，渡
邉　健治，西岡　英
俊

#22002中小企業ビジネ

スフェア in TOKYO 2002.9

玉砂利を利用したオープンケーソンに作用
する周面摩擦に関する研究(Ⅱ)

五味信治, 岡本將昭,
風間秀彦

埼玉大学地域共同研究
センター紀要, 第２号,
pp.75-80

2002.12

地盤調査と土質試験の位置づけ 風間秀彦

初心者のための地盤調
査と土質試験講習会講
演資料, 地盤工学会,
pp.1-16

2002.5

c. 学術講演

飽和多孔媒体中のDNAPLの浸透メカニズ
ム

上野　孝之,
Rabindra Raj G., 佐
藤　邦明

第56回土木学会年次学

術講演会講演集, pp.6-7 2002.9

埼玉県の洪水・内水災害 佐藤　邦明
熊谷地方気象台講演会,
pp.1-4 2002.11

主要割れ目の選別とその連続性評価 渡辺邦夫，宋　元泰
第57回土木学会年次学

術講演会Ⅲ-465 2002.9

Fluid flow and solute transfer through
a fracture step : mixing models at
intersections and retardation effect of
a step structure

Khanduy Nguyen 第57回学会年次学術講

演会Ⅲ-741 2002.9

Estimation of hydraulic parameters of
Campbell model Aye Aye Thant 第57回土木学会年次学

術講演会Ⅲ-756 2002.9

断層の透水異方性に着目したフラク
チャーネットワーク地下水流動解析

森田　豊，渡辺邦夫
第32回岩盤力学に関す
るシンポジウム　自由
投稿論文

2002.1

摂動解法を用いた境界要素法による不整
形地盤の応答解析

福原　幸司, 茂木

秀則, 川上　英二

土木学会第57回年次学

術講演会, Vol.1, I-856,
pp.1711-1712

2002.9

重み付き相乗平均を用いた地震波の内挿
方法

山地　幸子, 川上

英二, 茂木　秀則

土木学会第57回年次学

術講演会, Vol.1, I-863,
pp.1725-1726

2002.9



Compressive Behavior of Diluvial Aged
Clays of Setagaya

Win T., Kazama
H., Fujita M.

Proceedings of the
37th Japan National
Conference on
Geotechnical
Engineering, pp.253-
254

2002.7

高温再構成した洪積粘性土の圧密・強度
特性による温度効果の検証

風間秀彦, 石川紀元,
藤田武蔵, Haty
Win, 中村正明, 中山
俊雄

第37回地盤工学研究発

表会講演集, pp.269-
270

2002.7

ＳＳケーソンの周面摩擦力に関する実験
的研究(その１)

岡本將昭,五味信治,
風間秀彦

土木学会第57回年次学

術講演会講演概要集Ⅲ,
pp.1189-1190

2002.9

ＳＳケーソンの周面摩擦力に関する基礎
的研究(その４)

五味信治, 岡本將昭,
風間秀彦

土木学会第57回年次学

術講演会講演概要集Ⅲ,
pp.1191-1192

2002.9

韓国，嶺南地塊北東部の分閃川花崗岩質
片麻岩のRb-Sr, Sm-Nd年代と岩石化学

荒川洋二，朴　桂
憲，金　男勲，宋
用全，天川裕史

地球惑星科学関連学会
2002年合同大会（CD-
Rom版K025-P011）

2002. 5

モンゴル，バヤンホンゴル地域の古生代
後期の花崗岩類の岩石化学

荒川洋二，高橋裕
平，Oyungerel,
S.，内藤一樹，天川
裕史

日本岩石鉱物鉱床学会
2002年度学術講演会，

p. 244
2002. 10



３．社会活動

川上 英二 期間

日本自然災害学会 評議員 1999 ～

土木学会地震工学委員会 委員 1990 ～

風間 秀彦

(社)地盤工学会 データシート情報化対応委員会 委員長 1999 ～ 2003
(社)埼玉県設計コンサルタント技術研修協会 理事 2000 ～

平成15年度国家公務員採用Ⅰ種試験試験専門委員 委員 2002 ～

(社)地盤工学会 ＩＳＯ検討委員会 委員 2002 ～

荒川 洋二

日本岩石鉱物鉱床学会　編集委員会 委員 1992 ～

日本自然災害学会　編集委員会 委員 2001 ～

文化庁　天然記念物保護体制の調査研究委員会 委員 2000 ～

（社）埼玉県測量設計業協会 ＧＰＳ測量に関する委
員会

委員 2001 ～

佐藤 邦明

茨城県 地下水利用審査会 委員長 1976 ～

国土交通省 地下水利用のあり方に関する懇談会 座長 1998 ～

埼玉県 地盤沈下対策調査専門委員会 委員 1976 ～

群馬県 地盤沈下調査研究委員会 委員長 1980 ～

埼玉県 国土利用計画地方審査会 会長 1999 ～

渡辺 邦夫

環境省、砂漠化防止技術検討委員会 委員 1996 ～

総務省、公害等調整委員会、徳山ダム鉱区禁止に関わ
る委員会

委員 2001 ～

ユネスコ、世界遺産修復・保存コンサルタント 1995 ～

核燃サイクル開発機構、客員研究員 客員研究員 1998 ～

国際協力事業団、スリランカ南部２県地下水資源開発
調査監理委員

委員 2001 ～ 2002

土木学会、ISO検討委員会 委員 2000 ～

(財）原子力環境整備促進・資金管理センター、ガス移
行挙動評価検討委員会

1998 ～

(財）原子力環境整備促進・資金管理センター、ナチュ
ラルアナログ研究委員会

2001 ～

会津リエゾン・オフィス、会津若松市省エネ事業策定
委員会

委員 2000 ～

長田 昌彦

地盤工学会 岩石のCD試験方法基準化委員会 委員 1999 ～ 2002
地盤工学会 岩石のCU試験方法基準化委員会 委員 1999 ～ 2002
地盤工学会 岩盤のせん断試験方法基準化委員会 委員 2001 ～

