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【 表紙写真 】
イラン・バム市は、平成 15 年 12 月 26 日の地震により市内の建物の 95％が倒壊し、43,000 人が
亡くなるなど、甚大な被害を受けた。表紙の写真はバム市内の遺跡、アルゲ・バムの地震 3 週間
前と 4 週間後の状態を示す。この遺跡はほとんどが日干し煉瓦で造られている。地圏科学研究セ
ンターは、イラン文化庁遺跡遺物修復センターと学術交流協定を締結し、共同研究を行っている。
地震前の写真は、イラン文化庁の主催する「土構造物修復に関する国際会議」参加時に、地震後
の写真は、バム遺跡修復ユネスコミッション参加時に渡辺邦夫教授が撮影したものである。

Ⅰ 地圏科学研究センターの活動概要

埼玉大学地圏科学研究センターの活動概要
埼玉大学地圏科学研究センターの目的は、 地圏の自然および自然現象と調和・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。この目的を

達成するために、研究推進・評価委員会による外部評価を受けつつ、平成 14 年度からプロ
ジェクト研究を立ち上げ、平成 15 年度にはこれをさらに進めるよう研究活動を展開してき
た。このほか、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
にわたる活動を行ってきた。以下、
平成 15 年度における諸活動の概略を述べることとする。
詳細については、本冊子「地圏科学研究センター年報」の各項目を参照されたい。
地域の耐震性向上の研究であるプロジェクト研究その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）では、センター教官とセンター協力教官が一

丸となって研究に取り組んだ結果が、論文等の公表によって示されている。またこの成果
の一部として、川上教授を中心に NHK スペシャル「首都激震」を監修するなど、社会啓蒙
にも積極的に取り組んだ。
放射性廃棄物処分の高度化研究であるプロジェクト研究その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）では、過去数年にわ
たりセンター教官が設立に協力してきた「放射性廃棄物の国際研修センター（ITC）」が今
年度発足し、地圏科学研究センターとの間に研究協力協定を結んだことが大きな成果とし
て挙げられる。また昨年度の研究推進・評価委員会の提言を受けて、放射性廃棄物の処分
問題だけでなく、一般の危険廃棄物の処分問題に対してもネパール・トリブバン大学と埼
玉大学との学術交流協定を軸に、同国における廃棄物処分研究に着手している。
東南アジア高等教育支援・地圏環境共同研究であるプロジェクト研究その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）については、今後情
報設備が整備されることを念頭に、国際遠隔講義の試行に力を入れた。平成 15 年 12 月 17
日にはタマサート大学から埼玉大学の留学生に対して遠隔講義を試行し、国際遠隔講義実
用化の道を拓いた。また共同研究の成果の一部として、平成 15 年 9 月 18、19 日の両日タ
マサート大学工学部と埼玉大学工学部建設工学科および地圏科学研究センターによる共同
セミナーをランシットキャンパスにて実施した。そのほか、ミャンマー海事大学への教育
支援を継続するとともに、JICA プロジェクト立ち上げのために東ティモール大学への教育
支援を強化した。東ティモールへは平成 15 年 9 月のセンター教官派遣に引き続き、平成 16
年 3 月にセンター教官および協力教官を派遣する予定である。
世界の遺跡修復・保存を基にした地圏文化研究であるプロジェクト研究その４（古代遺
跡の修復・保存とナチュラル・アナログ研究）は、文理融合型のプロジェクト研究であり、

日本をはじめペルー・イラン・カザフスタンなどの事例研究を通して、特に土構造物の保
存に関する研究を進めている。平成 15 年 12 月 26 日にイランで発生したバム地震のために、
多くの犠牲者とともに、重要な世界遺産が大きな被害を受けた。地圏科学研究センターは、
同国文化庁遺跡遺物保存修復センター（RCCCR）と学術交流協定を結んでおり、この復興
支援に積極的に関与することになった。これに関連して、センター教官を地震被害調査に
派遣するとともに、平成 16 年 2 月にはユネスコが組織するイラン文化庁一行が地圏科学研
究センターを訪問し、今後の支援体制について打ち合わせを行った。
地圏科学の社会的啓蒙に関しては、平成 15 年 12 月 10 日に大宮ソニックシティ市民ホー
ルにおいて第 3 回目となる「 彩の国 県民科学オープンフォーラム 2003」を、
「土壌・地
下水汚染から社会を守る」というタイトルで開催した。今年も 100 名以上の参加者があり、
活発に議論が行われ、地圏科学に関する関心の高さが如実に現れていた。
そのほかにも、大学および地圏科学研究センターへのニーズに応えて、JICA プロジェク
トに関連した技術支援や、埼玉大学説明会や一日体験入学を通して開かれた大学のイメー
ジの構築等に努力した。またプロジェクト研究の一部の成果として、埼玉大学初のベンチ
ャー企業「さいたま Package-D」を発足させた。

これらの成果は、センター長であった故渡邊啓行教授の献身的な努力によるところが大
きく、センター長という大きな柱を失ったことは地圏科学研究センター一同にとって大変
な悲しみであり、ここに哀悼の意を表します。
またセンターの発足時から地圏防災分野で活躍された荒川洋二助教授が、平成 16 年 3 月
をもって筑波大学に教授として転出されました。地圏科学研究センター一同、先生の今後
の更なるご活躍をお祈りしております。
平成 16 年 4 月から、埼玉大学も独立行政法人化されることになりました。つきましては、
より一層社会のニーズに合わせて、研究を進めていく所存でありますので、今後ともご指
導ご鞭撻いただけますようお願い申し上げます。

渡邉啓行教授のご逝去を悼む

埼玉大学地圏科学研究センター長・工学部
教授 渡邉啓行先生は、平成 16 年 2 月 9 日
ご逝去されました。享年 63 歳でした。ここ
に謹んで哀悼の意を表します．

追悼文
渡邉啓行先生のあまりにも突然の訃報に接し、私たちはただ驚き、深い悲しみに包まれ
るばかりです。埼玉大学として初めての研究施設である地圏科学研究センターの設立にご
尽力され、初代センター長を務められ、センターの研究推進・運営のために手腕を遺憾な
く発揮され、その発展の基礎を築かれました。多岐に渡ってご活躍中の先生の早すぎるご
他界はまことに残念でなりません。私たちセンターの教職員一同は、先生の遺風を忘れる
ことなく、センターはもとより埼玉大学の発展のために精一杯努力していく覚悟でありま
す。先生の数々のご功績に対し、心から尊敬と感謝の念を捧げるとともに、謹んでご冥福
をお祈り申し上げます。

