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【表紙写真】
平成 16 年 10 月 23 日（土）17 時 56 分，M6.8 の新潟県中越地震が発生した。写真は，同 10 月
24 日に撮影された空中写真である（国際航業㈱提供）。新潟県の中越，上越地域は第三紀の典型
的な地すべり地域であり，中越地域では，多数の斜面崩壊が発生した。

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

本年度は、埼玉大学地圏科学研究センターのメンバー構成が若干変わった。まず昨年度
センター長代理を務めていただいた町田篤彦教授（工学部建設工学科）が、平成 16 年 4 月
から正式にセンター長に任命された。次に、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 2 月をもって筑波大学に教授として転出され、平成 16
年 6 月から同分野に小口千明助教授が新規に採用された。また平成 17 年 3 月には地圏環境
分野を支えてきた佐藤邦明教授が定年退職される。
発足から 4 年、埼玉大学も国立大学法人埼玉大学へ移行し、社会的なニーズも変わりつ
つあるなか、センターの設置目的である

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

は、新潟県中越地震、

スマトラ島の地震・津波災害、日本を含め東南アジア諸国の地盤環境汚染問題などを通し
てこれまで以上に重要性を増してきている。
地圏科学研究センターでは、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、本年度もプロジェクト研究として分野ごとに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・教育事業への貢献など、多岐に
わたる活動を行ってきた。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。

着任のご挨拶
地圏防災分野に、6 月 1 日付けで着任いたしました。3 月に転出された荒川洋二先生の後任となりま
す。私はこれまで、天然の岩石、土壌、石造建築物、考古学遺跡の堆積物といった地球表層に存在す
る物質（地圏材料）の風化変質過程に関する研究を進めてきました。これらの研究は、岩石や地盤が
劣化して生じる災害に関する基本的な情報を与えます。今後は、これまでに学んだ地圏材料評価のた
めの技術（種々の化学分析法および物理・力学試験法）を活用し、以下の研究教育活動を中心に取り
組みたいと考えています。
1）風化に伴う地圏材料物性変化の評価と斜面災害に関する研究
2）地圏環境および地圏材料の長期的変化に関する研究
1）では、岩石・岩盤の風化に関する研究を多面的に進め、風化が斜面侵食に与える影響を詳細に検討
したいと思います。たとえば、私がかつて研究地域としていた伊豆諸島神津島では、2000 年 7 月に震
度 6 に達する地震が頻発し、引き続いて到来した台風によって、多数の斜面崩壊が発生しました。私
自身の研究で得られた岩石物性変化に関する知見に地震動や雨量などに関するパラメータも加えて、
斜面災害の予測につながる研究を行いたいと考えています。また、土木工学的な困難が多い蛇紋岩体
の形成過程と風化過程を明らかにする研究を現在行っており、そこから地盤防災に役立つ知見を得た
いと考えています。
2）では、現代の社会のニーズでもある歴史的時間スケールで訪れる自然災害対策や高度危険廃棄物の
隔離のための地下処分場の計画など、数百年〜数万年という長期間持続可能な工学的技術への基本的
な情報を、地圏材料と地圏環境の双方の観点から提供できる研究を行いたいと考えています。具体的
な研究対象としては、古代遺跡、考古学遺跡、年代既知の地層中に保存されてきた岩石などが挙げら
れます。これらに関し、地形学的手法を用いて長期的環境変化を、地圏材料学的手法を用いて長期的
材料変化を明らかにしたいと考えています。
はなはだ微力ではございますが、一意専心、地圏科学研究センターの発展に全力を尽くす所存でご
ざいます。何とぞ、前任者同様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

小口

2万年間風化した礫

未風化の礫

千明

29万年間風化した礫

13万年間風化した礫

66万年間風化した礫

岩石・岩盤・土壌の風化劣化現象を多角的に、また速度論的に調べております。

プロフィール
地圏防災科学研究分野
助教授 小口 千明（おぐち ちあき）
専門分野 地圏材料学・地形学
生年月日 昭和 44 年 1 月 11 日
最終学歴 1998 年 筑波大学大学院博士課程地球科学研究科修了
学位取得 博士（理学）、1998 年（筑波大学）
博士論文タイトル Rates and mechanism of weathering-rind development on andesite
gravel in fluvial terrace deposits.
略歴
1999 年 4 月～2001 年 12 月 筑波大学地球科学系 助手
2004 年 1 月～2004 年 5 月
学振 科学技術特別研究員（国際農林水産業研究センター）
主な論文
・A porosity-related diffusion model of weathering-rind development. Catena , 2004.
・Salt damage to brick kiln walls in Japan: spatial and seasonal variation of efflorescence and moisture
content. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2004.
・Late Quartanary rapid talus dissection and debris flow deposition on an alluvial fan in Syria, Oguchi, T.
and Oguchi, C. T. Catena，2004.
・Environmental and seasonal influences on the spatial distribution of salt efflorescence and weathering on
brick kiln walls. Transactions, Japanese Geomorphological Union, 2002.
・Effect of microstructure and weathering on the strength anisotropy of porous rhyolite. Engineering
Geology, 2002.
・Formation of weathering rinds on andesite. Earth Surface Processes and Landform, 2001.
・Effect of porosity on the increase in weathering-rind thickness of andesite gravel. Engineering Geology,
1999.
・Weathering rates over 40,000 years based on the changes in rock properties of porous rhyolite. Physics
and Chemistry of the Earth, Part A, 1999.
・Microstructural influence on strength reduction of porous rhyolite during weathering. Zeitschrift für
Geomorphologie. N. F., Supplement Band, 1999.
主な著書
・心御柱の残存に影響を与えた地中環境について（共著）. 出雲大社境内遺跡発掘調査報告書, 2004.
・GIS と地球表層環境（共訳）, 古今書院, 2004.

【下野煉瓦窯の塩類風化調査】
栃木県野木町にある下野煉瓦窯（通称シモレン）は、
平面が正十六角形の二階建て総煉瓦造りの特異な建造
物であり，国の重要文化財にも指定されている。しか
し、操業を終えた 1971 年以来、塩類析出による劣化に
悩まされ、その保存修復の必要性が叫ばれている。
塩類はその種類に応じて析出の空間分布が異なると
ともに，その空間分布が季節変化する．このことは、
いつどこで塩類風化が起こるかを決定する重要な要因
となる。

大学生活を振り返って想う
私は昭和 49 年 4 月に理工学部附属地盤水理実験施設が定員 2 名（助教授 1,助手 1)で開設
された直後、故嶋祐之先生（建設基礎工学科教授，東京大学名誉教授）の招聘を受け、大
阪府立工業高等専門学校土木工学科助教授から当施設の助教授として着任しました。この
施設は、 水と地盤の共存性状を科学・技術的に解明し、その成果を教育・研究及び社会に
還元すること

を目的とした日本唯一の教育・研究組織でありました。その後、理工学部

が関陽太郎学部長の折、理学部と工学部に分離するが、幸いにも当初の 2 名定員から教授
及び客員教授ポストの増員がありました。しかし、平成年代に入ると、社会情勢と国立大
学への見方が変わりつつあって、地盤水理実験施設の自己改革を目指し、平成 13 年 4 月か
ら埼玉大学共同利用組織として地圏科学研究センターが、専任教官 6 名（教授 3，助教授 3）
と客員教授 1 名により誕生しました。
私の研究は、地下水理学と地下水環境・資源マネージメント、及び地下空間工学につい
てでした。もともと地盤水理実験施設は、昭和 40 年代、埼玉県はもとより首都圏の人口急
増に伴う地下水資源需要増による激甚地盤沈下の解決に指命の一端がありました。当時、
埼玉県は水資源の 7 割を地下水で賄い、日本屈指の地盤沈下公害をかかえていました（畑
和知事と土屋義人知事のころ）。私が着任した直後、昭和 49 年 9 月 19 日施設長嶋祐之教授
が急逝され、支えを失い途方に暮れつつも埼玉県の地下水資源と地下水・地盤沈下観測整
備に取り組みました。そのことが三十余年を経て、今日の地下水・地盤沈下テレメータシ
ステムによる地下水資源マネージメント手法の開発に結びつき、埼玉県の地盤沈下問題に
終止符を打つこととなりました。その間、当時、渡辺邦夫助手（現地圏科学研究センター
教授）と共に本州最北端竜飛岬と北海道吉岡を海底 53km で結ぶ青函トンネル湧水とグラ
ウチングを現地で研究しました。その頃、トゥールーズ工科大学（仏）のヌガロー学長が
昭和 57 年春土木学会水理委員会の招きにより来日され、赤坂プリンスホテルの歓迎パーテ
ィの折、今後の日仏学術交流の推進役として私が東京大学名誉教授本間仁先生より推挙い
ただき、フランスに留学しました。その折に地下水理学教科書出版の必要性を感じました。
やや重複して第一次オイルショックに伴い水封式岩盤タンクによる石油の国家備蓄計画が
浮上し、工学部長故奥村敏恵先生のご指導により水封岩盤タンクの原理をヨーロッパに学
ぶ機会を得ました。昭和 50 年代の半ば、バブル経済の中にあって地下空間の利用技術に関
する研究委員会を土木学会の中に創設し、地下空間工学の出版書を世に送ることになりま
した。俗にジオフロントとか大深度地下利用という用語が当時マスコミ用語となりました。
また、平成年代に入り当時環境庁国立公害研究所（近藤次郎所長）（現（独）国立環境研究
所）の要請により客員研究員の立場で土壌・地下水汚染の研究を日本で始めて展開するこ
とになります。今日、それは水環境学会や地下水学会に引き継がれ続いています。ここ数

年来環境型社会の構築が加速し、地下水も例外ではなく「地下水環境・資源マネージメン
ト，埼玉大学出版会」を世に出すはこびになりました。
私は、故林泰造教授（中央大学教授，埼玉大学客員教授）
，岩佐義朗教授（京都大学名誉
教授），本間仁教授（東大名誉教授）のご推挙により、幸いにも日本で始めて地下水の国際
会議：International Symposium on 2000（平成 12 年 5 月 8 日〜10 日，大宮ソニックシテ
ィ ） を 開 催 す る 機 会 を 得 ま し た 。 そ の 成 果 を 国 際 水 理 学 会 （ IAHR : International
Association of Hydraulic Research and Engineering）の地下水理委員会（Groundwater
Hydraulics Committee）公認の教科書「地下水理学（丸善）」と「Groundwater Hydraulics
(Springer)」を残すことができました（英文教科書は欧米で使われ、現在売り切れ第二版改
訂予定）。
埼玉県も大学も私が本学に着任した当時と比べ、大いに発展し、変わりました。特に、
さいたま新都心とその周辺は目を見張るものがあります。国立大学も昨年、独立法人化し、
誰もが希望すれば大学へ入学・学習できる時代へ入りつつあります。
大学や研究組織はそれぞれの立場で社会に貢献する必要がありましょう。
今日、組織活動は、目標とアクションプランをかかげて自己と外部評価を経て達成する
社会風土になっています。そこでは、何をなすかを十分選択・熟慮して当たるべきと感じ
ます。どうしても外からいろいろ言われないように総花的対応が優先しがちです。
地圏環境・防災分野それぞれがなにをもって社会使命を果たすか、先生方の個性と目標
への努力を得て社会の目に見えるような形の貢献が期待されます。
最後に、私が埼玉大学へ着任以降お世話になった先輩の先生方・同僚の方々に心よりお
礼申し上げます。
平成 17 年 1 月 31 日
地圏科学研究センター
佐藤

佐藤邦明教授による最終講義（平成 17 年 2 月 1 日）

邦明

平成１６年４月１５日

埼玉大学地圏科学研究センター 研究推進・評価委員会
平成１5 年度センターの活動評価と提言
研究推進・評価委員会 委員長
坪谷隆夫
1.