地盤工学会 岩盤分類 基準化委員会 委員 2002 ～



地盤工学会 岩の試験・調査規格・基準検討委員会 委員 2002 ～

地盤工学会 大深度地下利用に関する技術ビジョン検討
委員会

委員 2001 ～ 2002

地盤工学会 地盤工学用語辞典「岩と岩盤の性質」執筆
委員会

委員 2003 ～

日本応用地質学会 地下水問題研究小委員会 委員 2001 ～

吉中 龍之進

(社)地盤工学会 地盤工学会災害連絡会議
専門委員

(岩盤) 1996 ～

(社)地盤工学会 岩の試験・調査規格・基準検討委員会 委員 2000 ～

(社)地盤工学会 岩盤分類基準化準備検討委員会 委員長 2001 ～ 2002

(社)地盤工学会 岩盤分類基準化委員会 委員長 2002 ～

(社)地盤工学会 設計用地盤定数の決め方－岩盤編－編
集委員会

委員長 2003 ～

（社）土木学会 岩盤力学委員会 委員 1998 ～

（社）ダム工学会 地質・基礎研究部会 委員 1995 ～

（社）日本建設機械化協会 オランダ坂トンネル技術
検討委員会

委員 1980 ～ 2003

(社)システム総合研究所 不連続性岩盤研究会 委員 1980 ～

岩の力学連合会 顧問 1999 ～

経済産業省 原子力安全・保安院 関東東北鉱山保安
協議会

委員 1983 ～

経済産業省 総合資源エネルギ－調査会 臨時委員 2001 ～

経済産業省 高耐震構造立地技術確証試験技術評価検
討会

委員 2002 ～ 2003

国土交通省 近畿地方整備局 紀淡連絡道路技術委員
会

委員 1995 ～

栃木県 大谷観測システム委員会 委員 1992 ～

（財）大谷地域整備公社 債務保証審査委員会 委員 1994 ～

（財）ダム技術センタ－ 嘱託研究員 1995 ～

（財）道路保全技術センタ－ 国道17号綾戸地区道路
防災検討委員会

委員 2002 ～



4.海外活動
氏名 行き先 活動内容 期  間

佐藤 邦明 ベトナム
ベトナム国立水資源研究所で講義
（ベトナム政府招聘研究者）

2002.4.1～
2002.4.6

渡辺　邦夫 イラン 土構造，世界遺産保存研修会招待講演
2002.2.28～
2002.3.7

渡辺　邦夫 スイス
モンテリ地下研究所での研究打ち合わせお
よびITC会議出席

2002.5.19～
2002.5.26

渡辺　邦夫 スリランカ JICA地下水開発プロジェクト作業監理
2002.6.12～
2002.6.21

渡辺　邦夫 ペルー クントゥルワシ遺跡修復保全指導
2002.7.10～
2002.7.30

渡辺　邦夫 カザフスタン 世界遺産（Ｏｔｒａｒ遺跡）修復・保全
2002.8.30～
2002.9.11

渡辺　邦夫
タイ，ミャンマー，
スリランカ

埼玉大学国際競争力強化の打ち合わせ
2002.12.1～
2002.12.14

渡辺　邦夫 スリランカ JICA地下水開発プロジェクト作業監理
2002.12.19～
2002.12.26

渡辺　邦夫
タイ（タマサート大
学），ミャンマー

科研費「タイにおける地盤汚染の拡大機構
の解明とその対策に関する研究」のための
資料収集，議論，現地見学の実施，特別講
義と遠隔講義

2003.2.25～
2003.3.8

長田昌彦
スイス（グリムゼル
地下研究所，ETH大
学）

放射性廃棄物処分の国際研修センター準備
会議への出席とモンテリ実験施設での計測
計画打ち合わせ

2002.7.8～
2002.7.15

長田昌彦
スイス・スウェーデ
ン（ETH大学，SKB)

ヨーロッパにおける放射性廃棄物の地層処
分技術に関する調査研究【平成１４年度創
造開発研究海外調査旅費】

2002.8.7～
2002.11.1

長田昌彦
スイス（モンテリ地
下研究所）

モンテリ地下研究所でのボーリング孔内蒸
発量計測の実施

2003.1.26～
2003.2.3

長田昌彦
タイ（タマサート大
学）

科研費「タイにおける地盤汚染の拡大機構
の解明とその対策に関する研究」のための
資料収集，議論，現地見学の実施

2003.2.26～
2003.3.4

川上　英二 中国
日本－中国－米国ライフライン地震工学シ
ンポジウム

2002.10.26～
2002.11.2

風間　秀彦
タイ（タマサート大
学）

遠隔講義及び共同研究の打ち合わせ
2002.11.25～
2002.12.3

風間　秀彦
タイ（タマサート大
学），ミャンマー

科研費「タイにおける地盤汚染の拡大機構
の解明とその対策に関する研究」のための
資料収集，議論，現地見学の実施，特別講
義と遠隔講義

2003.2.26～
2003.3.9



5.学生指導実績

博士後期課程
氏  名 論文タイトル 指導教官 備 考

Rabindra Raj
Giri

Numerical Simulation on DNAPL Subsurface
Migration with Soil-Atmosphere Interaction 佐藤邦明