地圏科学研究センター教職員一同

略歴
昭和 15 年 3 月 14 日

神奈川県生まれ

昭和 38 年 3 月 東京大学工学部土木工学科卒業
昭和 40 年 3 月 東京大学大学院数物系研究科土木工学専門課程修了
昭和 40 年 4 月

(財)電力中央研究所

研究員

昭和 49 年 2 月

工学博士（東京大学）

昭和 49 年 4 月

(財)電力中央研究所

主査研究員

昭和 54 年 4 月

(財)電力中央研究所

耐震研究室長

昭和 55 年 4 月

(財)電力中央研究所

主任研究員

昭和 57 年 1 月 埼玉大学工学部助教授
昭和 62 年 4 月 埼玉大学工学部教授
平成 9‑13 年

埼玉大学総合情報処理センター長

平成 12‑13 年

埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設長

平成 13 年 4 月 埼玉大学地圏科学研究センター長

地圏科学研究センター研究推進評価委員会の意見とセンターの対応
研究推進評価委員会
平成１５年３月２７日に地圏科学研究センター研究推進評価委員会（以下、評価委員会
と略記）が開催され、平成１４年度の活動については「地圏科学研究センター年報第２巻」、
平成１５年度の活動方針については、別途配布された「平成１５年度活動計画」を用いて
渡邉啓行センター長より説明された。出席の委員は下記であった。
出席委員：柿沼委員長（代理 藤井氏）、坪谷副委員長、伊藤委員、佐藤委員、鈴木委員、
武田委員、寺田委員、松本委員
評価委員会では、主に次の２点について議論された。
・ 平成１４年度地圏科学研究センター活動の評価について
・ 平成１５年度の活動計画について
これらに関して、次に示すような多くの意見を頂いた。最後に評価委員会の結論として、
議長の藤井氏、副議長の坪谷副委員長より以下のようにまとめられた。
・ 地圏科学研究センターの平成１４年度の活動は「地圏科学研究センター年報第２巻」に
纏められているように、多方面に渡って極めて活発かつ高度であったと評価できる。平
成１５年度も基本的には１４年度の活動を発展させて欲しい。しかしながら、研究の効
率性、社会ニーズの観点から、各委員より多くの意見を頂いたので、それらの意見を十
分考慮して１５年度の活動を進められたい。
平成１４年度のセンター活動に関する、評価委員会委員の意見・質問
（１） プロジェクト研究に関して
プロジェクト研究１について
（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）
・ このプロジェクト研究で狙っているのは、事象の解明なのか、測定手法の開発なのか、
目的と手法をより明確にして欲しい。
・ この種の研究を行っている他の研究機関があれば、そことの違いを明確にして欲しい。
プロジェクト研究２について
（放射性廃棄物処分における、岩盤及び深層地下水の調査・解析・評価技術の開発）
・ プロジェクト参加者の専門的研究分野、研究成果を具体的にどのように纏めていくかに
ついて明確でない点がある。
・ 研究対象範囲が広すぎるのではないか。
・ 核燃料サイクル開発機構との共同研究の進め方について、包括的でなく、具体性を高め
て欲しい。
・ 研究成果の社会還元の観点から、放射性廃棄物処分研究の成果を現在大きな社会問題と
なっている一般廃棄物処分に適用する視点も必要である。
プロジェクト研究３について
（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）
・ 東南アジアを中心とする諸国との共同研究は大切であり、また双方のレベルアップに繋

がる。地圏科学研究センターの１つの特色のある活動と思われる。
プロジェクト研究４（古代遺跡の修復・保存とナチュラル・アナログ研究）について
・ 新規性のある研究であり興味深いが、何をどのように明らかとするのかをもう少し明確
にして欲しい。
・ イラン、ペルー、カザフスタンを研究対象地域に選んだ理由を明確にして欲しい。
短期プロジェクト研究（地圏科学・技術解析ソフト情報処理体系化の研究）について
・ 平成１４年度で終了するとのことであるが、重要なテーマであり、将来的に再度取り上
げてもよいのではないか。
（２） センターの運営に関して
・ 地圏の研究には危険も伴うので、安全確保には万全を期して欲しい。
・ センターの活動に比較して共同研究費や受託研究費などが少ないのではないか。
・ 彩の国県民科学オープン・フォーラムは土・日に開催した方が良いのではないか。
・ 群馬大学と埼玉大学との統合が報道されているが、地圏科学研究センターはその対応と
して何か考えているのか。
平成１５年度のセンター活動に対する評価委員会の意見とセンターの対応
評価委員会では、平成１５年度活動計画に関して次の４点の指摘があった。地圏科学研
究センターは、これらのご意見を受けて活動を行ってきた。各ご意見に対して実際にセン
ターが平成１５年度行ってきた対応について説明する。
（１） プロジェクト研究の目的、構成員の研究活動の相互関連をより明確化すべきである。
ご指摘の点はセンターとしても極めて大事と考えています。しかし、昨年度の年報の中
でも明示していますように、各プロジェクト研究は、平成１４年度から平成２０年度まで
の７年計画で達成すると考えています。平成１５年度はまだ研究の初期段階であり、各構
成員がお互いに密接な情報交換しつつも、社会ニーズに合致した新しい研究の芽を積極的
に開発する時期と考えています。そのため、構成員の個別研究がやや目立っている傾向が
あるかも知れません。
しかし、「個別研究を全体的にまとめ、新知見の発見や新技術の開発に結び付けて行くと
言うプロジェクト研究の趣旨を一層追求しなければならない」というご意見はまことにご
もっともであり、研究の初期段階とは言え、このことを不断に考えつつ研究を進めました。
それらを本年報の研究報告として取りまとめています。報告を御覧賜り、さらにご意見頂
きますようお願い致します。
（２） 研究費の獲得に一層努力すべきである
ご指摘の点はセンターとしても極めて大事と考えています。平成１５年度、学長裁量経
費など学内資金、科学研究費、工学助成金や委託研究費などの学内外の資金獲得や新たな

共同研究の確保などの活動を行いました。学内資金や科学研究費の獲得についてはかなり
成果がありましたが、結果として外部資金の獲得は十分ではなかったと考えています。こ
の点、平成１６年度にさらに努力することが大事と考えています。
（３） 環境・地下水・土壌の汚染防止・環境保全は社会的に極めて重要な問題である。
しかしながら、プロジェクト研究のテーマに上がっていない。研究成果の社会還
元の点からこれらの研究についても進めるべきである。
ご指摘の点はセンターとしても極めて大事と考えています。平成１５年度、具体的に下
記の対応を行いました。
・ 一般廃棄物処理・処分に関する政府機関の委員会に積極参加して意見を述べる場を模索
し、実際に「生活環境指針改訂に関する委員」などで活動しました。
・ 放射性廃棄物処分研究の社会還元の１つとして、次世代型地圏環境モニタリングシステ
ムを開発しました。これは、プロジェクト研究その２の成果です。
・ 開発された地圏環境技術の社会還元を進めるため、地圏科学研究センターとして、「大
学発ベンチャー企業」を立ち上げました。
・ 彩の国県民科学オープン・フォーラムで、水や土壌の汚染を取り上げました。
・ アジア地域で、一般廃棄物処分が極めて遅れているネパールを対象として、埼玉大学−
ネパール、トリブヴァン大学との学術交流協定に基づいて、共同研究をスタートさせま
した。平成１５年１２月にカトマンズ市で本センターが中心となって開催した廃棄物処
分に関するセミナーには、兵藤学長の出席を得ました。また現在センターの博士課程学
生がカトマンズ市内の処分場周辺の水質分析を行っています。
（４） 少ないスタッフで大変と思うが、地圏科学研究センターが地圏科学の、研究・教
育・情報収集と解析に関する国際的な研究拠点になることを目的とし、国際的活
動を一層追求することが大事である。
国際活動はセンターとしても極めて大事と考えており、組織的な活動を行っています。国
際活動は研究、教育、支援の３つの面があり、お互いが関連しており明確に区分すること
が難しい点があります。あえてこれらの各面に分けてセンターの平成１５年度の組織的活
動をまとめて説明すれば次のようになります。詳細な活動内容につきましては研究報告を
御覧下さい。
・ 研究面での組織的活動
−放射性廃棄物処分研修センター（ITC）との学術交流協定締結
−スイス、モンテリ地下研究所での共同研究
−ネパール、カトマンズ市の廃棄物処分に関する共同研究
−タイ、タマサート大学との地圏環境に関する共同研究
・ 高等教育に関する活動
−東ティモールの大学教育の支援
−ミャンマー海事大学教育支援
・ 支援活動
−イラン、バム遺跡の地震被害復旧支援

センター予算
平成15年度 地圏科学研究センター校費予算配分額
項

目

附属施設経費

配 分 額
2,648,000

業務委託経費及び保守等経費

168,000

普通庁費

140,000

教育研究基盤校費

7,572,000

清掃費

98,000

博士後期課程教官当積算等校費

1,491,000

留学生経費

1,205,000
合

計

13,322,000

平成15年度 地圏科学研究センター校費 使用予定
項

目

教官研究費

使用予定額
5,520,000

図書費

700,000

清掃費

250,000

修繕・工事費

60,000

保守点検（リフト）

200,000

通信費

250,000

ガス代

260,000

コピー機レンタル料（コピー用紙代）

850,000

事務備品

500,000

事務消耗品

632,000

印刷費

1,100,000

災害資料室（賃金，消耗品）

1,000,000

受益者負担金

2,000,000
合

計

13,322,000
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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。