埼玉大学地圏科学研究センターは、設立３年目が経過した。同センターは、その設立の趣旨に沿っ
て地震防災科学研究および地圏環境科学研究分野について、センター専任教官と学内協力教官の積
極的な参画を得て、以下に述べるようにセンターの基礎を着実に固める成果を得つつあると評価で
きる。

2.

埼玉大学地圏科学研究センターが、研究開発推進・評価委員会による平成１４年度の活動評価と提
言の内容を平成１５年度事業計画の実施に積極的に反映し研究活動を推進していることは評価でき
る。

3.

本年度も、埼玉大学地圏科学研究センター年報第３巻および埼玉大学地圏科学研究センター論文報
告集第３巻を発刊したが、組織の透明性の確保およ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。４件のプロジェクト研究が実施されているが、埼玉大学地圏科学研究センタ
ー論文報告集第３巻には、地震防災科学研究および地圏環境科学研究の成果を各４編が収録されて
いる。いずれも、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。

4.

地圏科学の最新の知見と成果が、地域社会の安全と安心の向上に役立てられることは、今後の大学
のあり方として極めて期待される。このような地域社会への啓蒙活動がセンター発足後毎年継続さ
れ、本年度も埼玉大学地圏科学研究センターが主催した「 彩の国 県民科学オープンフォーラム２
００３-土壌・地下水汚染から社会を守る-」
（平成１５年１２月１０日開催）が大宮ソニックシティ
において開催された。このような企画は、大学が行政と一体となって県民の科学的安全知識の普及
に努力する活動として評価できる。

5.

放射性廃棄物処分に関する国際研修センターとの学術交流協定の締結、ネパールにおける廃棄物処
分セミナーの開催、バム大地震を経験したイランに対する遺跡修復協力、シリア国技術者に対する
水資源管理研修の開催などをはじめとする国際的な活動など、埼玉大学地圏科学研究センターの特
長を生かした貢献は評価できる。今後も、地震防災科学研究および地圏環境科学研究分野において、
積極的な国際貢献および我が国の次世代への関連知識の普及・啓蒙活動を期待する。

6.

このような地域フォーラムやセミナーの開催に必要な費用については、公的資金の確保に努力する
ことを期待する。

7.

埼玉大学地圏科学研究センターが、引きつづき、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市民の生活に密着した特徴ある研究プロジェクトを指向してい
くことにより科学的な知識を背景とした安全な町作りに貢献していくことを期待する。多くの研究
推進・評価委員から、埼玉大学地圏科学研究センターの研究成果が地域社会の防災・安全に積極的
に役立てられることを強く希望する意見が多く出されたことを付言する。

8.

独立行政法人化に際して、地圏科学研究センターが特徴のある先進的な研究センターとして地域の
防災・環境知識の向上に学術的な面から貢献していくためにも、教官の充実とともに事務体制の確
保に十全を期すことを期待する。

研究推進・評価委員会の活動評価と提言に対する、
地圏科学研究センターの平成１６年度の対応
研究推進・評価委員会の活動評価と提言の各項目に対して行った、地圏科学研究センターの平成１６年
度の対応を下記にまとめて記述する。
埼玉大学地圏科学研究センターは、設立３年目が経過した。同センターは、その設立の趣旨に沿って地
震防災科学研究および地圏環境科学研究分野について、センター専任教官と学内協力教官の積極的な参
画を得てセンターの基礎を着実に固める成果を得つつあると評価できる。
センターの対応
平成１６年度においても、
地震防災科学研究分野では協力教官の、
工学部建設工学科、
岩下和義助教授、
茂木秀則講師、谷山 尚助手、斉藤正人助手と共に地盤振動の計測、地震発生機構のモデル実験及び構造
物の振動解析を進めた。地圏環境科学研究分野では、工学部建設工学科の山辺 正助教授と共に軟岩中に
掘削された放射性廃棄物処分坑道の応力、水、熱連成解析の研究を進めた。平成１６年度は他の協力教官
の工学部、松本史朗教授及び教養学部、井口欣也助教授との具体的な共同研究は無かったが密接に情報交
換を行っており平成１７年度内の共同研究を計画している。
埼玉大学地圏科学研究センターが、研究開発推進・評価委員会による平成１４年度の活動評価と提言の
内容を平成１５年度事業計画の実施に積極的に反映し研究活動を推進していることは評価できる。
センターの対応
平成１６年度の活動に関しても、平成１５年度の研究開発推進・評価委員会の評価結果と提言を反映し
て遂行した。
本年度も、埼玉大学地圏科学研究センター年報第３巻および埼玉大学地圏科学研究センター論文報告集
第３巻を発刊したが、組織の透明性の確保およ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。４件のプロジェクト研究が実施されているが、埼玉大学地圏科学研究センター論文報告集
第３巻には、地震防災科学研究および地圏環境科学研究の成果を各４編が収録されている。いずれも、
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。
センターの対応
平成１６年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第４巻および埼玉大学地圏科学研究センター論文
報告集第４巻を発刊した。埼玉大学地圏科学研究センター年報第３巻については、とくに組織の透明性の
確保および研究成果の社会還元等の観点から評価委員会の席上、下記のご指摘があった。
−複数年度に亘るプロジェクト研究については、達成目標を明確に示し、その達成目標に対して当該年度
で具体的に何を行ったかをわかり易く記述する事
−各プロジェクト研究の報告の中に、発表論文などの研究成果を示す事
−研究成果の中で、解析結果や実験・計測状況の写真などを用いる場合、それらの説明をわかり易く記述
しておく事
これらのご指摘を踏まえて、各プロジェクト研究の平成１６年度成果報告を、わかり易く記述した。とく
に、全体の研究計画、達成目標と平成１６年度成果との関係を明示するように努めた。
地圏科学の最新の知見と成果が、地域社会の安全と安心の向上に役立てられることは、今後の大学のあ

り方として極めて期待される。このような地域社会への啓蒙活動がセンター発足後毎年継続され、本年
度も埼玉大学地圏科学研究センターが主催した「 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-」
（平成１５年１２月１０日開催）が大宮ソニックシティにおいて開催された。
このような企画は、大学が行政と一体となって県民の科学的安全知識の普及に努力する活動として評価
できる。
センターの対応
平成１６年度も 彩の国 市民科学オープンフォーラム−斜面崩壊による土砂災害から身を守る−」を
風間秀彦助教授が中心となり実施した。近年、特に平成 16 年は深刻化する環境問題・多発する災害など
のため環境・防災の重要性が我が国のみならず世界的にも緊急に対応すべき課題となった。そのため研究
成果の社会還元を、県内に止まらずより広い近隣地域にも広める観点から、今年度からフォーラムの名称
の一部を県民から市民に変更すると共に、共催団体として従来の自然災害研究協議会関東地区部会に加え
て（社）地盤工学会関東支部にも参加して頂いた。また後援団体として、従来の埼玉県、埼玉県教育委員
会と併せて、埼玉県技術士会、
（社）埼玉県建設コンサルタント技術研修協会にも加わって頂いた。この
結果、本年報に記述するように、一般市民に加えて多くの技術者および環境・防災関係者の参加を得る事
ができ盛会であった。 また、このオープンフォーラムはテレビ、新聞にも取り上げられた。このような
産官学が一体となった安全に対する市民の科学的知識の普及については、共に学び共に考えると言う立場
から今後もセンター活動の主要な柱の１つとして追求して行く所存である。
放射性廃棄物処分に関する国際研修センターとの学術交流協定の締結、ネパールにおける廃棄物処分セ
ミナーの開催、バム大地震を経験したイランに対する遺跡修復協力、シリア国技術者に対する水資源管
理研修の開催などをはじめとする国際的な活動など、埼玉大学地圏科学研究センターの特長を生かした
貢献は評価できる。今後も、地震防災科学研究および地圏環境科学研究分野において、積極的な国際貢
献および我が国の次世代への関連知識の普及・啓蒙活動を期待する。
センターの対応
平成１６年度も、東南アジア、南アジアでの地圏環境保全に関する国際共同研究を進めた。とくにタイ
では埼玉大学の学術交流協定校であるタマサート大学工学部と、地盤、地下水汚染の現状把握と対策に関
する研究を行い、ネパールでは廃棄物処分場周辺の水質分析を本格的に行った。この他、スイス、モンテ
リ地下実験場での蒸発計測、地震で崩壊したイラン、バム遺跡の修復、中央アジアのシルクロード仏教遺
跡修復などに積極的に取り組んだ。さらに、従来から国際協力機構（JICA）の東チモールの高等工学教
育発展プロジェクトに参加し活動している。さらに、センターが中心となり、埼玉大学の「インターネッ
トを利用した国際遠隔講義システム」の確立を目的とした活動を行っている。平成１６年度も前年度に引
き続き、タイ、タマサート大学との間で国際遠隔講義を試行した。このように、センターの国際活動は極
めて活発に行われた。
一方、国内の次世代への関連知識の普及・啓蒙活動については、放射性廃棄物処分に関する国際研修セ
ンターと連絡しつつ、センターとしての活動を模索した。これについては、例えば日本学術振興会と共に
フィンランド技術者との一般廃棄物処分技術に関する公開セミナーを企画するなど、平成１７年度に具体
的に行う事を計画している。
このような地域フォーラムやセミナーの開催に必要な費用については、公的資金の確保に努力すること
を期待する。
センターの対応

