


 

地圏科学研究センター 年報 

           目         次            

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 
 着任のご挨拶                      桑野二郎 教授 
 平成 16 年度センターの活動評価と提言について 
   上記「活動評価と提言」に対する平成 17 年度の取り組み 
 センター予算 
Ⅱ 平成 17 年度の研究報告 
 センターのプロジェクト研究について 

   ニュース 21 世紀 Great Women 賞を受賞 
 【プロジェクト研究 その 1】地域の耐震性向上の研究 
 【プロジェクト研究 その 2】放射性廃棄物処分高度化研究 
 【プロジェクト研究 その 3】東南アジア高等教育支援・地圏環境共同研究 
 【プロジェクト研究 その 4】世界の遺跡修復・保存を基にした地圏文化研究 
Ⅲ センターの対外活動等 
 1.  地圏科学フォーラムの開催 
 2. 〝彩の国〟市民科学オープンフォーラムの開催 
 3.  2006 年日本地理学会春季大会の一般公開シンポジウム開催 
 4.  センターの HP をリニューアル 
 5.  自然災害科学 関東地区資料センターの HP をオープン 
   ニュース 佐藤邦明名誉教授，茨城県から感謝状を贈呈される 
   ニュース 岩の力学連合賞技術賞を受賞 
Ⅳ 研究・社会活動等資料 
 1. 概要 
 2. 研究活動 
 3. 社会活動 
 4. 海外活動 
 5. 学生指導実績 
 6. 研究費獲得状況 

 



 
 
 
 
 
 

           目         次           （つづき） 

 
Ⅴ 付録 
 1．地圏科学研究センターの設立経緯・研究内容・研究組織 
 2．埼玉大学地圏科学研究センター 規則 
 3．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 
 4．教員プロフィールと協力教員リスト 
 5．研究推進・評価委員会 委員名簿 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【表紙写真】 
平成 17 年 11 月から 12 月にかけて，イランの世界遺産アルゲ・バム遺跡の修復に関する現地調
査を行った。写真は，現地で使用されている日干し煉瓦の物性把握のために，エコーチップ反発
強度試験を行っている様子である。詳しくは，プロジェクト研究Ⅳを参照。 



 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 地圏化学研究センターの発足から５年、埼玉大学も国立大学法人埼玉大学へ移行して１
年を経過し、とまどいを見せつつも、ようやく新体制に慣れつつある状況となった。この
ような中で、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、いささかも変わら
ず、深刻さを増す地盤環境汚染問題や様々な対策にもかかわらず地震や豪雨に付随して発
生する地盤災害などを通して、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。
また、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。これに加えて、昨年３月に定年退職された佐藤邦明教授の後任とし
て、５月、東工大より、桑野二郎先生が教授として転入され、同教授の専門である土質工
学を原点とする地圏防災分野での研究活動がこれまで以上に活発となりつつある状況とな
った。これらの研究活動の詳細については、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 