(プロジェクト・リーダー)

(センター協力教官)
(センター協力教官)
(センター協力教官)
(センター協力教官)

４ 平成 15 年度達成状況
本プロジェクトは平成 14 年度の研究に
引き続き行われている。研究成果の一部は
以下のリスト中の論文として報告されてい
るが、その一例を右図に示す。

研究課題
研究総括 地盤・建物の影響に関する検討
研究総括 地盤の影響に関する検討
地質、地形の影響に関する解析
建物群の影響に関する実験と解析
地震動のばらつき 多重反射理論の改良
地盤の影響に関する解析
建物群の影響に関する実験と解析
2.0

7.0
6.0

1.5
4.0
1.0
2.0
0.5

1.5

Standard Deviation

３ プロジェクト推進研究資金
平成 15 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) 2,900,000 円
・ 文部科学省科学研究費（基盤研究 B2）
(代表 渡邉 啓行) 3,200,000 円

Peak Ground Acceleration Ratio

２ 研究組織
担当者
教授
川上英二
教授
渡邉啓行
助教授 荒川洋二
助教授 岩下和義
講師
茂木秀則
助手
谷山 尚
助手
齋藤正人

1.2
0.0

1.0
0.8
0.7
0.6
0.5

0.3

0.2
0.15
0.01

0.1

1

10

100

Station Separation (km)

図 最大加速度比の 50, 80, 95%値，標準偏差σ P′ と二点間距
離の関係
（Kawakami H. and Mogi H., Analyzing Spatial Intraevent Variability of
Peak Ground Accelerations as a Function of Separation Distance, Bulletin of
the Seismological Society of America, Vol. 93, No. 3, pp. 1079-1090, 2003
より）
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プロジェクト研究報告 その１
このプロジェクト研究に関する研究発表は，次の通りである。
1) Kawakami H. and Mogi H., Analyzing Spatial Intraevent Variability of Peak Ground
Accelerations as a Function of Separation Distance, Bulletin of the Seismological
Society of America, Vol. 93, No. 3, pp. 1079‑1090, (2003. 6).
2) Kawakami, H. and Oyunchimeg, M., Normalized Input‑Output Minimization Analysis of Wave
Propagation in Buildings, Engineering Structures ‑ Elsevier, Vol. 25, No. 11, pp.
1429‑1442, (2003. 9).
3) 齊藤正人，渡邉啓行：剛体基礎側壁と地盤の間の境界非線形性が入力損失効果に与える影響
に関する研究，土木学会論文集，No.745，I‑65 号，pp.39‑51，(2003).
4) 齊藤正人，池亀真樹，棚村史郎，渡邉啓行：地盤のひずみ依存性が大型基礎の入力損失効果
に与える影響に関する研究，土木学会論文集，No.738，I‑64 号，pp.219‑231，(2003).
5) 齊藤正人，西村昭彦，渡邉啓行：曲げ柔性の影響を考慮した大型基礎の入力損失効果に関す
る理論的評価，土木学会論文集，No.731，I‑63 号，pp.317‑330，(2003).
6) Arakawa, Y., Park, N. H., Kim, N. H., Sun, Y. S. and Amakawa, H., Geochemistry and tectonic
implications of Proterozoic amphibolites in the northeastern part of the Yeongnam massif,
South Korea. The Island Arc, Vol. 12, pp. 180‑189, (2003)
7) Arakawa, Y., Li, X., Ebihara, M., Meric, E., Tansel, I., Bargu, S., Koral, H. and Matsumar,
K., Elemental profiles and Ir concentrations of Cretaceous‑Tertiary (K‑T) boundary
layers at Medetli, Golpazari, northwestern Turkey. Geochemical Journal, Vol. 37, pp.
681‑693, (2003).
8) Iwashita K. and Oda M., Numerical simulation of granular materials flow in silo by
modified distinct element method, Numerical Modeling in Micromechanics via Particle
Methods, Swets & Zeitlinger (etds.), pp. 53‑59, (2003.3).
9) Ichiba K., Iwashita K. and Oda M., Observations of rapidly sheared granular materials,
Proceedings of the seminar on Civil and Environmetal Engineering, pp. 4‑35, (2003.
9).
10) 谷山 尚, 不連続差分格子を用いた動力学的モデルによる 1948 年福井地震の地震動解析,土
木学会論文集, No. 731/I‑63, pp. 81‑92, (2003. 4).
11) 谷山 尚, 断層上の応力降下過程の推定法に関する研究, 応用力学論文集, Vol. 6, pp.
755‑762, (2003. 8).

川上英二教授ら、NHK スペシャル「首都激震」を監修
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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７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、例えば核燃料サイクル開
発機構との学術交流覚書を交わすなど、国内外の機関との協調体制を作ってきた。今年度は下記の
対外的活動を行い、さらに国際的協調体制を強化した。
・ 放射性廃棄物処分国際研修所(ITC)との研究協力協定締結
・ 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
これらの研究に加えて、
アジア地域の廃棄物処分の安全性向上が重要であることを考え、
ネパール、
トリブバン大学と埼玉大学の学術交流協定の枠で、同国の危険廃棄物処分の研究にも着手した。
本プロジェクトの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。ネパールでの危険廃棄物処
分の研究。

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 山辺 正
(センター協力教官)

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。ネパー
ルでの危険廃棄物処分の研究。
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

助教授 長田昌彦

３ プロジェクト推進研究資金
平成 15 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)
2,500,000 円
・委託研究費(代表 長田昌彦、核燃サイクル開発機構より)
8,000,000 円
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プロジェクト研究報告 その２
４ 全体の研究スケジュールと平成 15 年度達成状況
全体のプロジェクト研究計画と平成 15 年度達成成果をまとめると下記である。
プロジェクトの
全体目標
平成 15 年度の成果
個別研究テーマ
モデル化の方法を東濃地科学
岩盤内地下水流れの 割れ目系の調査・モデル化・解析を センターのボーリングデータ
解析プログラム開発 総合化したプログラムの完成
を使って開発。広域地下水流動
解析プログラムによる解析
地圏環境モニタリン
グシステム開発

岩盤評価法の研究

微小湧水量測定
技術開発
ベントナイトの危険
物隔離性能向上技術

岩盤の力学的な
長期安定性評価

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、六ヶ所、幌延に適用した

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
価法を開発し東濃地域に適用
した。

Evaporation Logging 計測装置
堆積軟岩中の浸透メカニズムの評価
によりスイス・モンテリ地下実
と危険物隔離性能評価法の確立
験場で計測した
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

３次元非定常熱応力連成弾塑
岩盤の応力・熱・地下水の連成解析 性解析により，軟岩中の坑道周
による処分坑道の安定性評価
辺の力学的な安定性を検討し
た

◆ ネパール、カトマンズ市内の河川敷に沿った廃棄物処分場周辺の地下水調査
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プロジェクト研究報告 その２
◆「岩盤の力学的な長期安定性評価」結果の一例

廃棄物処分場坑道付近の相当塑性ひずみ分布
・３次元連成解析 50年後 温度依存性
_

・ 相当塑性ひずみ

ε=

2 p p
ε ij ε ij
3

処分深度 : 300ｍ

解析モデル

400ｍ

500m

◆ 「微小湧水量測定技術開発」の一例 （スイス・モンテリでの計測状況）

computer

NBE configuration
Horizontal borehole
Controller and power unit
Flowmeters with T-logger
T in & out sensors
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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一つに、国際的な地圏環境研究の拠点となることがある。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するとともに、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内容はつぎのとおりである。
(1) 国際遠隔講義・会議ネットワーク構築
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)や JICA プロジェクトの東ティモール大学との間の国際遠隔講義・会議ネットワークを
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大学とのセミナー開催、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、東ティモール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、地盤・地下水汚染の拡大機構とその対策技術の開発、都市の耐震性
向上などに関する共同研究の推進と現地調査行う。
(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
助教授 風間秀彦
(プロジェクト・リーダー)
教授 渡邉啓行
(センター長)
教授 渡邉邦夫
助教授 長田昌彦
助教授 荒川洋二