地域フォーラムやセミナーの開催を行うために公的資金を得るよう努力した。例えば、上記の 彩の国
市民科学オープンフォーラムでは、自然災害研究協議会関東地区部会や地震予知連絡会からの資金に加え、
（社）地盤工学会関東支部と（社）埼玉県建設コンサルタント技術研修協会からの補助金を頂いた。しか
し十分ではなく、この点については、今後さらに追及してゆきたい。
埼玉大学地圏科学研究センターが、引きつづき、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市民の生活に密着した特徴ある研究プロジェクトを指向していくことに
より科学的な知識を背景とした安全な町作りに貢献していくことを期待する。多くの研究推進・評価委
員から、埼玉大学地圏科学研究センターの研究成果が地域社会の防災・安全に積極的に役立てられるこ
とを強く希望する意見が多く出されたことを付言する。
センターの対応
プロジェクト研究については、本報告の中で後述するように、着実に成果が挙げられている。また、そ
の成果を地域社会の防災・安全に積極的に役立てられるために、上述したような彩の国 市民科学オープ
ンフォーラムを行っている。また、多くの公的機関の委員会委員として活動している。しかしながら、ま
だ社会貢献の観点から十分出ない点もあり、研究開発推進・評価委員会の御意見を頂きつつ、さらに進展
を図っていく事を考えている
独立行政法人化に際して、地圏科学研究センターが特徴のある先進的な研究センターとして地域の防
災・環境知識の向上に学術的な面から貢献していくためにも、教官の充実とともに事務体制の確保に十
全を期すことを期待する。
センターの対応
地圏科学研究センターは、学内組織としては「学長直属の研究機関」と位置づけられている。特徴のあ
る先進的な研究センターとして地域の防災・環境知識の向上に学術的な面から貢献していくために、例え
ば新任の小口千明助教授のような有能な研究者の採用を行い、組織的なプロジェクト研究の進展に努めて
いる。しかしながら、当センターが果たすべき地圏防災部門と地圏環境部門に係わる研究課題は、年とと
もにその重要性・緊急性が増し、また、課題がが多様化・深刻化している。研究の中核を担う現在の専任
スタッフ（教授 3 名、助教授 3 名）で最大限の努力を重ねているが、さらなる社会貢献（地域および国際
社会）のためには何分にも研究スタッフの強化（教授１、助教授１）が必要である。現在の研究強化のた
めには、地圏防災部門に地盤災害担当の教授１、地圏環境部門に地圏汚染対策担当の助教授１の強化を切
望している。
また、大学の事務組織からも国際研究協力課を中心に全面的なバック・アップを頂いている。しかし、
より大きな研究を円滑に行っていくには現状の事務体制では十分でなく、大学に対して、事務職員の増員
などを継続的に要求してゆくことを考えている。
当センターに客員教授 1 名の定員枠が与えられている。客員教授は、専任の教員に欠ける専門分野の研
究と協力を分担している。しかし、現在の客員教授は、非常勤講師枠であり研究を強力に推進するために
はこれが大きな障害とあっている。可能であれば、常勤職への振り替えなどの処置を望んでいる。

センター予算
平成１６年度地圏科学研究センター校費予算配分額
項

目

配 分 額

付属施設経費

3,262,000

教育研究基盤経費

6,745,000

業務委託及び保守等経費

266,000

普通庁費

140,000

教育研究旅費

466,000

博士後期課程教員当積算等経費

1,522,500

留学生経費

1,366,000
合

計

13,767,500

平成１６年度地圏科学研究センター校費使用予定
項

目

教員研究費

使用予定額
3,500,000

教員研究旅費

650,000

図書費

780,000

清掃費

250,000

修繕・工事費

1,200,000

保守点検（リフト）

250,000

通信費

250,000

ガス代

350,000

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

1,687,500

印刷費

1,000,000

災害資料室（賃金、消耗品）

1,000,000

受益者負担金

1,500,000
合

計

13,767,500

Ⅱ 平成 16 年度の研究報告
・プロジェクト研究報告

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 プロジェクトの進捗状況と今後の活動予定
プロジェクトで実際に行ってきた研究開発テーマ、それらの進捗状況、今後の予定について下図
に示す。プロジェクトは７年計画として進められており、基本的な個別の研究から始めて、最終的
には構造物の設計などに応用されるべく研究を進めている。ただし、本研究は入力地震動を明らか
にするという基本的な研究であるため、年度毎の進捗計画をすべて最初に詳細に決定しておくこと
は難しい。本研究では、地震動のばらつきや地形・樹木・建物群などの入力地震動への影響を解明
するというそれぞれのテーマに対して、波動論・振動論的な解析、地震動の観測記録に基づく波形
解析、地震被害の調査結果との比較、振動台実験、常時微動の観測などの様々な手法を用いて実際
の現象を明らかにすることを目指し進められている。そして、ある程度まとまった知見が得られた
部分から論文として発表されている。人手と資金が限られた本研究プロジェクトにおいては、あら
ゆる時点において最も効果的で可能性が高い手法を選択しながら研究を進めていく予定である。
センター
設立
I
13

７年計画
14

15

16

個別研究

⇒

17

18

センター活動
見直し開始
I
19

応用研究

テーマ：地震動のばらつき
地形の入力地震動への影響
樹木の入力地震動への影響
建物群などの入力地震動への影響
手法： 波動論・振動論的な解析
地震動観測記録に基づく波形解析
地震被害の調査結果との比較
振動台実験
常時微動の観測
など
本プロジェクトの研究テーマ、進捗状況、今後の予定

プロジェクト研究報告 その１
３ 研究組織と活動
担当者
教授
川上英二 (プロジェクト・リーダー)
教授
渡邉啓行 （2004 年度まで）
教授
荒川洋二 （2004 年度まで）
（現：筑波大学）
助教授 岩下和義 (センター協力教官)
講師
茂木秀則 (センター協力教官)
助手
谷山 尚 (センター協力教官)
助手
齋藤正人 (センター協力教官)

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

４ プロジェクト研究資金
平成 16 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) 2,300,000 円
・ 文部科学省科学研究費（基盤研究 B2）
(代表 渡邉 啓行、平成 16 年度から
代表 岩下 和義) 2,700,000 円
５ 平成 16 年度達成状況
本プロジェクトは平成 14,15 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。
本図は，地形が地震動に及ぼす影響を検討した
ものであり、地形としては山地ばかりでなく平野
部にも多く存在するような比較的緩やかで連続す
る起伏がその地震応答に及ぼす影響を検討してい
る．手法としては，正弦波形や崖の起伏を有する
地形モデルを用い，起伏の高さと数を変化させて
それぞれの地形モデルの各地点での応答関数を求
め，その性質をパラメトリックに検討している．
６ 平成１６年度発表論文
川上英二, 茂木秀則，福原幸司：正弦波状の起伏
地形における波動伝播の解析，日本建築学会
構造系論文集, No.587, pp.53‑60, 2005.1.
楊仲元，川上英二：アレー観測データに基づく地
表面近傍での地震波動の伝播方向の推定，土
木 学 会 論 文 集 ， No.780/I‑70, pp.41‑56,
2005.1.
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楊仲元，川上英二，H. R. Haddadi，孫耀南：粒子軌跡のモデル化法によるレイリー波の伝播方
向の一推定方法，地震，Vol. 57, pp. 29‑43, 2004.
Mogi H. and Kawakami, H.: Probability Distribution of Peak Ground Acceleration Ratios,
13th World Conference on Earthquake Engineering, 2004.8.
岩下和義，一場勝幸，小田匡寛：高速せん断試験装置による粒状体の流動特性の研究, 土木学会論
文集，No.764/Ⅲ‑67, pp.147‑156, 2004.
一場勝幸，岩下和義，小田匡寛：高速せん断試験装置による粒子流れ中の応力比についての研究,
応用力学論文集，Vol.7, pp.805‑812, 2004.
Taniyama H.：An Inversion Method to Determine Stress Distribution on a Fault Plane Using Ground
Motions, 13th World Conference on Earthquake Engineering, paper No.690, 2004.
Saitoh M. and Watanabe H.：Effects of Flexibility on Rocking Impedance of Deeply Embedded
Foundation，Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering，ASCE，Vol.130，
No.4，pp.438‑445，2004.
齊藤正人：地盤変形を受ける杭基礎の杭径寸法が杭体の損傷に及ぼす影響について, 土木学会論文
集，No.766/I‑68，pp.175‑189，2004.
齊藤正人，渡邉啓行：滑りと剥離の境界非線形性が杭基礎の動的インピーダンスに及ぼす影響に関
する研究, 土木学会論文集，No.766/I‑68，pp.263‑275，2004.
齊藤正人，池亀真樹，棚村史郎，渡邉啓行：複合する非線形条件下における大型基礎の入力損失効
果に関する評価, 土木学会論文集，No.759/I‑67, pp. 143‑155，2004.
齊藤正人，池亀真樹，棚村史郎，渡邉啓行：複合する非線形条件下における大型基礎の周波数応答
特性に関する実験的研究,土木学会論文集，No.759/I‑67，pp.131‑142，2004.

ニュース

共同研究が受賞

(財）鉄道総合技術研究所との共同研究に基づく下記の発表論文の著者
５名に対し、平成 15 年度「土と基礎」年間優秀賞が（社）地盤工学
会より授与された。
西岡英俊，渡辺健治，齊藤正人，村田修，川上英二：インテリジェン
トマテリアルを利用した基礎構造物の損傷検知手法の提案，
土と基礎，
Vol.51，No.11，pp.17-19，2003.

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 13 年度から平成 19
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 プロジェクトの進行状況と今後の活動予定
プロジェクトで実際に行ってきた研究開発テーマ、それらの進行状況、今後の予定について下図
に整理して示す。プロジェクトは７年計画として進められている。最初の４年間は主に放射性廃棄
物処分に関わる解析等の個別技術を行う。その後、核燃サイクル開発機構が進め、幌延・瑞浪両地
下研究所建設、及び日本原燃が青森県六ヶ所村で進めている低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分
場建設が本格化する平成１７年度から、開発された技術を総合して実際の現場に適用して実用性の
検証と改良を行う。平成１６年度は個別技術開発フェーズの最終年度に当たる。この間、①岩盤割
れ目評価法開発、②Don-Chan 及び積分体積法による地下水・物質移動解析コード開発、③ニュー
ラル・ネットワークによる地圏環境モニタリング技術開発、④トンネル壁面の蒸発計測技術開発に
ついてはほぼ完成を見、平成１７年度から、実際問題に適用する。しかしながら、⑤バリア材とし
てのベントナイト（及びセメント）の工学的物性研究、及び⑥処分場トンネル周辺の、応力・地下
水・熱・物質変化総合解析システム開発については、地下研究所や余裕深度処分場の建設と併せて、
現場計測を行いつつさらに研究を進展させる必要がある。
センター設立

センター活動見直し開始

７年計画
年度

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

解析等個別技術の開発研究 地下研究所等への適用研究
岩盤割れ目評価法開発

具
体
的
な
研
究
開
発
内
容

Don-Chan及び積分体積法による地下水・物質移動解析技術開発
ニューラル・ネットワークによる地圏環境モニタリング技術開発
トンネル壁面の蒸発計測技術の開発
バリア材としてのベントナイトの工学的物性研究
応力・地下水・熱・物質変化総合解析システム開発
リアルタイム地圏環境監視システム開発
エキスパート判断システム開発
地圏科学研究センターの研究成果の社会還元のための大学発ベンチャー企業設立・運営