 
 地圏防災科学研究分野に、2005年 5 月 1 日付で着任いたしました。私はこれまで、地震時の地盤の挙
動の解析、地盤・土構造物の安定性高度化、地盤材料の力学特性の解明などを、室内要素試験、模型試
験、現地調査、数値解析などを組み合わせて行ってきました。特にこれまでの勤務先である東京工業大
学においては、遠心模型試験装置を用いた地盤の安定問題や、高精度な室内試験装置を用いた地盤材料
の力学特性の研究に主に取り組んできました。今後は、これまでの知見を活かしていくとともに、環境
も大きく変化したため、地盤防災を中心として、新たな気持ちで研究教育活動に取り組んでいきたいと
思います。以下に、これまでに行なった研究内容を簡単にご紹介します。 
1) 地震時な どにおける地盤・土構造物の安定性に関する研究 
 地震時や豪雨時などの厳しい自然条件における地盤・土構造物の安定は、自然災害防止の観点から重
要です。本研究分野には、関連するいくつかの研究課題が含まれています。 
 地盤の補強に関する研究では、補強材の特性が補強効果に及ぼす影響を調べ、補強盛土工法の高度化
についての提案を行っています。また、得られた知見を地すべり抑止やトンネル掘削時の安定性向上に
ついても応用し成果を挙げています。 
 地震によりアースダムのような盛土構造物に生じる残留変形の予測に関するものでは、要素せん断試
験と数値解析を組み合わせることで、地震時残留変形を評価する手法を構築し、実事例を解析して手法
の妥当性を示しています。 
2) 土の変形 強度特性に関する研究 
 土の変形・強度特性という、基本的な性質に取り組んだもので、その中でも重力の影響下で堆積した
土が必然的に有する異方性の問題を主に扱っています。砂のクリープがせん断レベルによっては無視で
きない程度に生じること、亜弾性係数の異方性と応力状態依存性などを示してきました。さらに、せん
断平面上での多段階降伏についても調べ、従来の顕著な降伏曲面 Y3の内側に弾性挙動限界の Y1、体積
降伏限界の Y2 を定め、せん断などの応力履歴に伴うそれらの移動や拡大を明らかにしてきました。本
研究はかなりの基礎研究といえますが、今後の地盤解析学の進展に寄与できればと思っています。 
3) 液状化に 関する研究 
 主に砂質地盤の地震時液状化についての一連の研究です。一つは、一般に細粒分含有率の増加は液状
化強度を増加させると考えられますが、細粒分の種類と量によっては液状化強度が低下する可能性があ
ることなどを示し、細粒分を多く含む砂の中間土の非排水繰返しせん断挙動のモデル化も試みています。
また、簡易な原位置試験と微地形を組み合わせることで、宅地地盤の液状化被害評価を行い、危険度ゾ
ーニングマップを作成しました。さらに、液状化流動地盤と杭との相互作用について模型実験を実施し、
振動の有無、地盤密度、流動速度などの影響を調べています。これらの研究を通して、地震時の液状化
に対する被害評価や耐震性の向上に貢献できればと考えています。 
 これまでの大学ではいずれも学科・専攻への所属で、センターへの所属は今回が初めてとなります。
まだ何かと戸惑うこともありますが、センターの皆様に助けていただきながら新しい環境にも慣れ、新
たな展開を模索しております。はなはだ微力ではございますが、地圏科学研究センターの発展のために
全力を尽くす所存でございます。ご指導ご鞭撻の程、どうかよろしくお願い申し上げます。 
 

桑野 二郎 



プロフィール 

 
地圏防災科学研究分野 
教授 桑野 二郎（くわの じろう） 
 
専門分野 地盤工学・地盤地震工学 
生年月日 1958年 9 月 8日 
学歴 1981年 3 月 東京大学工学部土木工学科卒業 

1985年 5 月 東京大学大学院工学系研究科土木工学専門課程博士課程退学 
学位 1986年 12 月 工学博士（東京大学）：地震力による土構造物の残留変形解析 
略歴 
1985年 6 月～1990年 3月 東京大学工学部土木工学科 助 手・講師 
1987年 5 月～1989年 5月 Asi an In st it ute of Technolo gy,  Ass is ta nt Professor 
1990年 4 月～1994年 3月 東京理科大学理工学部土木工学科 講師・ 助教授 
1994年 4 月～2005年 4月 東京工業大学工学部土木工学科・大学院理工学研究科土木工学専攻 助教授  
2005年 5 月～      埼玉大学地圏科学研究センター 教授 
主な論文・著書 
・Change in multiple yield surfaces of dense Toyoura sand with shearing in a p'-constant plane, Geotechnical 

Special Publication, ASCE, 2005. 