研究課題
プロジェクト総括、国際遠隔講義・会議の実施
東南アジア平野部地盤特性の共同研究、東ティモール大学の
高等工学教育の支援
東南アジア地域都市域の耐震性向上研究
東ティモール大学への高等工学教育支援
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
国際遠隔講義・会議の実施と講義コンテンツの作成
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
国際遠隔講義・会議の実施
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 15 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は、つぎのとおりである。
・文部科学省科学研究費(代表 風間秀彦)
2,100,000 円
・学長裁量経費(代表 風間秀彦)
2,432,000 円
・学長裁量経費(代表 渡邊邦夫)
1,850,000 円
・校費
500,000 円
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プロジェクト研究報告 その３
４. 研究のスケジュールと平成 15 年度達成状況
全体のプロジェクト研究計画と平成 15 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
国際遠隔講義・会議
システム構築

国際高等工学教育支援

平成 15 年度の成果

全体目標

・タマサート大学との ISDN 回線によ
る遠隔会議の実施(12 月 17 日)
ISDN やインターネットを用い
・東京工大タイ事務所とのインターネ
た遠隔講義ネットワーク構築
ットによる遠隔講義の実施（3 月 10
日）
・ヤンゴン工科大学、ミャンマー海事
アジア地域地圏科学教科書作
大学、東ティモール大学において特
製や双方向講義システム構築
別講義の実施

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

セミナーの開催

国際的なセミナーを開催と
共同研究成果の検討

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

・タマサート大学との共同研究
(論文２編)

・トリブバン大学（ネパール）とのセ
ミナー開催（6 月 2 日、12 月 18 日）
・タマサート大学とのセミナー開催
（9 月 18、19 日）
・東ティモール大学工学部支援
・スリランカ地下水資源開発調査プロ
ジェクト参加

◆ タイ・タマサート大学との国際遠隔講義の実施（12 月 17 日）

地圏科学研究センター3 階セミナー室での聴講風景。左側画面がタマサート大学から送られてきている画像，
右側画面はタマサート大学側に送られている埼玉大学側の様子である。
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プロジェクト研究報告 その３
◆ タイ・タマサート大学での共同セミナー開催

埼玉大学工学部建設工学科および地圏科学研究センタ
ーの教官及び学生が多数参加した。
（タマサート大学工
学部正面入口にて平成 15 年 9 月 19 日撮影）
◆ 東ティモール大学工学部支援
9 月から 10 月にかけての約 1 ヶ月間，
風間助教授らが
土木工学科教官への講義と今後の支援について
打ち合わせを行った。

セミナーの成功裡を称えあうタマサート大学土
木学科長 Dr. Chavalit C.と渡辺センター長

土木工学科教官との支援打ち合わせ

土木工学科教官，JICA 専門家，風間助教授
◆ 風間センター助教授によるミャンマー海事大学での特別講演
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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、数千年の時間を耐えてきた
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。
−研究テーマ−
(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などを推進する。
(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。
また、地圏科学研究センターは、イラン文化庁、遺跡修復センター(RCCCR)と学術交流協定を結んでおり、
このことから、
平成 15 年 12 月 26 日のバム地震に伴うバム遺跡の修復にも積極的に関与することとなった。
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
教授 加藤泰建
(副学長・研究顧問)
教授 渡邉邦夫
(プロジェクト・リーダー)
教授 故 渡邉啓行
(センター長)
助教授 風間秀彦
助教授 井口欣也
(センター協力教官)
助手 谷山尚
(センター協力教官)

研究課題
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。
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
アドベ建築の耐震性研究
古代遺跡建設材料の物理的特性の研究
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
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 15 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
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プロジェクト研究報告 その４
４ 全体の研究スケジュールと平成 15 年度達成状況
全体のプロジェクト研究計画と平成 15 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 15 年度の成果

・カザフスタン、オトラルの遺跡
における水分移動現象解明
ユネスコ及び諸外国との研究 古代遺跡修復・保全技術の体系化
協力体制構築を基にした研究
と国内外の研究ネットワーク構築 ・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 文理融合型地圏防災研究システム ・イラン、バム遺跡の地震被害調
と都市の防災性向上研究
の構築。
査、耐震性向上研究開始

古代遺跡を用いた地球環境長 古代遺跡情報を用いた地球規模環
期変動研究
境変動の研究体制構築

バム断層

・カザフスタン、オトラル遺跡、
サウラン遺跡周辺地域の、開発
に伴う地圏環境変遷研究

イラン、バム断層調査と
市内の被害状況
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プロジェクト研究報告 その４
カザフスタン・オトラル遺跡の修復研究
（塩分析出評価のための蒸発量計測）

地圏環境の悪化で
見捨てられたサウラン古城
周辺の地圏環境変化研究

Sauran遠景
Sauran城内
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個別研究報告

第 3 回世界水フォーラムの分科会を主催する佐藤邦明教授
第 3 回世界水フォーラム（皇太子殿下総裁・橋本龍太郎実行委員長）は平成 15 年 3 月
16 日〜3 月 23 日の間、京都・大阪・滋賀で全世界の国々の元首、国連事務総長、国際
機関・政府首脳、国内外学会の研究者、国・地方自治体の代表、企業人、市民が参加し
て開催された。大成功のうちに閉幕し次の開催国メキシコへバトンタッチした。国土交
通省の肝煎りにより“地下水のマネージメント”について分科会を主催する佐藤邦明教授。

第 3 回世界水フォーラム地下水分科会の討論風景。
アメリカ・バルチモア大学法学部教授が地下水
資源の法律が今後どうあるべきか発言中。

プログラム

修了証書
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個別研究報告

国土交通省は旧国土庁で進めてきた「今後の地
下水利用のあり方に関する懇談会」
（座長・埼玉
大学地圏科学研究センター佐藤邦明教授）を引
き続き発足させ，日本の地下水のあり方を検討
中。

「公明新聞」平成 15 年 1 月 15 日記事「第
3 回世界水フォーラム」の日本開催
（H15.3.16〜3.23）を機に依頼執筆

平成 15 年 10 月 30 日、午前 9 時
から約 15 分日本テレビ”ザ情報ツ
ウ”で岐阜の住宅地で発生した突
然の地下水噴出被害対策を語る佐
藤邦明教授。

Ⅱ．平成 15 年度の研究報告

個別研究報告

独立行政法人国際協力機構（理事長・緒方貞子）は日本の国際貢献の一環としてイラン
国特設「都市域における水不足対策コース」を国内の専門家を講師に迎え、平成 16 年 1
月 15 日〜2 月 7 日の間つくば国際センターで実施した。平成 16 年 1 月 15 日に埼玉大
学長への依頼を受け「地下水利用」について講演する佐藤邦明教授。

国際水理学会（IAHR）は 2000 年 5 月 8〜10 日埼玉県大宮市で”地下水に関する国際会
議”を埼玉大学地圏科学研究センター佐藤邦明教授を組織委員長として開催して成功し
た。この国際会議を機に国際水準の地下水理学の教科書を発刊した。この地下水に関す
る国際会議は米国サンフランシスコに引き継がれ 2005 年フランス・トゥールーズ工科
大学アバブ教授に手渡された。今後佐藤邦明教授を代表者としてアジア地域の分科国際
会議を中国で開催することを決めた。また、地下水資源の保全とその持続的開発手引書
（マニュアル）の出版をギリシャ会議にて決議した。水の世紀に世界人口 63 億人のう
ち 20 億人を超える人々を支えている地下水資源は水不足と水質汚染の危機にあり時宜
を得た決断であろう。
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Ⅲ センターの対外活動等

1. 第 3 回 彩の国

県民科学オープンフォーラム 2003
「土壌・地下水汚染から社会を守る」を開催
平成 15 年 12 月 10 日（水），大宮
ソニックシティにて「第 3 回
の国