本プロジェクトの研究開発テーマ、進行状況、今後の予定

プロジェクト研究報告 その２
また、個別技術の開発の中から、放射性廃棄物処分に必要な新たな研究開発テーマが提起されて
きた。１つは、⑦リアルタイム地圏環境監視システム開発、であり、これは処分場建設時あるいは
大地震等によって、
処分場が所定の性能を保っているかをリアルタイムで監視するシステムである。
もう１つのテーマは、⑧エキスパート判断システムの開発である。これは、限定されたデータ数か
らの処分場性能評価を多くのエキスパートの判断を基礎にシステム的に行うものであり、将来的な
処分場の立地検討では不可欠になると考えている。これらの技術開発を、地下研究所や余裕深度処
分場で得られた実際のデータを用いて行う。
このような技術は、地圏科学研究センターの研究成果を基に設立された、大学発ベンチャー企業
を通して、広く社会還元してゆく。
３ 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、
今年度は昨年度の放射性廃棄物処分国際研修所(ITC)との研究協力協定締結に引
き続き、下記の対外的活動を科学研究費を使用して行い、さらに国際協調体制を強化した。
・ 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
また、国内では、核燃サイクル開発機構や日本原燃と協同で研究開発に当たった。
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。特筆すべきは平成１６年度から
専任教員として、小口千明助教授を迎えたことである。小口助教授は短期・長期の岩石の風化・劣
化の研究に多大な実績があり、とくに、⑥処分場トンネル周辺の、応力・地下水・熱・物質変化総
合解析システム開発に貢献する。
プロジェクト研究の担当者と研究課題
担当者
研究課題
教授 渡辺邦夫
研究総括。岩盤割れ目系評価法開発。モニタリングシステム開
（プロジェクト・リーダー）
発。地下水・物質移動解析技術開発。
教授 町田篤彦
廃棄物処分場のセメント系バリア材料の研究
助教授 風間秀彦
ベントナイト材料の危険廃棄物隔離性能の研究
助教授 長田昌彦
蒸発計測技術開発研究。
助教授 小口千明
処分場岩盤の短期・長期の変質研究
助教授 山辺 正
岩盤の応力・地下水・熱の連成解析技術の開発と、処分場トン
（センター協力教官）
ネルの安定性研究
客員教授 吉中龍之進
処分用トンネルの長期安定性研究
４ プロジェクト研究資金
平成１６年度に地圏科学研究センターが獲得し、使用した資金は次のとおりである。
・文部科学省科学研究費（代表 渡辺邦夫）
2,500.000 円
・核燃サイクル開発機構研究費（資源素材学会経由） 1,360,000 円
・日本原燃（ベンチャー企業経由）
1,800,000 円
・校費
700,000 円

プロジェクト研究報告 その２
５ 平成１６年度達成状況
平成１６年度の研究開発達成状況は下記である。
平成１６年度の研究達成状況
研究項目
１６年度成果
①岩盤割れ目評価法開発
ステレオネットによる割れ目の群分類方法を開発し
た。ステップ構造などの割れ目構造が物質移動に与
える影響を評価した。
②Don-Chan 及び積分体積法による地下 主要割れ目やトンネルを容易に入力できる計算コー
水・物質移動解析コード開発
ドを開発し、核燃サイクル機構、瑞浪地下研究所周
辺の地下水流れを解析した。
③ニューラル・ネットワークによる地圏環 モニタリングの技術を確立し、瑞浪地下研究所の深
境モニタリング技術開発
部地下水変動や、東濃地域の流出を解析した。
④トンネル壁面の蒸発計測技術開発
スイス、モンテリ地下実験場と、六ヶ所村余裕深度
処分場アクセストンネルで計測し、坑内換気による
不飽和帯進行を評価した。
⑤バリア材としてのベントナイト（及びセ 室内実験を行い、とくにベントナイトが透水性に与
メント）の工学的物性研究
える影響を把握した。
⑥処分場トンネル周辺の、応力・地下水・ 六ヶ所村余裕深度処分場を対象に、応力条件下での
熱・物質変化総合解析システム開発
強度・透水性などの岩石物性を調べ、トンネル周辺
の変形などを解析した。
⑦リアルタイム地圏環境監視システム開発 セキュリテイの高い、インターネット利用の通信シ
ステムとデータベースについて調査した。
⑧エキスパート判断システムの開発
断層の評価について、数十名のエキスパートにアン
ケートを行い、遺伝的アルゴリズムの方法で解析す
ることを試みた。
６ 平成１６年度発表論文

Khang, N.D., Watanabe, K., Saegusa, H., Fracture step structure: geometrical
characterization and effects on fluid flow and breakthrough curve, Engineering
Geology, vol.75, pp.107-127, 2004.
Gautam, R. M., Watanabe, K., Saegusa, H.Effect of bridge construction on floodplain
hydrology-assessment by using monitored data and artificial neural network models-, Jour.
Hydrology, vol. 292, pp.182-197, 2004.
Gamage,K.M.K.D., Yamada, H., Watanabe, K., Hata Y., Analysis of groundwater flow in a
fractured rock mass in Pahala Mattala area, Sri Lanka using Don-Chan, a three dimensional
channel network model, J. Groundwater Hydrology, Vol. 46, pp.277-297, 2004.
Watanabe Kunio ＆ Weesakul Uruya : Hydrological monitoring system based on the ANN:
application to the groundwater management, Invited Paper, Water Resources Engineering
Div.,Proc. 9th National Convention on Civil Engineering, (NCCE 9) pp.6, 2004.
渡辺邦夫，天野健治：日干しレンガ及び焼成煉瓦の水理特性と長期健全性評価，
「文化財保護制度の
研究」
、日干し煉瓦の保存、東京文化財研究所国際文化財保存修復協力センター、pp.59-76, 2003.
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S. M. Shirazi, H. Kazama : Coefficient of permeability of bentonite and bentonite-sand mixture,
Australian Geomechanics, Vol 39, No.4, pp.63-69, 2004.
S. M. Shirazi, H. Kazama : Swelling characteristics of bentonite and bentonite-sand mixture for
nuclear waste disposal, Australian Geomechanics, Vol 39, No.4, pp.71-79, 2004.
Osada, M., Maung Maung, M., Watanabe, K., Development of evaporation logging equipment
and accuracy check, 土木学会年次講演会、2004.
杉村淑人，野中樹夫，山辺正；貯水池地すべりの変状予測と対策工実施の判定法の開発，日本地す
べり学会誌，vol.41, no.2, pp.23-32, 2004.
Nonaka,M., Yamabe,T. : Evaluation of landslides in reservoirs by focusing on the degree of
saturation of gouge, Proc. of the 73rd. ICOLD Annual Meeting, Tehran, Iran, 2005 (in print).
野中樹夫，山辺正，坂元恵一郎，佐藤信光 ; すべり面粘土の飽和度に着目した貯水池地すべり挙動
の評価, 土木学会論文集，2005.(印刷中)
岩盤の熱環境に関する研究小委員会・山辺正分担 ; 熱環境下の岩盤施設の開発をめざしてー熱物性
と解析ー, 土木学会第３４回岩盤力学に関するシンポジウム講演論文集パネルディスカッション
資料, pp.537-552, 2005.
川越 健，長田昌彦; 割れ目系に着目したダムサイトにおける水理地質構造の検討（１）, −割れ
目系の構造発達史から読み取れる透水性評価−, 日本応用地質学会平成 16 年度研究発表会講演
論文集, pp.427-430, 2004.
長田昌彦，川越健，Aung ko ko Soe ; 割れ目系に着目したダムサイトにおける水理地質構造の検討
（２）−カーテングラウティング結果を取り入れた三次元的な透水性評価−, 日本応用地質学会
平成 16 年度研究発表会講演論文集, pp.431-432, 2004.
小西亮平，長田昌彦; 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, 土木学会第 59 回年
次学術講演会，Ⅲ-318, 2004.

六ヶ所アクセストンネル内での蒸発計測
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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・会議ネットワーク構
築の準備を行う。
(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など、高等
教育の支援を行い、今後の研究推進の礎とする。
(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

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
地盤汚染の共同研究、東ティモール国立大学工学部支援担当

教授 町田篤彦
(センター長)

東南アジア地域都市域の耐震性向上研究
東ティモール国立大学工学部支援

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、
東南アジア地域の大学への高等工学教育支援

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、東ティモール国立大学工学部支援

助教授 小口千明

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 16 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)
1,300,000 円
・校費
500,000 円
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４. 研究のスケジュールと平成 16 年度達成状況
全体のプロジェクト研究計画と平成 16 年度達成成果をまとめるとつぎのとおりである。
プロジェクトの
個別研究テーマ

全体目標

平成 16 年度の成果

・タマサート大学工学部修士学生への遠隔
講義（2004 年 3 月 10 日）
ISDN やインターネットを
国際遠隔講義・会議
・JICA 東ティモール事務所とのインター
用いた遠隔講義・会議のネ
システム構築
ネットによる遠隔会議の実施(4 月 1 日)
ットワークの構築
・タマサート大学工学部とのインターネッ
トによる遠隔会議の実施(11 月 29 日)
・東ティモール大学工学部の支援
アジア地域の地圏科学に関
・東ティモール大学工学部、タマサート大
国際高等工学教育支援
する教育支援、研究指導
学工学部において特別講義の実施
・タマサート大学との地盤・地下水汚染の
共同研究の実施(論文１編)
地圏科学に関する
地圏科学に関する国際研究
国際共同研究推進
ネットワーク構築
・ネパールの廃棄物処分場周辺の水質調査
の実施
・タイ国における工学会セミナー（5 月 19
国際的なセミナーの開催
〜21 日）支援
セミナーの開催
共同研究成果の発表
・2006 年開催のタマサート大学とのセミ
ナー開催に向けての準備
JICA プロジェクト等へ
国際支援国家プロジェク ・東ティモール大学工学部支援
の参加
トへの協力
◆ タイ・タマサート大学との交流状況
タマサート大学との交流においては，センターが本学側の窓口的な役割を担っている。

渡辺教授による遠隔講義風景
(右側画面が講義内容コンテン
ツ。左側画面はモニターに真剣
に見入るタマサート大学学生)