平成14年9月
修了

博士前期課程 （修士課程）
氏名 論文タイトル 指導教官 備 考

Aye Aye
Thant

Basic study on the estimation of hydraulic
properties of unsaturated and
evapotranspiration for 3-D analysis of
groundwater flow

渡辺邦夫
平成14年9月

修了

Javed Iqbal Earthquake strong motion data processing and
spatio-temporal analysis 川上英二

平成14年9月
修了

塗木　裕之
岩盤接着工法による斜面の安定性向上に関する研
究

長田昌彦
平成15年3月

修了

宋　元泰
東濃地域における1000mボーリングデータを用
いた岩盤のモデル化の研究

渡辺邦夫
平成15年3月

修了

Tran Thi Thu
Ha

Concept of environmental monitoring and 3-D
analysis of ground-water flow 渡辺邦夫

平成15年3月
修了

福原　幸司
境界要素法と摂動解法を組み合わせた不整形地盤
の地震応答解析手法

茂木秀則
平成15年3月

修了

山地　幸子 重み付き相乗平均を用いた地震波形の内挿方法 川上英二
平成15年3月

修了

Eric
Augustus

Tingatinga

Three-dimensional seismic damage simulation
using rigid body-spring method 川上英二

平成15年3月
修了

学部生
氏名 論文タイトル 指導教官 備 考

寺嶋  義和

馬場  香
神岡鉱山観測坑道を対象とした割れ目系のモデル
化に関する研究

渡辺邦夫
平成15年3月

卒業

吉田  悠樹

畑瀬  哲也
横ずれ断層によって表層地盤内に生じるせん断に
ついて－模型実験による検討

谷山尚
渡邉啓行

平成15年3月
卒業

猪鼻  純一

中山  龍司
岩盤接着工法によるせん断補強効果に関する実験
的研究

長田昌彦
平成15年3月

卒業

大宜見  綾平
多孔媒体モデルにおける非溶解性液滴の沈降分散
に関する研究

佐藤邦明
平成15年3月

卒業

城後  将希

渡邉  昌弘
乱さない沖積粘土と室温・高温再構成粘土の圧
密・強度特性について

風間秀彦
平成15年3月

卒業



峠坂  滋彦 2000年鳥取県西部地震の破壊過程と地震動
谷山 尚
渡邉啓行

平成15年3月
卒業

永岡  祐一郎
岩盤接着工法による不連続面間の付着力評価に関
する研究

長田昌彦
平成15年3月

卒業

平賀  理 玉砂利を用いたオープンケーソンの周面摩擦に関
する実験的研究

風間秀彦
平成15年3月

卒業

本田  薫 アドベ構造の耐震補強に関する研究 渡邉啓行
平成15年3月

卒業

二神  秀嗣
小型CCDカメラを用いた地震時の自動動画記録
装置の開発

茂木秀則
川上英二

平成15年3月
卒業

佐藤  有美 関東地震における火災からの避難経路の検討
川上英二
茂木秀則

平成15年3月
卒業

高橋  寧子
高密度観測データに基づく二地点間の最大加速度
比・最大速度比の確率分布

茂木秀則
川上英二

平成15年3月
卒業

深谷  武史
地震被害を受けた構造物の余震に対する耐震性能
の評価

斉藤正人
川上英二

平成15年3月
卒業

松浦  亮 寒冷地の夏場および冬場における地震動の伝播特
性

川上英二
平成15年3月

卒業

水谷  年希
地盤の非線形性を考慮した大型基礎の入力損失効
果に関する解析的研究

斉藤正人
川上英二

平成15年3月
卒業

森田  春樹
地震時における車両の跳躍現象と３次元動的挙動
解析

茂木秀則
川上英二

平成15年3月
卒業

田村 実枝子
韓国、嶺南地塊の原生代変堆積岩類の地球化学的
研究

荒川洋二
平成15年3月

卒業

清野 千里
モンゴル、バヤンホンゴル地域の花崗岩類のRb-
Sr年代と化学組成

荒川洋二
平成15年3月

卒業



６．研究費獲得状況

1) 平成14年度科学研究費補助金

課題番号 研究課題名 研究代表者 研究種目 配分額

14350237
地表面での地震動に及ぼす地形，樹
木，建物群などの影響解明と多重反射
理論の改良

渡辺 啓行
基盤研究

（B) (2) 4,600千円

13878079 地上構造物や樹木などの不規則分布を
考慮した地震外力の推定方法の開発

渡辺 啓行 萌芽的研究 1,200千円

14550539 大気・土壌連成数学モデルに基づく土
壌汚染物質の予測解析システムの研究

佐藤 邦明
基盤研究

（C）(１）
1,500千円

14350251
廃棄物地層処分に関する泥質軟岩内の
微少浸透流の計測と物質移行に関する
研究

渡辺 邦夫
基盤研究

（B）(２）
8,800千円

13750466
礫分布特性を考慮した火山角礫岩の力
学特性とそれに基づく原位置地盤の評
価手法の検討

長田 昌彦
若手研究

(B)  1,100 千円

14380199 地形、樹木、建物群などの地表面の条
件が地震に与える影響の解明

川上 英二
基盤研究

（B）(２）