彩

県民科学オープンフォーラ

ム 2003「土壌・地下水汚染から社
会を守る」を主催した。

渡邉啓行センター長による
開会の挨拶

教育関係・行政関係・一般の県民の方々など，100 名以上の方々が参加され、専門家による
話題提供のあと活発な議論を行った。土壌・地下水汚染に対する関心の高さの現れである。
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2. 放射性廃棄物に関する国際研修センターとの間に学術交流協定を締結
2003年8月1日、放射性廃棄物に関する国際研修センター（ITC）代表のNeil Chapman氏
が来日し、正式に協定を結んだ（写真上）。その際埼玉大学学長を表敬訪問した（写真下）。

前列：左から、金子事務局長、兵藤学長、Neil Chapman 博士、町田副学長。
後列：左から、渡辺（邦）教授、渡邊教授（センター長）
、高橋国際企画課課長。
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2. 放射性廃棄物に関する国際研修センターとの間に学術交流協定を締結
締結内容は、下記の通りである。
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3. ネパールセミナーの開催
埼玉大学は、ネパール・トリブバン大学と学術交流協定を結んでいる。これに基づいた
共同研究を推進するため、現在同国で問題となっている「廃棄物処理・処分技術の開発」
を取り上げ、工学分野ばかりでなく社会学や教育学などの教官・研究者が参加する新しい
形の海外学術協力をスタートさせた。平成 15 年度には下記の２つのセミナーを企画した。
◆ プレセミナー(平成 15 年 6 月 2 日（月）埼玉大学地圏科学研究センターにて)

プレセミナーにおいて，研究発表す
る Gautam 博士（センター非常勤研
究員）
。司会は教育学部宇田教授。

埼玉大学・トリブヴァン大学
国際交流協定締結記念 プレ・セミナー
主催： 埼玉大学・トリブヴァン大学国際交流協定締結記念セミナー実行委員会
後援：（社）日本ネパール協会
第1部

NESAJ（ネパール留学生会）

「埼玉大学・トリブヴァン大学交流協定締結記念講演」

14：00

セミナー開始

14:00〜14:15

学長記念講演

14:15〜14:30

M．シュレスタ ネパール王国代理大使ご挨拶

第2部

司会

宇田和子先生

「ネパール大都市部の廃棄物処分に関わる地圏環境管理および社会学的研究」

14:35〜14:40

セミナー実行委員長

渡辺邦夫教授挨拶

14:45〜15:15 「カトマンズの廃棄物処分場周辺の地圏環境問題」／Dr.M.R. Gautam
15:15〜15:45 「カトマンズの廃棄物堆積場の水質汚染監視システム」／Prof.

K.Watanabe

15:45〜16:10 「廃棄物処理問題の社会学的側面」／Dr. Y. Ito
16:10〜16:50 「カトマンズの廃棄物処理問題を考える」

ディスカッション

司会：Prof. K. Uda
パネラー：Prof. Watanabe, Dr. Gautum, Mr. G. Pandheyaya, Dr. Y. Ito
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3. ネパールセミナーの開催
◆ 本セミナー(平成 15 年 12 月 18 日（木）カトマンズにて)
1) セミナー準備
本セミナー「安全な廃棄物処分技術に関するセミナー」を行うにあたり、ネパール王国
の政府・NGO、国際機関関係者、日本大使館などと具体的な方針、方策について打ち合わせ
るとともに、現地の廃棄物処分状況について調査を行った。
この活動は、ネパールの２つの代表的英
字新聞（ヒマラヤン・タイムズとカトマン
ズ・ポスト）に掲載された。

Gokarna の廃棄物処分場(左側の丘の上)。そこか
ら流れ出る地下水を生活用水として用いている。
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3. ネパールセミナーの開催
2) 本セミナーの開催
平成 15 年 12 月 18 日に、ネパール王国トリブバン大学において「安全な廃棄物処分技術
に関するセミナー」が開催された。埼玉大学学長および社会学者、社会教育学者の参加を
得て、本当の意味での文理融合型スキームの
セミナーを大々的に開催することができた。

セミナー予稿集のカバーページ

本セミナーを紹介するネパールの英字新聞
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4.イラン文化庁遺跡遺物修復保存センターチームが来学
2003 年 12 月，イラン・バムで大地震が発生し、人命と共に多くの重要な土構造物遺産
が失われた。これに関して、学術交流協定先であるイラン文化庁遺跡遺物修復保存センタ
ーの方々が来学し、バム遺跡修復に係わる土構造遺跡の耐震性向上など工学技術に関する
将来展望などを議論した。来学された方々は、次の 4 名である。
1.

ABDOLRASOOL

VATANDOUST

HAGHIGHI,

Director,

Department

of

International and Cultural Relations, Iranian Cultural Heritage Organization,
Government of Iran (遺跡修復等の責任者)
2.

MOHAMMAD HASSAN TALEBIAN, Temporary Director for Bam Project, Iranian
Cultural Heritage Organization, Government of Iran (バム遺跡修復の責任者)

3.

SKANDAR

MOKHTARITALGHANI,

Chairperson

of

Sub-Committee

for

Documentation, National Task Force for Bam, Iranian Cultural Heritage
Organization, Government t of Iran
4. JUNKO TANIGUCHI, Programme Specialist for Culture, UNESCO Tehran Cluster
Office

左から渡辺センター教授，風間センター助教授，
熱く質疑応答する Vatandoust 博士

Talebian 氏，Vatandoust 博士，Mokhtari 氏。

耐震の専門家であ
る川上センター教
授をはじめ，多くの
留学生などが今後
の修復計画につい
て議論を行った。
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5. JICA 水資源管理研修を担当
JICA 水資源管理（水文観測）研修・シリア国の実施依頼を受け、地圏科学研究センタ
ーがセミナー室で「地下水現地観測方法」を講義し、埼玉県下の地下水・地盤沈下観測
井を現地で研修した。シリア国の技術者を前に講義する佐藤邦明教授。

6. 埼玉大学説明会を分担
埼玉大学の説明会（平成 15 年 8 月 8 日開催）において、地圏科学研究センターの紹介
と体験講義をする佐藤邦明教授。百数十名が参加。
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7. 特別講演会の実施
地圏科学研究センターでは教職員・大学院生が研究に関する国際的動向や技術実践の知
識を身につけられるよう学外専門家を招き、特別講演会を開いた。
「国際技術協力と地下
水開発・保全」について海外の実例を話す国際航業(株)技師長鎌田烈博士。平成 16 年 1
月 30 日（3F セミナー室にて）

8. 一日体験入学を分担

2003 年 6 月 14 日（土）に埼玉大学全体として行わ
れた中学生を対象とした一日体験入学において、長田
助教授が 石の中をのぞいてみよう というタイトル
で参加し、午前・午後の 2 回 10 名程度の中学生を受
け入れて講義をした。この模様は NHK 放送さいたま
版において放映された。

Ⅲ．センターの対外活動等

9. 埼玉大学発ベンチャー企業【さいたま Package-D】を発足
地圏科学研究センター、特に渡辺邦夫教授の研究を基礎として、平成 15 年 6 月 24 日（火）
に埼玉大学初となる大学発ベンチャー企業「さいたま Package−D」
（社長：小林賢一氏）
を発足した。技術担当スタッフは現在、いずれも埼玉大学の卒業生または修了生である森
田氏、宋氏、ゴータム氏である。

地圏科学研究センターから発足した
埼玉大学初の大学発ベンチャー企業
さいたまPackage-D

当面は、次世代型
環境モニタリングシ
ステム TGEMS 設計、
岩盤中の地下水・物
質移動解, 総合岩盤
割れ目モデル化支援
ソフトなどを主とし
て、没入型バーチャ
ル画像による岩盤デ
ータベース作製やモ
デル化支援などを行
っている。
日刊工業新聞に掲載された「さいたま Package−D」の紹介
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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：14 編
学術講演：9 編
国際共同研究：12 件