埼玉大学事務員、今田助教授、風間助教授が
Chirapan 副学長を訪問

Naris 学長、Chirapan 副学長が本学を訪問

Ⅱ．平成 16 年度の研究報告

プロジェクト研究報告 その３
◆ 東ティモール大学工学部支援

2004 年 4 月に，長田助
教授と斎藤助手（工学部
建設工学科）が土木工学
科教官への講義を実施
した。

2004 年 9 月に約 1 ヶ月間，風間助教
授と渡邉助教授(東海大学)が土木工学
科教官への講義実施と土質実験指導
などを行った。

◆ ネパールの廃棄物処分場周辺の水質調査の実施

ビシュヌマテイ川に沿った廃棄物処分場と
水質分析（D2,Devkota 君）

ゴカルナ処分場周辺の地下水サンプリング

Ⅱ．平成 16 年度の研究報告

プロジェクト研究報告 その３
５．平成 16 年度発表論文
Devkota Dinesh Chandra , Watanabe Kunio, Dangol Vishnu : Assessment of Impact on Ground water
Quality of Gokarna by Solid Waste of Kathmandu Valley. Paper presented in Seminar Disaster
Management in Nepal, Kathmandu. Seminar Publication and organized by Nepal Engineers
Association, April 3-5, 2003, Kathmandu Nepal. pp 193-205, 2004.
Devkota Dinesh C, Watanabe Kunio, Dangol Vishnu : Role of Sediments in the shallow ground water
contamination at the Gokarana landfill site, Kathmandu Nepal. Paper Presented in International
Seminar organized by Nepal Geological Association, April 2004, Kathmandu and accepted for Journal
of Nepal Geological Society ( in printing), 2004.
Devkota D.C. Watanabe K., Dangol V. : Need for Alternate Approaches in Solid Waste Management Case Study Kathmandu Valley. Paper presented in 30 th Water, Engineering and Development
Center (WEDC) Conference at Vientiane, Lao PDR Oct 24-29, 2004. (Proceeding Pre-prints
Published) pp 73-76, 2004. (Final Proceeding in progress)

ニュース

「地下水環境・資源マネージメント」を出版

佐藤邦明教授が、埼玉大学出版会から「地下水環境・資源マネージメ
ント」を出版した。

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
際の地圏環境の変遷を把握し、その環境変遷下で数百年、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、
「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。
２ プロジェクトの進行状況と今後の活動予定
プロジェクトで実際に行ってきた研究開発テーマ、それらの進行状況、今後の予定について下図
に整理して示す。プロジェクトは７年計画として進められている。最初の約３年間では主に研究者
が個別の世界的遺跡の修復プロジェクトに参加し、修復活動が、長期間の地圏環境変遷の把握や長
期間の耐環境技術の開発に寄与できるかを検討した。この目的で、まず、ペルー、クントゥル・ワ
シ遺跡、イラン、チョガ・ザンビール遺跡、カザフスタン、オトラル遺跡修復に関するユネスコプ
ロジェクトに参加した。その結果、遺跡の修復を行う事により、実際の過去の建設材料の入手が可
センター設立

センター活動見直し開始

７年計画
年度

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

遺跡修復を通した、長期の地圏
個別的研究による本プロ
環境の変遷と複合土材料等の変
ジェクトの発展性検討
化・劣化に関する組織的研究
ペルー、クントゥル・ワシ遺跡修復

具
体
的
な
遺
跡
修
復

イラン、チョガ・ザンビール遺跡修復第１フェーズ
カザフスタン、オトラル遺跡修復
イラン、バム遺跡修復
タジキスタン、シルクロード仏教遺跡、アジナテパ修復

組織的研究の提案

イラン、チョガ・ザンビール遺跡修復第２フェーズ

大学発ベンチャー企業がユネスコと契約を結ぶスキーム試行

プロジェクトの研究開発テーマ、進行状況、今後の予定

プロジェクト研究報告 その４
能となり、また遺跡そのものに過去の大地震などの地圏環境の影響が残っており、それらを研究す
る事で、長期の地圏環境変遷や、建設材料の耐環境性能が把握できる事が明らかとなった。そのた
め、より総合的、組織的に遺跡修復研究を行う事を決定し、平成１６年度にそのための準備を行っ
た。１６年度、ユネスコに対して積極的にプロポーザルを行った結果、下記の３つの遺産の修復に
地圏科学研究センターとして組織的に参加が了解された。それらは、
① イラン、バム遺跡
② タジキスタンのシルク・ロード仏教遺跡、アジナテパ
③ イラン、チョガ・ザンビール遺跡
である。イラン、バム遺跡は、2003 年 12 月 26 日の地震により壊滅的に破壊された。この遺跡を
対象にすることで、土を主体にした材料の長期の強度等の変化が研究できる。また、この遺跡修復
では土構造物の耐震性向上が主要課題となっており、その研究が可能となる。アジナテパ、チョガ・
ザンビール遺跡についても、土を主体にした材料の長期の強度等の変化が研究できることは勿論、
地圏環境変遷の研究を遂行できる。ユネスコのプロジェクトに対して、地圏科学研究センターとし
て契約することには制度上問題があり、
大学発ベンチャー企業が契約を結ぶスキームを考えている。
このように、平成１６年度は、個別研究から組織的な総合研究に移行する準備期間であり、その
目的は達成できた。
３ 研究組織と活動
研究組織を下表に示す。特徴として、文理融合型の研究を進めるため、文化人類学専門の教員、
加藤泰建教授と井口欣也助教授が加わっている事が挙げられる。また、本年度から、地圏科学研究
センター専任教員、小口千明助教授の参加を得た。小口助教授は、シリヤ等で地圏環境変遷を鉱物
学的に研究してきた実績があり、本プロジェクトを推進する事が出来る。
プロジェクト研究の担当者と研究課題
担当者
研究課題
教授 渡辺邦夫
研究総括。遺跡修復。降雨浸透による土材料の
（プロジェクト・リーダー）
風化、劣化メカニズム研究。
教授 町田篤彦
石灰性材料の長期変化過程の研究
教授 加藤泰建
遺跡の文化人類学的研究。
（センター協力教員）
助教授 風間秀彦
遺跡土材料の微小構造と強度の研究
助教授 長田昌彦
DDA を用いた土構造物の変形解析
助教授 小口千明
遺跡土材料の化学・鉱物学的研究
助教授 井口欣也
遺跡修復と文化人類学的研究
（センター協力教員）
助手 谷山 尚
日干しレンガ構造物の耐震性向上研究
（センター協力教員）
４ プロジェクト研究資金
平成１６年度に地圏科学研究センターが獲得し、使用した資金は下記である。
ユネスコ（渡辺邦夫、調査旅費等）
1,200,000 円
校費
400,000 円

プロジェクト研究報告 その４
５ 平成１６年度達成状況
平成１６年度の活動及び達成状況は下記である。
活動項目
イラン、バム遺跡修復

達成状況
修復に関する国際ワークショップに参加し、修復プラン作製を行
った。地圏科学研究センターとしての組織的参加を提案し、了解
された。
タジキスタン、アジナテパ遺 修復の事前調査に参加し、修復プランを作成した。地圏科学研究
跡
センターとしての組織的参加を提案し、了解された。
イラン、チョガ・ザンビール 第２次修復のプランを作成した。
遺跡
６ 平成１６年度発表論文・報告等
渡辺邦夫、尾崎哲二、乾燥地の遺跡修復と地盤工学的問題点−イラン、チョガ・ザンビール遺跡を
例として−、土と基礎、
（３月号掲載予定）
、2005.
渡辺邦夫、天野健治、日干しレンガ及び焼成煉瓦の水理特性と長期健全性評価、叢書「文化財保護
制度の研究」、日干し煉瓦の保存、東京文化財研究所国際文化財保存修復協力センター、
pp.59-76,2003.
Watanabe, k., Aubererov, B., Field measurement of evaporation from the surface of baked brick
structures in Otrartobe, Kazakhstan, UNESCO, OTRAR Project Report, 2004.
Oguchi, T., Oguchi, C. T., Late Quartanary rapid talus dissection and debris flow deposition on
an alluvial fan in Syria, Catena. Vol. 55, pp. 125-140, 2004.
Masahiko Osada, Subir K. Shrestha, T. Kajiyama and K.Yamaguchi. ; Application of Rock Mass
Integration Method (RMIM) with DDA modeling in Rock Slope Stability, 3rd ARMS, Kyoto,
Dec., pp.1257-1262, 2004.
◆ イラン、バム遺跡修復

２００４、４月１７−２０日
バムの修復・保全に関するワークショップ
ユネスコ主催
NHK 世界遺産特集、
２００４年７月１９日に放映される

プロジェクト研究報告 その４
◆仏教遺跡アジナテパ(タジキスタン)修復のユネスコプロジェクト事前調査

アジナテパ出土 涅槃仏

ニュース

アジナテパ遺跡ストウーパ

卒業生の活躍

平成１６年秋、工学部建設基礎工学科（昭和５５年度）卒業の田中
純夫氏が、物流分野の IT 化を発展させ事業化した、その多大なる新
規産業功績が評価され、
４６歳の若さで、
藍綬褒章を受章されました。
同氏は、本工学部において卒業研究（研究テーマ：岩盤ブロックモ
デルにおける抵抗則に関する研究）を指導教官の佐藤邦明教授のもと
で学び、卒業後、鈴与株式会社に入社。鈴与建設株式会社、富士シス
テムハウスを経て、平成３年に現在の会社の前身となる「株式会社エクゼ」を設立、代表取締役社
長に就任しました。その後平成１３年、現在の「株式会社フレームワークス」に社名を変更し、平
成１５年マイクロソフト社「.NET アプリケーションアワード」
『最優秀賞』受賞、平成１６年６月
東証マザーズに上場を果たしました。
同社では、
「社会・産業・生活の基盤である物
流システムを、卓越した業務ノウハウと最新情
報化技術の応用により、構築し維持する」とい
う企業理念のもと、物流システムの効率化を目
指して事業を展開されてきました。
地圏科学研究センターは、田中純夫氏の受章
をお祝いするとともに、今後の活躍を期待しま
す。

Ⅲ センターの対外活動等

Ⅲ センターの対外活動等

1. 第 4 回 彩の国

市民科学オープンフォーラム

平成 17 年 1 月 20 日（木），大宮ソニックシティにて

「斜面崩壊による土砂災害から身を守る」を主催

新潟県中越地震（平成 16 年 10 月 24 日発生）

日刊建設新聞（2005 年 1 月 21 日）

の 2 ヶ月後に開催されたこともあり，時期を得て，
県，市町村の防災，消防関係者や関係団体はもと
より，一般市民の方々も多数参加された。参加者
数は，120 名を超えた。
フォーラムでは，専門家による話題提供のあと，
話題提供者をパネリストに，活発なディスカッシ
ョンが行われた。