4,600千円

02094 波動伝播モデルによる強地震動下での
地盤振動問題の解析的研究

川上 英二
特別研究員

奨励費
400千円

14404002 タイにおける地盤汚染の拡大機構の解
明とその対策に関する研究

風間 秀彦
基盤研究

（B）(２）
4,450千円

2) 共同研究

相手方 研究課題名 研究代表者 研究期間 研究費

(株)大林組
多孔媒体マイクロモデルによる高・低
比重混合液体の重力分散メカニズムに
関する実験的研究

佐藤 邦明
許可日～平
成15年3月31

日
400千円

ニッケン（株）
地下空間構築における経済的な地盤・
地下水情報処理システムの開発

佐藤 邦明 2,500千円

（財）鉄道総合研
究所

損傷事故検知型デバイスの開発とその
システム化に関する研究

川上 英二

斉藤 正人

許可日～平
成15年3月28

日
500千円

日産建設㈱
玉砂利を使用したオープンケーソンに
作用する周面摩擦に関する研究

風間 秀彦
許可日～平
成15年3月31

日
300千円



3) 受託研究費

相手方 研究課題名 研究代表者 研究期間 研究費

核燃料サイクル開
発機構

割れ目系岩盤を対象とした地質構造の
モデル化に関する研究

長田 昌彦

渡辺 邦夫

平成14年9月
12日～平成

15年3月23日
5,991千円

4) 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

学長裁量経費「研
究プロジェクト経

費」

地震断層とライフライン構造物の破壊
性状に関する研究

川上 英二 2,270千円

学長裁量経費「国
際交流経費」

東南アジアとの国際遠隔講義・共同研
究ネットワークシステム構築

風間 秀彦 1,000千円

学長裁量経費「教
育研究設備充実

費」
大画面映像表示システム

地圏科学研
究センター

2,700千円

学長裁量経費「学
長指定経費」

地圏科学研究センター研究推進・評価
委員会の開催に伴う委員の旅費および
謝金

地圏科学研
究センター

175千円

5) 委任経理金
寄　附　者 寄附金の名称 研　究　者 寄附金額

㈱大林組 研究助成金 渡辺 邦夫 1,500千円

アイドールエンジ
ニヤリング㈱

研究助成金 渡辺 邦夫 1,000千円

大成建設（株） 研究助成金 渡辺 邦夫 500千円

ロックマスター協
会

研究助成金 長田 昌彦 1,000千円



 
 
 
 
 
 

 Ⅴ 付  録   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

付録１ 

埼玉大学地圏科学研究センターの設立経緯・研究内容・研究組織 

                    地圏科学研究センター長 教授 渡辺啓行 
 
はじめに 
 本埼玉大学地圏科学研究センターは、工学部附属地盤水理実験施設と教育学部附属地球科学

観測実験室を統合し、さらに工学部建設工学科の全面的協力を得て平成１３年４月１日に発足

した。地圏科学を総合的に研究する組織としては日本の大学では唯一のものである。ここで、

センターの設立経緯・研究内容・研究組織について概略的に説明する。 
 
設立経緯 
 本センターの前身である工学部附属地盤水理実験施設と教育学部附属地球科学観測実験室の

沿革については本年報の付録に示したが、ここでそれら組織の研究内容と、地圏科学研究セン

ター設立に至った経緯を簡単に説明する。 
 まず工学部地盤水理実験施設は、地盤と水との共存状態を科学的に研究し、それをもとに関

連する新技術を開発し、教育を行うことを目的として昭和 49 年に設置された。同施設では、

関東地域などにおける広域地盤沈下のメカニズム解明とその対策方法の確立、地下水資源の有

効利用法の開発、地下深部岩盤内の地下水流れの解明などに多大な成果を挙げた。地盤と水と

の共存状態に係わる科学技術の発展に先導的役割を果たして来た。 
 一方、教育学部附属地球科学観測実験室は関東地域を対象とした地球科学の教育研究の発展、

地学現象の観測と実験の高度化を目的に昭和４６年に設置され、関東地域の地質構造の解明、

生物種や生態系の発生と消滅の地球科学的研究に多大な成果を挙げた。 
 近年、地域の都市化が急速に進行し、大地の自然と人や都市との関わりがより深化し、新た

な問題が生じ拡大してきた。例えば大都市の地震災害対策や深刻化する大地・地下水汚染、高

度危険廃棄物の安全な地下処分である。これらの問題に対しては、地下の地盤・岩盤や地下水

などのあり方を研究すると共に最新の耐震技術や地下水コントロール技術を開発し、総合的に

当たる必要がある。大地の自然と調和した社会のあり方を考え、それを支える技術を研究する

学問が地圏科学である。地域開発が進むに伴って地圏科学の研究の必要性が全世界的に高くな

ってきたのである。この背景を踏まえ、地圏科学の研究を効率的に発展させる組織として埼玉

大学地圏科学研究センターが設立された。 
 
センターの研究内容 
 埼玉大学地圏科学研究センターは２つの研究分野で構成されている。地圏防災科学研究分野

と地圏環境科学研究分野である。以下、各々の分野の研究について概略説明する。 
 地圏防災科学研究分野では、首都圏に代表される大都市およびその周辺地域で想定される地