教育活動（学生指導）
大学院博士後期課程修了者：4 名（うち留学生１名）
大学院博士前期課程修了者：6 名（うち留学生 3 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：

10 件

地方自治体関連：

6件

その他：

7件

受け入れ研究費
科学研究費補助金

12,000,000 円

共同研究費

1,600,000 円

受託研究費

7,989,000 円

委任経理金

4,505,000 円

学内競争的資金

3,500,000 円

総

計

29,594,000 円
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2.研究活動
a.論文
Effects of Seasonal Change on TCE
Vertical Migration in Vadose Zone in
Bare Soil
Gravitational Dispersion of Soil
Particles and DNAPL Droplets in
Saturated Porous Medium Models

Proceedings from XXXth
IAHR Congress, Greece,
Giri R. R. and Sato K.
Theme B, Vol.2,pp.669676
Proceedings from XXXth
Ueno T., Giri R. R.,
IAHR Congress, Greece,
Nishida K. and Sato
Theme B, Vol.2,pp.677K.
684

佐々木孝, Giri R. R.,
土地利用を考慮した土壌中の液相・気相
地下水技術, 第45巻, 第9
佐藤邦明, 和田明, 高野 号, pp.30‑41
DNAPL汚染物質の移行解析
保英
Journal of Hydroscience
Ueno T., Giri R. R.,
An Experimental Study on DNAPL
and Hydraulic
Nishida K. and Sato
Fingering Mechanism in Saturated
Engineering, JSCE,
K.
Porous Media
Vol.21,pp.47-59
水工論文集, Vol.48, pp.5360

飽和多孔媒体のフィンガーリングによる
DNAPL鉛直輸送に関する基礎的研究

佐々木孝, 佐藤邦明

岩盤割れ目密度の予測手法の検討

斉藤和春、三枝博光、
応用地質、44巻,第5号、
渡辺邦夫、Mahesh R.
pp.283-293
Gautam

新第三紀堆積岩に対する低動水勾配での 佐々木泰、渡辺邦夫、 資源と素材、Vol.119, No.9,
透水係数に関する一考察
林為人、細谷真一
pp.587-592.
Analysis of hydraulic pressure
fluctuation in deep geologic formations
in Tono area, Japan

Gautam, R. M.,
Watanabe, K. and
Saegusa, H.

Journal of Hydrology,
vol. 284, pp.174-192

2003.8

2003.8

2003.9

2003.11

2004.3

2003.12

2003.9

2003

Proceedings of the
Osada,M., Meier,E.,
Seminar on Civil and
Experimental Design for Evaporation Bossart,p.,
Environmental
Logging in Mont Terri Rock Laboratory Morita,Y. and
Engineering, Bankok,
Watanabe, K.
Thailand, 2‑15

2003.9

A New Method for Propagation Analysis
Oyunchimeg, M. and
of Earthquake Waves in Damaged
Kawakami, H.
Buildings: Evolutionary Normalized
Input-Output Minimization (NIOM)

Journal of Asian
Architecture and
Building Engineering,
Vol. 2, No.1, pp. 9-16

2003. 5

Analyzing Spatial Intraevent
Variability of Peak Ground
Accelerations as a Function of
Separation Distance

Bulletin of the
Seismological Society of
America, Vol. 93, No. 3,
pp. 1079-1090

2003. 6

Kawakami H. and
Mogi H.

波動伝播と土粒子軌跡のモデル化による 川上 英二, 孫
地表および地中の常時微動記録の解析
楊仲元

耀南, 土木学会論文集, No.
738/I-64, pp. 125-138

2003. 7
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Normalized Input-Output Minimization
Kawakami, H. and
Analysis of Wave Propagation in
Oyunchimeg, M.
Buildings

Engineering Structures Elsevier, Vol. 25, No. 11,
pp. 1429-1442

西岡英俊，渡辺健治，
土と基礎，Vol.51，
インテリジェントマテリアルを利用した
齊藤正人，村田修，川
No.11，pp.17-19
基礎構造物の損傷検知手法の提案
上英二
Examining Spatial Intra-event
Variability of Peak Ground
Accelerations as a Function of
Separation Distance

Kawakami H. and
Mogi H.

Reduction in Skin Friction by Using
Gravel during Subsidence Process of
Space System Caisson Foundation

Proceedings of the
Myint Htwe, Hiraga Seminar on Civil and
N., Kazama H., Gomi Environmental
Engineering, Thammasat
S., and Okamoto M.
University, pp.4-11−4-18

Earthquake Resistant
Engineering Structures
IV, pp. 325-334

Proceedings of the
Seminar on Civil and
Htay Win, Kazama
Environmental
H., and Nakamura M.
Engineering, Thammasat
University, pp.4-19−4-28
「土木建設技術シンポジウム
SSケーソン施工時のケーソンの挙動に関 岡本將昭・五味信治・ 2003」 論文集 土木学会
建設技術研究委員会，
する2,3の知見
風間秀彦
pp.335-336
Aging Effect on the Consolidation
Characteristics and Compressive
Strength Behavior of Diluvial Clay

2003. 9

2003

2003. 8

2003.9

2003.9

2003

Geochemistry and tectonic implications
of Proterozoic amphibolites in the
northeastern part of the Yeongnam
massif, South Korea

Arakawa, Y., Park, N.
H., Kim, N. H., Sun, The Island Arc, Vol. 12, pp.
Y. S. and Amakawa, 180-189
H.

2003.6

Elemental profiles and Ir
concentrations of Cretaceous-Tertiary
(K-T) boundary layers at Medetli,
Golpazari, northwestern Turkey

Arakawa, Y., Li, X.,
Ebihara, M., Meric,
E., Tansel, I., Bargu,
S., Koral, H. and
Matsumar, K.

Geochemical Journal, Vol.
37, pp. 681-693

2003.12

テレメータシステムによる地下水管理

佐藤邦明, 落合靖

検査技術, Vol.8, No.4,
pp.46‑50

2003.4

数値地下水理学

佐藤邦明, 佐々木孝

第１回数値水理学セミ
ナー論文,pp.31‑58

2003.6

Study of Syria Water
Resources Management

2003.7

Springer

2003.12

b. 著書，資料，解説，講義等

Present Situation of Land Subsidence
Measures, Saitama, Japan, JICA
Sato K
Project
Groundwater Hydraulics

Sato K. and Iwasa
Y. (Eds.)
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Groundwater Resource Use in Japan

Sato K

JICA Project, Urban
Water Shortage
Management for Iran,
Tsukuba, Japan

2004.1

Unification of technology and
Watanabe Kunio
sociology for managing waste disposal

Seminar on Solid Waste
Issue: An
Environmental Problem,
2003.12
Organized by Tribuban
U. and Saitama U.,
pp.1‑10

NHKスペシャル 首都激震―直下型地震に 川上 英二等監修，
東京は耐えられるか―
NHK編集

NHKソフトウェア VHS，
NSW‑07543A，第033664号

2003

NHKスペシャル 首都激震―直下型地震に 川上 英二等監修，
東京は耐えられるか―
NHK編集

2003年8月31日放送

2003

齋藤正人，川上英二， 埼玉大学地域共同研究セ
損傷自己検知型デバイスの開発とそのシ
村田修，渡邉健治，西 ンター紀要，第３号，
ステム化に関する研究
岡英俊
p.105

2003

Special Lecture on Characteristics of
Soft Ground and Micro‑structure of
Kazama H.
Cohesive Soils

Myanmar Maritime
University

2003.3

タイ王国とタマサート大学−タイとタマ
サート大学の実情およびタイにおける地 風間秀彦
盤工学的課題−

横浜国大学土木工学科講
演

2003.5

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，(社)地盤工学会，
pp.1‑16

2003.5

Special Lecture on Stability of Soft
Kazama H.
Ground with Embankment

Myanmar Maritime
University

2003.9

Okamoto M., Gomi
Research on the Skin Friction of Open S., Myint Htwe,
Cassion Using the Gravel Ⅲ
Hiraga N., Jonishi
K. and Kazama H.