埼玉建設新聞（2005 年 1 月 27 日）

2. 新潟県中越地震報告
調査領域

新潟県中越地震に際して，地圏科学研究センター
として調査団（団長；風間秀彦センター助教授）を
組み，特に斜面災害を対象とした初期調査を行った。
左図は，調査箇所の位置図である。この時点では
調査範囲は限られたものとなったが，この地域の斜
面崩壊の特性を把握することができた。まず，河岸
段丘に沿っては，表層崩壊が非常に目立つ。特に表
層崩壊した土塊の移動量が大きく，下の写真では上
越線の線路を通過して，国道付近まで達している。
その他，もともと地すべり斜面を構成していた斜面
の再動が挙げられる。このため谷頭からや緩斜面で
の崩壊も際立っている。
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①上越線南側の表層崩壊による土砂により，
線路が完全に塞がれてしまった。
崩壊土砂は国道付近まで達している。

崩壊斜面に残る木々
（表層崩壊である証拠）

崩壊方向

流されてきた木。根元が曲がっていることから，斜面から来たものであることがわかる。

木の向きに注意

隣の崖も滑った跡あり。流山状。
線路には到達していない。

⑤中山雪覆道（スノーシェッド）の上部でも表層崩壊。
ロックシェッドの機能を果している。

ごつごつしているのは砂岩。

しかし，のり枠工はすべり落ちている。
アンカーはどの程度入れてあったのか？

2. 新潟県中越地震報告
⑦地すべりによる道路の陥没（竹田から牛ヶ首に至る道路）

送電線用の鉄塔も傾いている

田圃
上部には
溜池あり

谷

段差１ｍ程度
水もかなり
影響して
いるようだ

谷部での地すべりが多い印象を受ける。この地域は全体として１つの地すべり地。

ほとんど谷頭から崩壊が始まる

⑧牛ヶ首入口付近の崩壊

溜池の堰堤が滑ったことに
よって，電柱が傾いた。

今回の斜面災害を主にした調査の結果、つぎの点が明らかすることができた。
地震による斜面破壊のタイプを大別すると、多い順に表層崩壊、地すべり地の活動による破壊、崖
上端部の破壊、道路などの地山と盛土との境界付近の破壊、尾根部や斜面深部の岩盤崩壊であり、そ
れぞれの破壊機構は必ずしも同じでない。
破壊した斜面の斜面の周辺や破壊を免れた斜面に大小の亀裂が多数あり、また崩壊して斜面に堆積
した土砂が不安定な状態にあるものが多く、今後の大きな余震、降雨や融雪時の水の浸透によって破
壊した斜面の再活動や新たな斜面破壊が発生する可能性が高い。また、積雪荷重のため、およびその
後の雪解けに際して地すべりが再活動し易い状態にある。したがって、早急な対策工が必要である。

3. JICA イラン国研修の地下水利用講義 平成 17 年 2 月 3 日 佐藤邦明教授による

4. JICA シリア国研修の地下水資源講義

平成 16 年 7 月 23 日

佐藤邦明教授による

平成 16 年 10 月 27 日

佐藤邦明教授による

5. 一日体験入学を分担

2004 年 6 月 12 日（土）に埼玉大学全体で中学生を対象
として行われた１日体験入学において、地圏科学研究セ
ンター/建設工学科基盤構造工学研究室は「自分の部屋
を地震で揺らしてみよう」というテーマで参加し、午
前・午後の２回中学生を相手にコンピューターを用いた
防災教育を行った。

図１．地震前の状態

図２．大きな揺れで上に積んだ家具が落ちる

図３．背の高い家具が倒れる

6．ベンチャー企業「さいたま Package-D」の活動
2003 年度に地圏科学研究センターから発足した埼玉大学初の
ベンチャー企業「さいたま Package-D」が，日経産業新聞に紹介
された（2004 年 5 月 31 日）
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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：11 編
学術講演：18 編
国際共同研究：13 件

教育活動（学生指導）
大学院博士後期課程修了者：6 名（うち留学生 4 名）
大学院博士前期課程修了者：9 名（うち留学生 5 名）
卒業研究指導生：

13 名

社会活動
学協会関連：

32 件

省庁関連：

8件

地方自治体関連：

9件

その他：

9件

受け入れ研究費
科学研究費補助金

51,200,000 円

共同研究費

700,000 円

委任経理金

700,000 円

学内競争的資金

750,000 円

総

計

53,350,000 円
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2.研究活動
a.論文
論文タイトル

著者名

雑誌名等

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

水工学論文集, 第48巻,
pp.313-318

差分連成ランダムウォーク法による不圧帯 佐々木孝，佐藤邦明， 土木学会論文集，
和田明
水層のDNAPL移行解析と現地適用
No.782/Ⅱ-70，pp.11-30

発表年月
2004.3

2005．2
登載予定

Reliability Study of Seawater
Pumped-Storage Power Generation
Based on a New Pilot Plant Project

Kenji Takashima,
Hiroyuki Maki,
Kuniaki Sato

Journal of Hydroscience
2005.5
and Hydraulic
登載予定
Engineering, JSCE

海水揚水発電所FRP水圧管路の強度特
性と水理損失の実証的研究

高島賢二，佐藤邦明，
土木学会論文集
岩下和義

Fracture step structure: geometrical
characterization and effects on fluid
flow and breakthrough curve

Khang, N.D.,
Watanabe, K.,
Saegusa, H.

Engineering Geology,
vol.75, pp.107-127.

2004

Effect of bridge construction on
floodplain hydrology-assessment by
using monitored data and artificial
neural network models-

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

Jour. Hydrology, vol.
292, pp.182-197.

2004

Analysis of groundwater flow in a
fractured rock mass in Pahala
Mattala area, Sri Lanka using DonChan, a three dimensional channel
network model

Gamage,K.M.K.D.,
Yamada, H.,
Watanabe, K., Hata
Y.

J. Groundwater
Hydrology, Vol. 46,
pp.277-297.

2004

2004.4
受理

M. Osada, S.K.
Application of Rock Mass Integration
Shrestha, T.
Method (RMIM) with DDA modeling
Kajiyama and K.
in Rock Slope Stability
Yamaguchi

Proceedings of the
ISRM International
Symposium 3rd ARMS,
pp.1257-1262.

2004.1１

Pa Pa Win,
Penetration Profile of Chloride Ion in
Watanabe, M. and
Cracked Reinforced Concrete
Machida, A.

Cement and Concrete
Research Journal,
Vol.34-7, pp.1073-1079.

2004.7

Wave Propagation Modeling Analysis Kawakami H. and
of Earthquake Records for Buildings Oyunchimeg M.

Journal of Asian
Architecture and
Building Engineering,
Vol.3, No.1, pp.33-40.

2004.1１

正弦波状の起伏地形における波動伝播の 川上英二, 茂木秀則，
解析
福原幸司

日本建築学会構造系論文
集, No.587,pp.53-60.

2005.1
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アレー観測データに基づく地表面近傍で
の地震波動の伝播方向の推定

楊仲元，川上英二

土木学会論文集,
No.780/I-70, pp.41-56.

粒子軌跡のモデル化法によるレイリー波の 楊仲元，川上英二，H.
地震, Vol.57, pp.29-43.
伝播方向の一推定方法
R. Haddadi，孫耀南

2005.1

2004

Normalized Input-Output
Minimization Analysis of Earthquake Kawakami H. and
Wave Propagation in Damaged and
Oyunchimeg M.
Undamaged Buildings

13th World Conference
on Earthquake
Engineering, Paper
No.3170.

2004.8

Probability Distribution of Peak
Ground Acceleration Ratios

13th World Conference
on Earthquake
Engineering, Paper
No.1345.

2004.8

Coefficient of permeability of
S. M. Shirazi, H.
bentonite and bentonite-sand mixture,
Kazama
Australian Geomechanics

Australian
Geomechanics, Vol 39,
No.4, pp.63-69.

2004.12

Swelling characteristics of bentonite
and bentonite-sand mixture for
nuclear waste disposal

S. M. Shirazi, H.
Kazama

Australian
Geomechanics, Vol 39,
No.4, pp.71-79.

2004.12

A porosity-related diffusion model of
weathering-rind development.

Oguchi, C. T.

Catena

2004.6

Salt damage to brick kiln walls in
Matsukura, Y.,
Japan: spatial and seasonal variation Oguchi, C. T. and
of efflorescence and moisture content. Kuchitsu, N.

Bulletin of Engineering
Geology and the
Environment

2004.6

Late Quartanary rapid talus
dissection and debris flow deposition
on an alluvial fan in Syria

Oguchi, T. and
Oguchi, C. T.

Catena, Vol. 55, pp. 1252004.4
140.

佐藤 邦明（編著）

埼玉大学出版会

2005.2
出版予定

Groundwater Flow Analysis

Sato K

JICA Project, Study of
Syria Water Resources
Management

2004.10

Groundwater Resource Use in Japan

Sato K

JICA Project, Urban
Water Shortage
Management for Iran

2005.2

Mogi H. and
Kawakami, H.

b. 著書，資料，解説，講義等
地下水環境・資源マネージメント
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叢書「文化財保護制度の
研究」, 日干し煉瓦の保
存、東京文化財研究所国
際文化財保存修復協力セ
ンター, pp.59-76.

2003

齋藤正人，川上英二，
圧電材料を用いた損傷自己検知型デバイ
埼玉大学地域共同研究セ
村田修，渡邉健治，
スの開発とそのシステム化に関する研究
ンター紀要
西岡英俊

2004

日干しレンガ及び焼成煉瓦の水理特性と
長期健全性評価

渡辺邦夫，天野健治

Comparative Study on the
Consolidation Characteristics and
Htay Win, Kazama
Compressive Strength Behavior of
H., Nakamura M.
Undisturbed, Recomposed and Slurry
Samples of Diluvial Clay

Annual Report of
Collected
Paper,Geosphere
Research Institute
Saitama University,
Vol.3, pp.21-30.

2004.3

Permeability and swelling
characteritics of bentonite and
bentonaite-and mixtures for nuclear
waste disposal

Shirazi S. M.,
Kazama H.

Annual Report of
Collected Paper,
Geosphere Research
Institute Saitama
University, Vol.4.

2005.3

風間秀彦

「”彩の国”市民科学オープ
ンフォーラム－斜面崩壊に
よる土砂災害から身を守る
－」講演および討論会資
料, pp.11～20.

2005.1

埼玉大学地域共同研究セ
玉砂利を使用したオープンケーソンに作用 中出 睦，五味信治，
ンター紀要, 第４号,
する周面摩擦に関する研究(Ⅳ)
加世田智成，風間秀彦
pp.150-153.

2004.11

心御柱の残存に影響を与えた地中環境に
小口千明, 朽津信明
ついて.

2004.3

山崩れ・崖崩れの予知・予測

GISと地球表層環境

出雲大社境内遺跡発掘調
査報告書, 第13章.