震災害の中で、特に重要性が大きい複合型地震災害の軽減に関する研究を推進する。複合型地

震災害とは、鉄道、道路、送電線、ガス管、情報網など人間生活を支える各種ライフライン及

び、堤防や排水機場などの河川構造物の破壊が重なって被害を増大させたり、１つの構造物の

破壊が二次的・連鎖的に被害を拡大して行く現代的な災害である。現代都市の機能が高度化・



 

  

複雑化するにしたがって、この複合型地震災害もまた複雑化してゆく。本研究分野では、現代

都市の複合型地震災害シナリオを明確にした上で、とくに問題となる各種ライフラインの耐震

性向上技術を地盤の詳細把握を基礎として開発して行く。 
 地圏環境科学研究分野では、現代社会が抱える大地・地下水汚染の修復・回復技術、及び、

高度危険廃棄物の安全な地下処分技術を研究する。この研究では、地表部における蒸発散を考

えた汚染物質移動メカニズム、及びダイオキシンや放射性廃棄物など高度危険廃棄物処分の対

象となる深部地下岩盤の性状と地下水流動の把握が大事となる。これらを調査し、また的確に

評価し解析する技術をまず開発する。その上で、浅部地下の汚染物質除去技術と深部地下にお

ける高度危険廃棄物隔離技術を開発する。このため、本研究分野では現地調査、実験の比重が

大きくなる。この点が本センターの研究の大きな特徴である。 
 本研究センター研究のもう一つの特徴は、国際的な共同研究を積極的に推進することである。

これは、地圏科学に係わる問題が全地球的な問題であることによるものである。例えば地震災

害であれば都市機能の阻害は世界共通に見られるものである。そのため、国際的な情報交換が

極めて重要となる。地圏環境分野でも同様であり、大地や地下水の汚染は全世界的に進んでい

る。また高度危険廃棄物の深部地下の隔離も共通の問題である。国際共同研究による問題解決

は極めて大事であり、本センターは積極的に推進する。 
 
研究組織 
 前述したように、本地圏科学研究センターは地圏防災科学研究分野と地圏環境科学研究分野

の２分野から構成される。各分野にはそれぞれ３名の専任教官が配置されている。専任教官に

加えて地圏科学の研究を推進するために１名の客員教官が配置されている。 
 専任、客員教官配置は下記である。 
 
             地圏防災科学研究分野 
             川上英二教授、風間秀彦助教授 
             荒川洋二助教授 
センター長                        客員教授 
渡辺啓行教授                                              吉中龍之進埼玉大学名誉教授 
             地圏環境科学研究分野 
             佐藤邦明教授、渡辺邦夫教授 
             長田昌彦助教授 
 
           注 教官プロフィール参照 
 
さらに、本研究センターの研究を支援するため、８名の協力教官をお願いしている(協力教官プ

ロフィール参照)。 
 本研究センターの研究については、埼玉大学外部の学識経験者より成る、研究推進評価委員

会により評価されるシステムを取っている。研究推進評価委員会構成委員については別に示し

た。 



  

  付録２         ○埼玉大学地圏科学研究センター規程 

平成 13 年 3 月 15 日 
規  程  第 38 号 

（趣旨） 

第１条  この規程は，埼玉大学学則第７条第２項の規定に基づき，埼玉大学地圏科学研究センター（以下「セ

ンター」という。）に関し，必要な事項を定める。 
（目的） 

第２条  センターは，地圏科学研究センター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  協力研究分野に関し必要な事項は，センター長が別に定める。 

（研究及び業務） 

第４条  センターにおいては，次の各号に掲げる研究及び業務を行う。 
  (１) 都市域，特に首都圏の地震災害軽減技術の開発に関すること。 
  (２) 都市域，特に首都圏の詳細地圏構造の解明に関すること。 
  (３) 地圏及び地圏水の適正環境の保全技術の開発に関すること。 
  (４) 高度危険廃棄物の深層処分技術の開発に関すること。 
  (５) 都市域における地圏の適正利用技術の開発に関すること。 
  (６) 自然災害と地圏環境に関する国内外の資料収集に関すること。 
  (７) その他センターの目的を達成するために必要なこと。 

（管理委員会） 

第５条  センターの管理運営に関する重要事項を審議するため，埼玉大学地圏科学研究センター管理委員会

（以下「管理委員会」という。）を置く。 
２  管理委員会に関する必要な事項は，別に定める。 

（組織） 

第６条  センターに次の職員を置く。 
  (１) センター長 
  (２) 専任教官 
  (３) その他の職員 

２  センター長は，センターの管理運営をつかさどる。 
（センター長等の選考） 

第７条  センター長の選考は，本学の教授のうちから，管理委員会の推薦により学長が行う。 
２  センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠のセンター長の任期は前任者の残

任期間とする。 
第８条  センターの専任教官の選考は，管理委員会の議に基づき，学長が行う。 



  

（客員教授等） 

第９条  センターに客員教授又は客員助教授（以下「客員教授等」という。）を置くことができる。 
２  客員教授等の選考は，管理委員会の議に基づき，学長が行う。 
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１０条  センターに埼玉大学地圏科学研究センター会議（以下「センター会議」という。）を置く。 
２  センター会議は，センターの研究及び運営に関する具体的方策を審議する。 