・Research on pore water pressure and residual shear strain characteristics of sandy clay, Rock and Soil Mechanics, 

2005. 
・Measurement of quasi-elastic stiffness parameters of dense Toyoura sand in hollow cylinder apparatus and 

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

・Centrifuge experiments on stability of tunnel face, Slovak Journal of Civil Engineering, 2004. 
・Anisotropic multiple yielding of dense Toyoura sand in p'-constant shear plane, Soils and Foundations, 2003. 
・Effects of footing size and aspect ratio on the bearing capacity of sand subjected to eccentric loading, Soils and 

Foundations, 2002. 
・Effects of initial fabric and shearing direction on cyclic deformation characteristics of sand, Soils and 

Foundations, 2002. 
・新土木実験指導書【土質編】（分担執筆）, 技報堂出版, 1993. 
 
【補強土壁の遠心振動台実験】 
 地盤中にジオグッリドのような引っ張り補
強材を挿入した補強土壁は、従来型の擁壁と比
べて耐震性が著しく高い事が阪神大震災など
の事例で明らかになっている。しかし、伸び剛
性の低い補強材では土の拘束が十分にできず、
このように補強領域を貫く破壊が生じてしま
う。従って、安定した補強土壁の構築には適切
な材料の選択と施工が重要となる。 



平成１７年７月１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 16 年度センターの活動評価と提言 

 
埼玉大学地圏科学研究センター研究推進・評価委員会副委員長 

中央大学大学院公共政策研究科 教授 佐藤雄也 
 

平成１７年３月１７日に開催された第５回埼玉大学地圏科学研究センター、研究推進・
評価委員会の討議を踏まえ、委員会として下記の活動評価と提言を行う。 
 
１．埼玉大学地圏科学研究センター（以下、地圏センターと略記する）は、当研究推進・

評価委員会による平成 15 年度の活動評価と提言を平成１６年度の活動に積極的に反映
すべく研究活動を推進したことは十分に評価できる。 

２．地圏センターは、４つのプロジェクトを研究の柱に据え、その成果は国際学術誌への
多くの論文発表として結実した。これは、地圏センター教官の研究活動が国際的に認
知されているものとして高く評価できる。また多くの研究が工学部を始めとする学内
協力教官との共同研究により行われていることは、全学組織である地圏センターとし
て望ましい研究活動のあり方として評価できる。しかし研究の進め方について、まだ
組織性に欠ける点もあるとの指摘があり、平成 17 年度は研究活動をより一層、組織的
に取り組むことを期待する。 

３．地圏センターは、平成 16 年度も年報第４巻及び論文報告集第４巻を発刊した。これら
はセンター活動の透明性の確保や研究成果の社会還元の上から重要な活動である。し
かしながら、研究活動や成果の報告に当たってやや専門的な記述が多く、一般社会の
理解が得にくい点が指摘された。また、各プロジェクト研究の最終目的や現状等が必
ずしもわかりやすく整理されていないと言う意見があった。さらに、地圏センターの
活動を広く社会に伝えるため、WEB サイトを充実する事が提案された。平成 17 年度
はこれらの意見を十分考慮して、研究成果やその他の活動をよりわかり易く取り纏め、
社会に伝達する努力をより一層行うことを期待する。 

４．大学の研究成果は社会に還元される必要がある。地圏センターは平成１６年度も、"彩
の国" 市民科学ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ－斜面崩壊による土砂災害から身を守る－を主催し、地圏セ
ンターの研究成果を基礎として市民の自然災害に対する意識を向上する活動を行った。
この活動は、大学が地域社会の一構成員となって市民に科学的な安全知識の普及を行
うものとして高く評価できる。平成 17年度も地圏センターが、地域社会の安全な町作
りに積極的に貢献することを期待する。 

５．地圏センターは、ユネスコや JICA などと協力し、海外の現地調査に基づき、地震被害
からの復興プラン作製、土壌汚染対策提言、発展途上国の持続的な高等工学教育発展
に対する支援、国際遠隔会議・講義、技術者研修受け入れなど多くの国際貢献活動を
行った。このような活動は地圏センターの国際性を高めるものとして評価できる。相
手国側の意向をも踏まえつつ平成 17年度も引き続き、さらに国際貢献活動を進めるこ
とを期待する。 