ディカウ＆ザオラー
（編著）、小口 高・小口
古今書院
千明・小松安希・佐藤
一孝（翻訳）

2004.8

c. 学術講演
日本地下水学会，2004年
帯水層中DNAPL残存量の算定モデルと 佐々木孝，佐藤邦明，
春季講演会予稿集，
現地適用
和田明
pp.74-79

2004.5

地下水・土壌汚染とその防
ランダムウォークによるDNAPL残存量の算 佐々木孝，佐藤邦明， 止対策に関する研究集会
第10回講演集，pp.642定法と現地適用
後藤義卓
645

2004.7
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Development of evaporation logging
equipment and accuracy check

Osada, M., Maung
Maung, M.,
Watanabe, K.

土木学会第59回年次学術
講演会

2004.9

割れ目系に着目したダムサイトにおける水
理地質構造の検討（１）－割れ目系の構造 川越 健，長田昌彦
発達史から読み取れる透水性評価－

日本応用地質学会平成16
年度研究発表会講演論文 2004.10
集,pp.427-430.

割れ目系に着目したダムサイトにおける水
長田昌彦，川越健，
理地質構造の検討（２）－カーテングラウ
ティング結果を取り入れた三次元的な透水 Aung Ko Ko Soe
性評価－

日本応用地質学会平成16
年度研究発表会講演論文 2004.10
集,pp.431-432.

岩盤接着工法による軟岩のせん断補強効 亀田卓志，長田昌彦， 土木学会第59回年次学術
果に関する実験的研究
梶山敏也，袴田弘容
講演会，Ⅲ-429.

2004.9

孔内蒸発量計測に基づく軟岩の透水性推
小西亮平，長田昌彦
定に関する研究

土木学会第59回年次学術
講演会，Ⅲ-318.

2004.9

地表面の起伏によって生じる散乱波につ
いて

土木学会第59回年次学術
講演会, I-753.

2004.9

基礎構造物への作用荷重が構造物全体系 千葉一樹，齋藤正人， 土木学会第59回年次学術
の損傷過程に及ぼす影響に関する研究
川上英二
講演会, I-049.

2004.9

インテリジェントマテリアルによる基礎構造 齋藤正人，川上英二， 土木学会第59回年次学術
物の損傷検知手法の開発（その１ 圧電デ 田村真一，西岡英俊，
講演会, VI-090.
バイス）
渡邉健治，村田修

2004.9

西岡英俊，渡邉健治，
土木学会第59回年次学術
インテリジェントマテリアルによる杭頭部損
傷検知手法の開発（その２ 透水デバイス） 村田修，齋藤正人，
講演会, VI-091.
川上英二

2004.9

Md. Kumruzzaman,
Kazama H. Swe Yu

Proceedings of the 39th
Japan National
Conference of
Geotechnical
Engineering, Vol.1,
pp.255-256.

2004.7

Experimental Study on Permeability
and Swelling Characteristics of
bentonite-Sand Mixtures

Shirazi S. M.,
Kazama H.

Proceedings of the 39th
Japan National
Conference of
Geotechnical
Enginering, Vol.1,
pp.315-316.

2004.7

Experimental Study on Coefficient of
Permeability of Bentonite and
Bentonite-Sand Mixtures

Shirazi S. M.,
Kazama H.

Proc. of the 6th
International Summer
2004.7
Symposium, pp.225-228.

Anisotropic Stress-Strain and
Strength Behavior of Soft Clay

茂木秀則，川上英二
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中出睦，五味信治，
ＳＳケーソンの周面摩擦力に関する研究－
米奥久貴，平賀理，
その１：砂質地盤における周面摩擦力－
風間秀彦

第39回地盤工学研究発表
会講演集，Vol.2，
pp.1433-1434.

2004.7

ＳＳケーソン工法における周面摩擦力の実 中出睦，五味信治，
験的研究（その１）－すな地盤における周 米奥久貴，加世田智
面摩擦力－
成，風間秀彦

第59回土木学会年次学術
講演会講演概要集，Ⅲ－
35.

2004.9

European Geosciences
Experimental Study on Salt
Oguchi、C. T., Hatta, Union
Accumulation in Soils for Sustainable
T. and Nemoto, S.
1st General Assembly
Agriculture in Arid Developing Areas.
Nice, France

2004. 4

The 35th 2004
Binghamton
Effects of Temperature and CO2
Oguchi, C. T.,
Geomorphology
Concentration on Dissolution Rates of Suzuki, M., Aoki, H. Symposium Limestone: A Laboratory Experiment. and Matsukura, Y.
Weathering and
Landscape Evolution-,
Kentucky, USA

2004. 10
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３．社会活動
期間

町田 篤彦
Canadian Highway Bridge Design Code SC#16
ASCE Journal of Composites for Construction
ISO TC71/SC6

2004

～

編集委員 1996

～

2000

～

委員

委員長

IABSE WC3

委員

～

fib TG7, 4

委員

～

土木学会 吉田賞委員会

委員長

2002

～

日本コンクリート工学協会 再生骨材標準化委員会

委員長

2002

～

委員

2004

～

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

～

Fifth International Conference on Earthquake
Resistant Engineering Structures - International
Scientific Advisory Committee

委員

2004

～

(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

～

委員

2003

～

評議員

2004

～

日本地理学会 総務専門委員会

委員

2004

～

農林交流センターワークショップ
固体試料分析の基礎 ～各種機器による試料分析～

講師

2002

～

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

～

国土交通省 関東地方整備局 八ッ場ダム・湯西川ダム
コスト縮減技術委員会

2005

川上 英二
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
(社)地盤工学会 ＩＳＯ検討委員会
(社）地盤工学会関東支部
小口 千明

佐藤 邦明

2004
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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

～

国土交通省関東地方整備局 関東地方河川技術懇談会 セラー

リバーカウン

1982

～

（財）日本地下水理化学研究所

評議員

2003

～

1995

～

1998

～

1998

～

埼玉県 地盤沈下対策調査専門委員会

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

客員研究
員

(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

～

国際協力機構（JICA）社会環境影響評価委員

委員

2004

～

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 岩盤不連続面の調査方法 基準化委員会

幹事

2004

～

地盤工学会 岩盤工学委員会

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

～

観光都市・大谷の再生委員会 埋め戻し地盤専門部会

委員

2004

～

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

～

長田 昌彦

日本応用地質学会

2004

吉中 龍之進
(社)地盤工学会 地盤工学会災害連絡会議
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(社)建設工学研究所 不連続性岩盤研究会

委員

1980

～

岩の力学連合会

顧問

1999

～

臨時委員 2001

～

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
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
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4.海外活動
氏 名

行き先

活 動 内 容

期 間

長田昌彦

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３

2004.3.27～
2004.4.8

渡邉邦夫

イラン

バム遺跡修復計画立案

2004.4.18～
2004.4.27

小口千明

フランス

第1回ヨーロッパ地球科学会議での研究報告

2004.4.24～
2004.5.3

渡邉邦夫

タイ・ネパール

タイ工業会講演会招待後援およびネパール・
カトマンズ市の水質調査

2004.5.18～
2004.5.27

川上英二

カナダ

世界地震工学会議での研究報告

2004.7.27～
2004.8.7

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３

2004.8.29～
2004.9.26

小口千明

アメリカ合衆国

第35回ビンガムトン地形学会議－風化と地形
発達－での研究報告

2004.9.30～
2004.10.5

渡邉邦夫

タジキスタン

タジキスタン仏教遺跡修復調査

2004.11.22～
2004.11.29

風間秀彦

タイ

地盤汚染に関する共同研究の資料の収集・現
地調査

2004.11.24～
2004.12.1

渡邉邦夫

タイ

タイ国の地盤・地下水汚染に関する研究打ち
合わせ

2005.1.31～
2005.2.6

風間秀彦

タイ

地盤汚染に関する共同研究の成果検討および
報告書作成

2005.3.2～
2005.3.9

長田昌彦

スイス

モンテリ地下研究所での国際共同研究（蒸発
量計測）とNagraでの研究打ち合わせ

2005.2.27～
2005.3.11

渡邉邦夫

イラン

バム遺跡修復計画

2005.3.31～
2005.4.7
（期間順）
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5.学生指導実績
博士後期課程
論文タイトル

氏 名

Integrated modelling approaches for analysing
Nguyen Duy
groundwater flow and solute transport in
Khang
fractured rock masses in different scales

指導教官

備考

渡邉邦夫

平成16年 9月
修了

楊 仲元
(論文博士）

アレー観測地震データに基づく地表面近傍での地震波
動の特性に関する研究

川上英二

平成16年 9月
修了

Pa Pa Win

Evaluation of Effect of Crack on Chloride Ions
Penetration in Reinforced Concrete Structures

町田篤彦

平成16年 9月
修了

野中 樹夫

ダム湛水により水没する破砕帯地すべりの安定対策手
法に関する研究 － 移動量解析による検討 －

渡邉邦夫

平成17年 3月
修了予定

渡邉邦夫

平成17年 3月
修了予定

佐藤邦明

平成17年 3月
修了予定

指導教官

備考

渡邉邦夫

平成16年9月
修了

Study on the estimation of unsaturated flow
Htike Htike parameters and the development of ground-water
management system for Yangon area

渡邉邦夫

平成17年3月
修了

Min Maung Study on the unsaturated flow around a tunnel by
Maung
using evaporation measurement techniques

渡邉邦夫

平成17年3月
修了

D.G.
Analysis of groungwater flow in fracrured rock
Kumuduni mass -Use of fractured rock aquifer as a reliable
Mala Kumari groundwater source for dry zone in Sri Lanka高島 賢二
(論文博士）

実証試験に基づく海水揚水発電所の設計法に関する研
究

博士前期課程 （修士課程）
氏名
Carlos A.
Velasquez
L-R

論文タイトル
Runoff forecasting for small mountainous Basins

Patirana
Chandani
Ajantha

Analysis of groundwater flow in a fractured zone
and 3-D virtual reality visualization of flow

渡邉邦夫

平成17年3月
修了

矢口繁顕

薄肉鋼管を型枠とせん断補強鋼材に兼用した鋼コンク
リート合成橋脚の耐震性状に関する研究

町田篤彦

平成17年3月
修了

佐藤有美

地震後の避難救助活動のシミュレーションに関する研究

川上英二

平成17年3月
修了

深谷武史

本震による被害を受けた構造物の余震応答特性に関す
る研究

川上英二

平成17年3月
修了
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平賀 理

玉砂利を用いたオープンケーソンの周面摩擦の評価に
関する研究

風間秀彦

平成17年3月
修了

Swe Yu

Anisotropic shear strength and deformation on
remolded marin clay under normally consolidated
and slightly overcnonsolidated states