Report of Cooperative
Research Center,
Saitama University,
No.3, pp.70‑77

2003.11

地下水・土壌汚染とその
防止対策に関する研究集
会第9回講演集，pp.192‑
195

2003.6

地盤調査と土質試験の位置づけ

c. 学術講演
大気・土壌・地下水連成モデルによる土
壌中および地下水中DNAPLの移行解析−帯
佐々木孝, 佐藤邦明
水層における空隙内拘束を考慮したDNAPL
の移流分散解析−
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帯水層における空隙内拘束を考慮した
DNAPL移流分散解析手法の現地適用性の検 佐々木孝, 佐藤邦明
討

日本地下水学会2003年秋
季講演会予稿集,pp.162‑ 2003.10
167

長田 昌彦，塗木 裕
土木学会第58回年次学術
岩盤接着工法によるせん断補強効果に関
之，梶山 敏也，山口
する実験的研究
講演会，Ⅲ‑331
健二

2003.9

長田昌彦，Edi
日本応用地質学会平成15
Meier，Paul
年度研究発表会講演論文
Bossart，森田 豊，渡
集, pp.437‑440
辺邦夫

2003.10

第58回土木学会年次学術
講演会概要集, CD‑ROM,
I‑274

2003.9

Proceedings of the
Myint Htwe, Okamoto 58th Annual Conference
M., Kazama H., Gomi of the Japan Society
S. and Hiraga N.
of Civil Engineering,
Ⅲ‑185

2003.9

第58回土木学会年次学術
ＳＳケーソンの周面摩擦力に関する基礎 岡本將昭、五味信治、
講演会講演概要集、Ⅲ‑
的研究（その５）
風間秀彦、中出睦
188

2003.9

International
conference on the
origin of granites and
related rocks (In
Hutton V symposium)
(Toyohashi, Japan),
abst. vol. p. 7

2003.9

Annual V. M.
Goldschmidt Conference
(Kurashiki, Japan),
abst. vol., p. A22

2003.9

スイス・モンテリ地下研究所での
Evaporation Logging実験計画

高密度アレー観測記録に見られる計測震
茂木秀則, 川上英二
度のばらつきについて

Laboratory Investigation on Skin
Friction Using Open Caisson

Geochemical characteristics and
tectonic implication of Late
Paleozoic granites in Bayankhongor
region, central Mongolia

Arakawa, Y.,
Takahashi, Y.,
Oyungerel, S. and
Amakawa, H.

Enriched Sr‑Nd isotopic signatures of
Arakawa, Y., Kouta,
the amphibolites in the Oki‑Dogo
Island: Evidence for crust‑mantle
T., Kanda, Y. and
interaction by deeply subducted
Amakawa, H.
continental crust
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３．社会活動
期間

川上 英二
評議員

1999

〜

土木学会地震工学委員会

委員

1990

〜

さいたま市環境影響評価技術審議会

委員

2003

〜

日本地震工学会役員候補推薦委員会

委員

2003

〜

東京消防庁地震被害予測システム委員会

委員

2003

〜

(社)埼玉県設計コンサルタント技術研修協会

理事

2000

〜

専門委員

2002

〜

(社)地盤工学会 ＩＳＯ検討委員会

委員

2003

〜

日本岩石鉱物鉱床学会

委員

1992

〜

委員

2001

〜

委員

2000

〜

委員

2001

〜

茨城県 地下水利用審査会

会長

1976

〜

埼玉県 国土利用審議会

会長

1997

〜

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

〜

栃木県 地盤沈下専門委員会

委員長

1995

〜

リバーカウ
1982
ンセラー

〜

1995

〜

客員研究員 1998

〜

1998

〜

日本自然災害学会

風間 秀彦

平成16年度国家公務員採用Ⅰ種試験試験

荒川 洋二

日本自然災害学会
文化庁

編集委員会

編集委員会

天然記念物保護体制の調査研究委員会

（社）埼玉県測量設計業協会
員会

ＧＰＳ測量に関する委

佐藤 邦明

国土交通省関東地方整備局 関東地方河川技術懇談会
渡辺 邦夫
ユネスコ 世界遺産修復・保存コンサルタント
核燃サイクル開発機構
(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
土木学会 ISO検討委員会

委員

2000

〜

（財）廃棄物研究財団 廃棄物処理施設の生活環境影響
調査指針検討委員会

委員

2004

〜
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長田 昌彦
日本応用地質学会 地下水問題研究小委員会

委員

2001

〜

日本応用地質学会 研究企画委員会

委員

2002

〜

代議員

2002

〜

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 地盤工学用語辞典「岩と岩盤の性質」執筆
委員会

委員

2003

〜

岩の力学連合会 電子ジャーナル創生委員会

委員

2003

〜

地盤工学会 岩盤工学委員会

委員

2003

〜

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

2001

〜

2004

(社)地盤工学会 岩盤分類基準化委員会

委員長

2002

〜

2004

(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

〜

日本応用地質学会

吉中 龍之進
(社)地盤工学会 地盤工学会災害連絡会議

（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
(社)建設工学研究所 不連続性岩盤研究会

委員

1980

〜

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

〜

臨時委員 2001

〜

委員

2002

〜

委員

1995

〜

委員

1992

〜

委員

1994

〜

嘱託研究員 1995

〜

2002

〜

経済産業省 総合資源エネルギ−調査会
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
国土交通省 近畿地方整備局 紀淡連絡道路技術委員
会
栃木県 大谷観測システム委員会
（財）大谷地域整備公社 債務保証審査委員会
（財）ダム技術センタ−
（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

2003

2003

2003
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4.海外活動
氏 名

川上英二

行き先

イタリア

活 動 内 容

期 間

第４回耐震構造工学国際会議での研究報告

2003.9.17〜
2003.9.25

風間

秀彦 ミャンマー・タイ

軟弱地盤に関する特別講義、共同研究の調
査

2003.9.10〜
2003.9.21

風間

秀彦 東ティモール

JICAプロジェクト「東ティモール大学工学
部支援」事前評価調査その２

2003.9.28〜
2003.10.25

風間

秀彦 タイ

遠隔講義の実施及び共同研究の成果検討

2004.3.6〜
2004.3.12

ギリシャ・フラン
ス

第30回国際水理学会議出席及びフランス・
トゥールーズ工科大学との共同研究

2003.8.23〜
2003.9.4

ミャンマー・ネ
パール・タイ

【ミャンマー】ミャンマー海事大学での講
演 【ネパール】トリブバン大学でのセミ
ナー開催に関する打ち合わせ及び廃棄物処
分の現状調査【タイ】セミナーでの研究発
表及び今後の共同研究に関する打ち合わせ

2003.9.7〜
2003.9.25

佐藤 邦明

渡辺

邦夫

渡辺

邦夫 カザフスタン

オトラル遺跡修復に関する蒸発量計測の実
施

2003.10.15〜
2003.11.5

渡辺

邦夫 イラン

イラン、バムの文化遺産Arg‑e‑Bamの遺跡
修復に関する研究打ち合わせ

2003.11.27〜
2003.12.8

渡辺

邦夫 タイ・ネパール

【ネパール】トリブバン大学でのセミナー
開催【タイ】共同研究に関する打ち合わせ

2003.12.14〜
2003.12.25

渡辺

邦夫 イラン

イラン、バムの文化遺産Arg‑e‑Bamの地震
被害調査

2004.1.21〜
2004.1.29

2003.9.11〜
2003.9.21

2003.11.30〜
2003.12.10

長田昌彦

タイ・ネパール

【ネパール】トリブバン大学でのセミナー
開催に関する打ち合わせ及び廃棄物処分の
現状調査【タイ】セミナーでの研究発表及
び今後の共同研究に関する打ち合わせ

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
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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