第１１条  センター会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
  (１) センター長 
  (２) センターの専任教官 
  (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，学長が命ずる。 
３  第１項第３号に規定する委員の任期は１年とし，再任を妨げない。 

第１２条  センター長は，センター会議を招集し，その議長となる。 
２  センター長に事故あるときは，あらかじめセンター長の指名する委員がその職務を代行する。 

第１３条  センター会議は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開き議決することができない。 
２  センター会議の議事は，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。 
第１４条  議長は，必要と認めたときは，第１１条に定める委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことが

できる。 
（研究推進・評価委員会） 

第１５条  センターに，埼玉大学地圏科学研究センター研究推進・評価委員会（以下「研究推進・評価委員

会」という。）を置くことができる。 
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。 

（事務） 

第１６条  センターの事務は，総務部国際交流課において処理する。 
（雑則） 

第１７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 

１  この規程は，平成１３年４月１日から施行する。 
２  この規程施行後，最初に任命されるセンター長の選考については，第７条の規定にかかわらず，埼玉大

学地圏科学研究センター（仮称）設置準備委員会の推薦に基づき，学長が行うものとし，その任期は，

第７条第２項の規定にかかわらず，平成１５年３月３１日までとする。 
３  この規程施行後，最初に任命されるセンターの専任教官の選考については，第８条の規定にかかわらず，

埼玉大学地圏科学研究センター（仮称）設置準備委員会の議に基づき，学長が行うものとする。 
４  この規程施行後，第１１条第１項第３号の規程に基づく最初委員の任期は，同条第３項の規定にかかわ

らず，平成１４年３月３１日までとする。 
５  埼玉大学教育学部地球科学観測実験室規程（昭和４９年９月１８日学長裁定）は，廃止する。 
６  埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設規程（昭和４９年５月２日学長裁定）は，廃止する。 



  

  付録３      ○埼玉大学地圏科学研究センター管理委員会規程 

平成 13 年 3 月 15 日 
規  程  第 39 号 

（趣旨） 

第１条  この規程は，埼玉大学地圏科学研究センター規程第５条第２項の規定に基づき，埼玉大学地圏科学

研究センター管理委員会（以下「管理委員会」という。）に関し，必要な事項を定める。 
（審議事項） 

第２条  管理委員会は，埼玉大学地圏科学研究センター（以下「センター」という。）に関する次の事項を審

議する。 
  (１) 管理及び運営の基本方針に関する事項 
  (２) センター長の人事に関する事項 
  (３) センターの専任教官及び客員教授又は客員助教授の人事に関する事項 
  (４) その他管理運営に関する重要事項 

（組織） 

第３条  管理委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
  (１) 副学長（総務・研究等担当） 
  (２) 各学部長 
  (３) 地域共同研究センター長 
  (４) センター長 
  (５) 附属図書館長 
  (６) 事務局長 

２  前項第６号に規定する委員は，前条第２号及び第３号に掲げる事項の審議には加わらないものと

する。 

（委員長） 

第４条  管理委員会に委員長を置き，副学長をもって充てる。 
２  委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３  委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する委員が，その職務を代行する。 

（会議） 

第５条  管理委員会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開き議決することができない。 
２  管理委員会の議事は，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。 
第６条  管理委員会が必要と認めたときは，第３条に定める委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことが

できる。 
（事務） 

第７条  管理委員会の事務は，総務部国際交流課において処理する。 
（雑則） 

第８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 

この規程は，平成１３年４月１日から施行する。 



  

  付録４   ○埼玉大学地圏科学研究センター研究推進・評価委員会規程 

平成 13 年 5 月 17 日 
規  程  第 5 号 

（趣旨） 

第１条  この規程は，埼玉大学地圏科学研究センター規程第１５条第３項の規定に基づき，埼玉大学地圏科

学研究センター研究推進・評価委員会（以下「研究推進・評価委員会」という。）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，埼玉大学の教官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  前項の委員は，地圏科学研究センター管理委員会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。 

（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  委員長は，委員会を招集しその議長となる。 
３  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。 

（事務） 

第４条  研究推進・評価委員会の事務は，国際交流課において処理する。 
（雑則） 

 附  則 

この規程は，平成１３年５月１７日から施行する。 
 



付録５ 
 
センター長 
 

地圏防災科学研究分野 
教授 渡邉 啓行（わたなべ ひろゆき） 

 
専門分野 ダムの耐震設計 

生年月日  昭和15年3月14日 

最終学歴  1965年東京大学大学院修士課程修了 

学位取得  工学博士(東京大学)、1974年 

 博士論文タイトル「構造材料の動的変形特性ならびに非弾性構造物の動的解析手法に関する研究」 

 

主な論文 

・有限要素法による粘弾性体の振動解析、土木学会論文集、1972. 

・連続地中壁を有するフィルダムの土質遮水壁と地中壁との接続部近傍の土圧解析、土木学会論文集、1992. 

・３次元地中構造物と地盤の弾塑性動的相互作用に関する実験的研究、土木学会論文集、1994. 

・ペリメーター沿いのジョイントと鉛直ジョイントがコンクリートアーチダムの地震応答に与える影響、

ダム工学、1999. 

・コンクリートアーチダムの地震応答における材料非線形性とジョイント開口の相互作用、ダム工学, 2000. 