風間秀彦

平成17年3月
修了

論文タイトル

指導教官

備考

学部生
氏名
識名公代

流出解析における遺伝的アルゴリズムを用いた要因分
析法の研究

渡邉邦夫

平成17年3月
卒業

阪本亮太

不連続変形法を用いた各種拘束条件下における亀裂
性岩盤の変形挙動に関する研究

長田昌彦

平成17年3月
卒業

掘削影響領域を考慮した軟岩の透水特性に関する実験
的研究

長田昌彦

平成17年3月
卒業

瀬尾圭介

道路橋コンクリート床版におけるStrap付き二方向版の
耐荷機構に関する基礎的研究

町田篤彦

平成17年3月
卒業

高橋佑季

鋼桁を橋脚に接合した複合ラーメン橋接合部の応力伝
達に関する研究 -横桁が橋脚に剛結され、主桁は横桁
のみに接合される場合-

町田篤彦

平成17年3月
卒業

廣江正樹

薄肉角型鋼管を型枠とせん断補強鋼材に兼用した合成
橋脚の耐震性状に関する研究

町田篤彦

平成17年3月
卒業

小藤充博

周辺建物群が建築基礎の逸散減衰効果に及ぼす影響
に関する研究

齊藤正人・
川上英二

平成17年3月
卒業

鶴田真弘

非線形領域における基礎構造物への地震荷重に関す
る解析的研究

齊藤正人・
川上英二

平成17年3月
卒業

山田櫻子

強震動のH/Vスペクトル比を用いた地盤周期推定方法
の評価

齊藤正人・
川上英二

平成17年3月
卒業

黒田朋宏

センブランス法を用いた地震伝播方向の推定に関する
研究

川上英二

平成17年3月
卒業

舛谷明倫

鉄塔構造物の崩壊解析のためのモデル作成に関する
研究

川上英二

平成17年3月
卒業

木造・RC造建物の崩壊解析に関する研究

川上英二

平成17年3月
卒業

玉砂利を用いたオープンケーソンの周面摩擦関する実
験的研究

風間秀彦

平成17年3月
卒業

鈴木亮

森真澄
岩間正人
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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

町田篤彦

基盤研究
（A) (2)

42,400千
円

（H14～H16)

各種社会基盤構造物の維持管理システ
ムに関する研究

14350237
（H14～H16)

地表面での地震動に及ぼす地形，樹木， 渡辺 啓行
建物群などの影響解明と多重反射理論 (H16は岩下
の改良
和義に変更）

基盤研究
（B) (2)

2,700千円

14380199
（H14～H16)

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)

2,300千円

14350251
（H14～H16)

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

渡邉 邦夫

基盤研究
（B）(２）

2,500千円

14404002
（H14～H16)

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）

1,300千円

研究課題名

研究代表者

研究期間

共同研究費

2) 共同研究

相手方

株式会社アーク情 大気・土壌・地下水連成モデルによる汚
報システム
染物質移行手法の開発

佐藤邦明

2004.9.7～
2005.3.31

400千円

玉石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

2004.9.14～
2005.3.31

300千円

研究課題名

研究代表者

配分額

日産建設㈱

3) 学内競争的資金
経費の種類

21世紀総合研究機
火山地域における岩盤劣化速度と斜面
構研究プロジェクト 崩壊の時間的予測に関する研究
（研究経費）

小口千明

750千円
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4) 委任経理金
寄 附 者
株式会社エヌエム
ビー

応用地質

寄附金の名称

研 究 者

寄附金額

研究助成

町田篤彦

400千円

地盤の不飽和浸透パラメータの測定

渡邉邦夫

300千円

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 町田篤彦
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
沿革については年報第 1 巻の付録に示したが、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名の専任教員が配置されている。平成 15 年
度荒川洋二助教授が筑波大学に転出され，平成 16 年度小口千明助教授を迎えた。また専任教
員に加えて地圏科学の研究を推進するために１名の客員教員が配置されている。
専任、客員教員配置は下記である。
地圏防災科学研究分野
川上英二教授、風間秀彦助教授
小口千明助教授
センター長

客員教授

町田篤彦教授

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 教員プロフィール参照

さらに、本研究センターの研究を支援するため、８名の協力教員をお願いしている(協力教員プ
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

○国立大学法人埼玉大学地圏科学研究センター規則
平成16年４月１日
規則第
84号

（趣旨）
第１条

こ の 規 則 は 、 国 立 大 学 法 人 埼 玉 大 学 学 則 第 10条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 地

圏科学研究センター（以下「センター」という。）に関して、必要な事項を定め
る。（目的）
第２条

センターは、地圏の自然及び自然現象と調和・共生する都市環境の理念を

構築し、その理念を実現するための科学的手法とシステムに関する高度技術の研
究と開発を行い、もって安全な都市の創造に寄与することを目的とする。
（研究分野）
第３条

センターに、次の研究分野を置く。

(1) 地 圏 防 災 科 学 研 究 分 野
(2) 地 圏 環 境 科 学 研 究 分 野
２

センターに協力研究分野を置くことができる。

３

協力研究分野に関する必要な事項は、センター長が別に定める。
（業務）

第４条

センターにおいては、次に掲げる業務を行う。

(1) 都 市 域 、 特 に 首 都 圏 の 地 震 災 害 軽 減 技 術 の 開 発
(2) 都 市 域 、 特 に 首 都 圏 の 詳 細 地 圏 構 造 の 解 明
(3) 地 圏 及 び 地 圏 水 の 適 正 環 境 の 保 全 技 術 の 開 発
(4) 高 度 危 険 廃 棄 物 の 深 層 処 分 技 術 の 開 発
(5) 都 市 域 に お け る 地 圏 の 適 正 利 用 技 術 の 開 発
(6) 自 然 災 害 と 地 圏 環 境 に 関 す る 国 内 外 の 資 料 収 集
(7) そ の 他 セ ン タ ー の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 業 務
（組織）
第５条

センターに、次の教職員を置く。

(1) セ ン タ ー 長
(2) 専 任 教 員
(3) そ の 他 の 職 員
（センター長）
第６条

センター長は、本学の専任教授をもって充て、学長が委嘱する。

２

センター長は、センターの管理運営を掌理する。

３

センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が
生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
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（専任教員）
第７条

専任教員の採用及び昇任等に関しては、別に定める。

（客員教授等）
第８条

センターに客員教授又は客員助教授（以下「客員教授等」という。）を置

くことができる。
２

客員教授等の採用等に関しては、別に定める。

３

客員教授等の任期は、１年以内とし、再任を妨げない。
（センター会議）

第９条

センターにセンター会議を置き、次に掲げる事項を審議する。

(1) 運 営 の 具 体 的 方 策 に 関 す る 事 項
(2) セ ン タ ー 長 選 考 の 原 案 作 成 に 関 す る 事 項
(3) そ の 他 セ ン タ ー に 関 す る 事 項
第１０条

センター会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) セ ン タ ー 長
(2) セ ン タ ー の 教 授 又 は 助 教 授
(3) そ の 他 セ ン タ ー 長 が 必 要 と 認 め た 者
２

前項第３号の委員は、学長が任命する。

３

第１項第３号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による
委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第１１条

センター会議に委員長を置き、センター長をもって充てる。ただし、セ

ンター長に事故あるときは、センター長があらかじめ指名した委員がその職務を
代行する。
２

委員長は、センター会議を招集し、その議長となる。

３

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

４

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

５

議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く
ことができる。
（研究推進・評価委員会）

第１２条
２

センターに、研究推進・評価委員会を置く。

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）
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第１３条

センターの事務は、研究協力部研究国際協力課において処理する。

（雑則）
第１４条

この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別

に定める。
附

則

こ の 規 則 は 、 平 成 16年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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付録３ ○国立大学法人埼玉大学地圏科学研究センター研究推進・評価委員

会 細則
平成16年４月１日
規則第
85号

（趣旨）
第１条

こ の 細 則 は 、 国 立 大 学 法 人 埼 玉 大 学 地 圏 科 学 研 究 セ ン タ ー 規 則 第 1 2条 第 ３

項の規定に基づき、研究推進・評価委員会に関し、必要な事項を定める。
（組織）
第２条

研 究 推 進 ・ 評 価 委 員 会 は 、 本 学 の 教 員 以 外 の 学 識 経 験 者 に よ る 委 員 10 人 程

度をもって組織する。
２

委員は、センター会議の議を経て、学長が委嘱する。

３

委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
（委員長及び副委員長）

第３条

研究推進・評価委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によっ

て定める。
２

委員長に事故あるときは、副委員長が、その職務を代行する。

３

委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
（事務）

第４条

研究推進・評価委員会の事務は、研究協力部研究国際協力課において処理

する。
（雑則）
第５条

この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、別に

定める。
附

則

１

こ の 細 則 は 、 平 成 16年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

２

この細則施行後、第２条第１項の規定に基づく最初の委員の任期は、同条第３
項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 17年 ８ 月 ７ 日 ま で と す る 。
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付録 4

教員プロフィール

センター長
地圏防災科学研究分野
教授 町田 篤彦(まちだ あつひこ)

工学博士

専門分野 鉄筋コンクリート工学・鋼コンクリート複合構造
最終学歴
1965年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了
学位取得
工学博士(東京大学)、1976年
博士論文タイトル「コンクリートの引張強度試験方法に関する研究」
主な論文
・Canadian Bridge Design Code Prooisions for Fiber Reinforced Structure, J. of Composites for
Construction, 2000.
・A.Machida, SPECIFICATION FOR DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES USING FRP ‑ How to design concrete
structures using FRP ‑, Proceedings of ICCI '96, 1996.
・M.Afifuddin, A.Machida, et el., Special Finite Elements with Displacement Discontinuity Across
Internal Interfaces, Proceedings of JCI, Vol.16, No.1, pp.123‑128, 1994.
・H.Mutsuyoshi, A.Machida et el., Ductility Improvement of PC Members Reinforced with FRP, Concrete
Library International of JSCE, No.20, pp.117‑129, 1993.
・A.Machida & H.Mutsuyoshi, Evaluation of ductility of R/C members and influence of ductility on
inelastic behavior of R/C frame structures, International Workshop on Concrete Shear in Earthquake
pp.III‑1‑10, 1991.
・"Development of Accurate Pseudodynamic Test Method for R/C Structures" (10 WCEE,1992)
・J.Tajima, A.Machida et al., Jonints in Hybrid Bridge of Steel Girder and Concrete Pier, IABSE
SYMPOSIUM BRUSSELS, pp.425‑430, 1990.

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.

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 小口 千明(おぐち ちあき)

博士(理学)

「I. 地圏科学研究センターの活動概要」の着任のご挨拶とプロフィールを参照ください。

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
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.

地圏科学研究センター協力教員リスト

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

付録５

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

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
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
（財）原子力環境整備促進・資金管理センター

委 員

寺田 賢二
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委 員

西野 健三

委 員

橋本 徳昭

委 員

今井 栄一

委 員

村重 嘉文

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
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