齋藤 和春

地質工学における岩盤特性についての確率・統計的
予測に関する研究

渡辺邦夫

平成15年9月
修了

上野孝之

多孔媒体における非溶解性液(DNAPL)の重力分散の
動的メカニズムに関する研究

佐藤邦明

平成16年3月
修了

三枝 博光

深部岩盤を対象とした地下水流動のモデル化・解析
に関する研究

渡辺邦夫

平成16年3月
修了

川上英二

平成16年3月
修了

指導教官

備考

Oyunchimeg
Seismic Wave Propagation in Actual Buildings
Mendbayar

博士前期課程 （修士課程）
氏名

論文タイトル

Myint Htwe

Study of Skin Friction and Behavior of Gravel on
Space System Caisson Foundation

風間秀彦

平成15年9月
修了

佐藤大司

温泉水位、水温等のニューラルネットワークによる
解析

渡辺邦夫

平成16年3月
修了

Subir K.
Shrestha

Application of Rock Mass Integration Method
with DDA Modeling in Rock Slope Stability

長田昌彦

平成16年3月
修了

風間秀彦

平成16年3月
修了

基礎構造物への作用荷重が全体崩壊挙動に及ぼす影
響に関する研究

川上英二

平成16年3月
修了

大規模地震災害時における移動通信の利用と輻輳

川上英二

平成16年3月
修了

指導教官

備考

Md. Kumru Anisotropic Stress-Strain and Strength Behavior
Zzaman
of Soft Clay
千葉一樹
渡邉 武

学部生
氏名

論文タイトル

後藤義卓

地下水流におけるDNAPLのランダムウォーク法に
よる解析手法の研究

佐藤邦明

平成16年3月
卒業

荒川 貴行

地下水位・水質のモニタリングへのニューラル・
ネットワークの適用研究

渡辺邦夫

平成16年3月
卒業

河津 達成

バーチャル・リアリティを利用した地下環境映像表
現の研究

渡辺邦夫

平成16年3月
卒業
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袴田弘容
亀田卓志

岩盤接着工法による軟岩のせん断補強効果に関する
実験的研究

長田昌彦

平成16年3月
卒業

小西亮平

孔内蒸発量計測に基づく軟岩の透水性推定に関する
研究

長田昌彦

平成16年3月
卒業

芝田修一

花崗岩類に発達した割れ目系の幾何学的特性とその
透水性評価方法

長田昌彦

平成16年3月
卒業

豊田裕行

地形の不整形性によって生じる散乱波の波形の検討

茂木秀則
川上英二

平成16年3月
卒業

井上雅樹

地震時動画記録システムの改良と普及

茂木秀則
川上英二

平成16年3月
卒業

江岡年和

三次元構造物の地震時の崩壊予測及び屋内の被害予
測

川上英二
茂木秀則

平成16年3月
卒業

加藤尚志

都市の高層建築物が入力地震動に及ぼす影響の解明

齊藤正人
川上英二

平成16年3月
卒業

小林正樹

地震動のＨ/Ｖスペクトル比による地盤周期推定法の
評価

川上英二
齊藤正人

平成16年3月
卒業

桜井英子

NIOM法によるレイリー波の伝播の解析

川上英二

平成16年3月
卒業

二宮康徳

主成分分析による地震波の構成波の抽出と分類方法

川上英二

平成16年3月
卒業

風間秀彦

平成16年3月
卒業

ベントナイトの膨潤・圧密特性及び透水性に関する
実験的研究

風間秀彦

平成16年3月
卒業

冨田理紗

櫻島火山の歴史時代溶岩の岩石化学的研究

荒川洋二

平成16年3月
卒業

新井良美

飛騨帯の中生代打保花崗岩の岩石化学的研究

荒川洋二

平成16年3月
卒業

野村鮎子

東南極セルロンダ−ネ地域の古生代花崗岩の岩石化
学的研究

荒川洋二

平成16年3月
卒業

加世田智成 オープンケーソンの周面摩擦に関する実験的研究
北尾 貢
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６．研究費獲得状況
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

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)

3,200千円

14380199

地形、樹木、建物群などの地表面の条
件が地震動に与える影響の解明

川上英二

基盤研究
（Ｂ）(2)

2,900千円

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

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）

900千円

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
2,500千円
（B）(２）

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
2,100千円
（B）(２）

研究課題名

研究代表者

2) 共同研究

相手方

研究期間

共同研究費

圧電材料を用いた損傷自己検知型デバ
（財）鉄道総合技
イスの開発とそのシステム化に関する
術研究所
研究

川上 英二
8日〜平成1６
齋藤 正人

500千円

(株)アーク情報シ 大気・土壌・地下水連成モデルによる
ステム
汚染物質移行手法の開発

佐藤 邦明

許可日〜平成
16年3月31日

300千円

平成15年10月
年3月31日

国際航業(株)

広域地下水盆における地下水管理手法

佐藤 邦明

許可日〜平成
16年3月31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
16年3月31日

300千円
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3) 受託研究費
相手方

研究課題名

核燃料サイクル開 割れ目系岩盤を対象とした地質構造/
発機構
水理地質構造のモデル化に関する研究

研究代表者
長田 昌彦
渡辺 邦夫

研究期間

平成15年11月
20日〜平成16 7,989千円
年3月10日

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

ネパール トリブバン大学との協定に
学長裁量経費 基づく「ネパール社会の特性を踏まえ
渡辺 邦夫
「国際交流経費」 た適正な廃棄物処分システム構築」に
関するセミナー開催

1,850千円

学長裁量経費 国際遠隔講義・会議の実施ネットワー
風間 秀彦
「国際交流経費」 ク構築と講義プログラムの検討

2,432千円

地圏科学研究センター研究推進・評価
学長裁量経費
地圏科学研
委員会の開催に伴う委員の旅費および
「学長指定経費」
究センター
謝金

223千円

5) 委任経理金
寄

附

者

究

者

受託研究費

寄附金の名称

研

寄附金額

㈱大林組

研究助成金

渡辺 邦夫

2,000千円

（有）はたや興産

研究助成金

風間 秀彦

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
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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・
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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。
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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

3 8 号

改正 平成 14.4.9 14 規程 3
（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）
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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、総務部研究協力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、
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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の委員の任期は、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。
附

則 （平成 14.4.9 14 規程 3）

この規程は、平成 14 年 4 月 9 日から施行し、平成 14 年 4 月 1 日から適用する。

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
改正 平成 14.4.9 14 規程 3
（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）
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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、総務部研究協力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。
附

則 （平成 14.4.9 14 規程 3）

この規程は、平成 14 年 4 月 9 日から施行し、平成 14 年 4 月 1 日から適用する。

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
改正 平成 14.4.9 14 規程 3
（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、総務部研究協力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。
附

則 （平成 14.4.9 14 規程 3）

この規程は、平成 14 年 4 月 9 日から施行し、平成 14 年 4 月 1 日から適用する。
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付録５

教官プロフィール

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.
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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.
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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.

Ⅴ．付録

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
専門分野

りゅうのしん）

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.
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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)
生年: 1941 年
専門: 古生物学

理学博士

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)
生年: 1965 年
専門: 地震工学

博士(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

Ⅴ．付録

付録６

研究推進・評価委員会 委員名簿

会 務

氏

名

委 員

伊藤

委 員

片山 恒雄

委 員

佐藤 雄也

委 員

瀬川 至朗

委 員

武田 精悦

委 員

坪谷 隆夫

委 員

寺田 賢二

委 員

西野 健三

委 員

橋本 徳昭

委 員

福田 陽充

委 員

村重 嘉文

洋

所 属 機 関 ・ 役 職
（財）電力中央研究所

我孫子研究所

地圏環境部長兼上席研究員
（独立行政法人）防災科学技術研究所
理事長
（社）土壌環境センター
専務理事
毎日新聞社 科学環境部
副部長
核燃料サイクル開発機構 東濃地科学センター
副所長
原子力環境整備促進・資金管理センター
理事
東京電力（株）原子力技術部 土木技術グループ
グループマネージャー
中部電力㈱ 土木建築部技術企画グループ
部長
関西電力㈱ 土木建築室
土木部長
埼玉県
環境防災部長
（財）埼玉りそな産業協力財団
副理事長
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