主な著書 

・新しい耐震設計法入門、近代図書、1983. 

・土木技術者のための振動便覧、土木学会、1985. 

・土木工学ハンドブック、土木学会、1989. 

・動的解析と耐震設計、技報堂出版、1989. 

・地震工学における動的方法と実例、リアライズ社、1993. 

 

 
地圏防災科学研究分野 
教授 川上 英二（かわかみ ひでじ） 

 
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 昭和26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 

・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. 

・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. 

・大地震に東京は耐えられるか、潮、1997. 

・東京水道における耐震性評価、水道協会雑誌、1999. 

・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. 

主な著書 

・地震と対策－大地震の疑問に答える－、白亜書房、1992. 

・1992トルコ地震災害調査報告、丸善(日本建築学会)、1993. 

・首都圏エリア別防災ガイド、同文書院、1995. 

・阪神・淡路大震災調査報告、上水道、丸善(土木学会)、1997. 

・地震と都市ライフライン、京都大学学術出版会、1998. 

 

 

教官プロフィール 



 
地圏防災科学研究分野 
助教授 風間 秀彦（かざま ひでひこ） 

 
専門分野  土質工学・地盤災害・地盤物性評価 

生年月日    昭和１７年４月１３日 

最終学歴    昭和４３年３月山梨大学大学院工学研究科修士課程土木工学科専攻修了 

学位取得   博士（工学）、平成８年９月（埼玉大学） 

 博士論文タイトル 「粘性土の微視的構造と圧密・せん断特性に関する研究」 

 

主な論文 

・ゆるみによる砂質斜面の不安定化と表層滑落、応用地質、1984． 

・Micro-Structure of Shear Bands and its Relation to the Mechanisms of Dilatancy and Failure of Dense 

Granular Soils, Geotechnique, 1998. 

・細粒分が埋立地盤の液状化特性に及ぼす影響に関する基礎的研究、土木学会論文集、1997. 

・Anisotropy of Undrained Shear Strength of an Overconsolidated Soils by Triaxial and Plane Strain 

Test、Soils and Foundations、1999. 

・Micro-Structure of Soft Bangkok Clay at Thammasat University, Rangsit Campus, Proc．of the 6th 

National Convention on Civil Engineering, 2000． 

・東京低地における沖積層の過圧密特性, 過圧密土および過圧密地盤の力学に関するシンポジウム論文集, 

2000. 

主な著書 

・本邦各種粘性土の土構造と工学的性質、多賀出版、1985. 

・盛土の調査・設計から施工まで－第１回改訂版－、土質工学会編、1990. 

・地盤調査法、地盤工学会編、1995. 

・土木用語大辞典、土木学会編、1999. 

・土質試験の方法と解説－第１回改訂版－、地盤工学会編、2000. 

 
 

地圏防災科学研究分野 
助教授 荒川 洋二（あらかわ ようじ） 

 
専門分野  構造地質学・地球年代学 

生年月日：昭和３１年２月２５日 
最終学歴：昭和６０年３月 筑波大学大学院地球科学研究科修了 
学位取得 理学博士、昭和６０年３月 
 博士論文タイトル Structural and geochemical development of the Hida metamorphic complex, 

central Japan 
 
主な論文 

・Strontium isotopic and chemical variations of the granitic rocks in the Tsukuba district, Japan. 
Contributions to Mineralogy and Petrology, 1989. 

・Nd and Sr isotope characteristics of the plutonic rocks in the S r Rondane Mountains, East 
Antarctica. Proc. NIPR Symp. Antarctic Geoscience, 1994. 

・Native zinc, copper, and brass in the red-clouded anorthite megacrysts as probes of the arc-magmatic 
process. Naturwissenschaften, 1994. 

・Nd-Sr isotopic and geochemical characteristics of two contrasting types of calc-alkaline plutons in the 
Hid abelt, Japan. Chemical Geology, 1995. 

・Sr-Nd isotopic and chemical characteristics of the silicic magma reservoir of the Aira pyrocalstic 
eruption, southern Kyushu, Japan. Jour. Volcanology and Geothermal Research, 1998. 

・ Crustal development of the Hida belt, Japan:Evidence from Nd-Sr isotopic and chemical 
characteristics of igneous and metamorphic rcoks. Tectonophysics, 2000.  

 

 



 
地圏環境科学研究分野 
教授 佐藤 邦明（さとう くにあき） 

 
専門分野  地圏水理学・地下水資源学・地下空間工学 

生年月日  昭和15年1月25日 

最終学歴  1965年大阪大学大学院工学研究科修士課程 

学位取得  工学博士(大阪大学)、1972年  

  博士論文タイトル 「地下水の浸透機構に関する基礎的研究」 

主な論文 

・Groundwater analysis of underground cavern by means of rock block model, J. Soils & Foundation, 

1983. 

・Groundwater resources and characteristics of groundwater basin, J. Water Resour. Development, 

1988.  

・Recent advancement of groundwater hydraulics in underground space technology, J. Hydraulic Research, 

IAHR, 1998. 

・Heat and mass transfer between soil and atmosphere, Hanno case study, J. Hydraulic Engineering, 

JSCE, 1999. 

・Experimental study on gas seepage in rocks, Groundwater Updates, Springer, 2000. 

主な著書 

・地下水入門(編集委員長)、土質工学会、1983. 

・水理公式集、土木学会、1986. 

・地下空間(編集委員長)、土木学会、1990. 

・改訂地下水ハンドブック、建設産業調査会、1998. 

・Groundwater Updates (Editor), Springer-Verlag, 2000. 

・地下水理学（編著），丸善，2002. 

 
 

地圏環境科学研究分野 
教授 渡邉 邦夫（わたなべ くにお） 

 
専門分野  深層処分工学 

生年月日 昭和 24 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 

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

Min. Sci. & Abstr.、1986. 
・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. 
・Runoff analysis in humid forest catchment with artificial neural network, J. Hydrology,  2000. 
・Solute transport through unsaturated soil due to evaporation, J. Environmental Engineering, 2000. 

主な著書 
・地下水入門、土質工学会、1983. 
・水理公式例題集、土木学会、1988. 
・洪水の数値予報、森北出版、1989. 
・地中の虹、近未来社、1992. 
・放射性廃棄物と地層科学、東京大学出版会、1995. 
 

 

 

 



 
地圏環境科学研究分野 
助教授 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 昭和 40 年 1 月 2 日 
最終学歴 東京大学理学部地学科 昭和 63 年卒 
学位取得 博士（工学） 1999 年 3 月（埼玉大学） 
  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 

・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.  
・花崗岩類中の水みちと原位置応力場との関係について、地盤工学シンポジウム、1998. 
・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. 
・稲田花崗岩の初期マイクロクラック分布、応用地質、1999. 
・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． 

 
 
 
 

地圏環境科学研究分野 
客員教授 吉中 龍之進（よしなか りゅうのしん） 

 
     専門分野  岩盤物性評価，岩盤構造物安定解析，超長期岩盤物性，岩盤基礎

安定評価 
学位及び称号 
    昭和 46 年  工学博士(東京大学) 
    平成 13 年  埼玉大学名誉教授 
 
略 歴 

昭和 35 年 4 月～昭和 43 年 6 月  建設省土木研究所研究員 
    昭和 43 年 7 月～昭和 54 年 3 月  埼玉大学工学部建設工学科助教授 
    昭和 54 年 4 月～平成 13 年 3 月  同上 教授 

平成 13 年 5 月～サンコーコンサルタント㈱顧問 岩盤工学研究室長 
 
主な論文 

・三軸圧縮試験による火山角礫岩の強度・変形性, 土木学会論文集、2001． 
・Stability analysis and deformation behavior of large excavated rock slopes, GeoEng2000,  2000. 
・Mechanical behavior of soft rocks under triaxial cyclic loading conditions, Int.J.Rock Mechanics and 

Mining Science, 1997. 
・Strength criterion of rocks, Soils and Foundations, 1970. 

主な著書 
・岩盤分類とその応用(共著), 土木工学社, 1989. 
・堆積軟岩の工学的性質とその応用(共著), 地盤工学会, 1987. 
・岩盤力学(共著), 技報堂出版,  1980. 
・土木技術者のための岩盤力学(共著), 土木学会, 1975. 

 

 

 



  

地圏科学研究センター協力教官リスト 

 
 
松丸国照教授(教育学部、理科教育) 理学博士 
 生年: 1941 年 
 専門: 古生物学 
 
松本史朗教授(工学部、応用化学科) 工学博士 
 生年:  1941 年 
 専門:  化学工学、核燃料サイクル工学 
 
山辺正助教授(工学部、建設工学科) 工学博士 
 生年:  1954 年 
 専門:  岩盤力学、岩盤における熱・応力・浸透連成問題の数値解析 
 
岩下和義助教授(工学部、建設工学科) 工学博士 
 生年:  1960 年 
 専門:  動土質力学、粒状体の数値実験、耐震工学 
 
井口欣也助教授(教養学部、文化人類学) 文学修士 
 生年:  1964 年 
 専門:  文化人類学、アンデス考古学 
 
茂木秀則講師(工学部、建設工学科) 博士(工学) 
 生年:  1965 年 
 専門:  地震工学、地盤振動 
 
谷山尚助手(工学部、建設工学科) 博士(工学) 
 生年:  1965 年 
 専門:  地震工学 
 
斎藤正人助手(工学部、建設工学科) 博士(工学) 
 生年:  1971 年 
 専門:  耐震工学、地震工学 
 
 
 



  付録６           研究推進・評価委員会 委員名簿 

 
 

会 務 氏  名 所  属  機  関  ・  役  職 

委 員 伊 藤   洋 (財)電力中央研究所 我孫子研究所 地圏環境部長 

委 員 奥田  宏明 ㈱シーテック 土木建築本部 取締役副本部長 

委員長 柿沼トミ子 埼玉県 環境防災部 部長 

委 員 片山  恒雄 独立行政法人 防災科学技術研究所 理事長 

委 員 佐藤  雄也 (社) 土壌環境センター 事務局長 

委 員 鈴木  謙二 NHK エデュケーショナル 生活文化部 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 

委 員 武田  精悦 核燃料サイクル開発機構 東濃地科学センター 次長 

委 員 田中  青史 毎日新聞東京本社 科学環境部 部長 

委 員 坪谷  隆夫 原子力環境整備促進・資金管理センター  理事 

委 員 寺田  賢二 東京電力㈱ 原子力技術部 土木技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

委 員 松本  正毅 関西電力㈱ 土木建築室 土木ｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