６．地圏センターの研究や社会貢献、国際支援活動を行うに当たって必要となる公的資金
の獲得に一層の組織的な努力を行うことを期待する。 

７．地圏センターが特徴のある先進的な研究を推進し、研究成果の一層の社会貢献を図る
ため、教員の充実と共に事務体制の強化を図ることを期待する。 



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１７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１７年度の対応を下記にまとめて記述する 
 
 
１．埼玉大学地圏科学研究センター（以下、地圏センターと略記する）は、当研究推進・

評価委員会による平成 15 年度の活動評価と提言を平成 16 年度の活動に積極的に反映
すべく研究活動を推進したことは十分に評価できる。 

センターの対応 

  平成 17 年度の活動についても、平成 16 年度の活動評価と提言を踏まえて行った。 

  活動評価と提言に対する具体的な対応は下記である。 

 
２．地圏センターは、４つのプロジェクトを研究の柱に据え、その成果は国際学術誌への

多くの論文発表として結実した。これは、地圏センター教官の研究活動が国際的に認
知されているものとして高く評価できる。また多くの研究が工学部を始めとする学内
協力教官との共同研究により行われていることは、全学組織である地圏センターとし
て望ましい研究活動のあり方として評価できる。しかし研究の進め方について、まだ
組織性に欠ける点もあるとの指摘があり、平成 17 年度は研究活動をより一層、組織的
に取り組むことを期待する。 

センターの対応 

  平成 17 年度においても、平成 16 年度に引き続き、４つのプロジェクト研究を行った。その成果

については、Ⅱ平成 17 年度の研究報告（プロジェクト研究報告）に、内容、発表論文等、詳

述している。次に、ご指摘頂いた「組織的研究の強化」である。この点については、センター

が設立以来５年を経過する現在、極めて重要である。平成 17 年度は下記の点から、ご指摘

に対する対応を行った。 

① 地圏科学研究センターが全学の研究センターである事を強く認識し、全学に対して積極

的に研究提案や研究報告を行い、センター以外の多くの教員も巻き込んで組織的に研

究を進展する枠組みの構築を進める。 

② 地圏科学研究センター協力教員との共同研究をさらに発展させる。 

③ 地圏科学研究センター教員あるいはセンター協力教員が、各プロジェクト研究のどのパ

ートを受け持つか、それらをどのように取りまとめて行くかを一層明確にする事で、組織

的研究の強化を図る。 

④ 海外支援、国際共同研究では、従来個々の教員が行う性格が強かったが、センターの

組織的対応という性格を強化する。 

具体的な活動について簡単に述べると、①については、埼玉大学総合研究機構の重点研

究への組織としての提案、理工学研究科環境制御工学科シンポジュウムでの講演等積極

的協力、教養学部や理工学研究科及び工学部教員による研究組織の構築と学術振興会等

のプロジェクト提案などがある。17 年度は研究資金確保などの成果に結びつかなかったが、

今後継続する事が肝要と考えている。②については、耐震性向上研究や、放射性廃棄物処

分場の長期性能評価などの具体的なテーマで共同研究を一層発展させ、科学研究費や外

部資金の確保に結びつけた。③については、Ⅱ平成 17 年度の研究報告（プロジェクト研究

報告）で説明する。特筆すべきは、耐震性向上に関わるプロジェクト研究の更なる発展のた

め、地震などによる地盤災害研究の強化を目指して、地盤補強などの研究を積極的に行な



っている桑野二郎教授に着任頂いたことである。④については、例えば、東ティモール大学

工学部の教育能力向上をセンターの組織として支援することや、ネパール、トリブバン大学

工学部との廃棄物処分に関する共同研究の構築、イラン文化遺産観光省、遺跡遺物修復

保存センターとの組織としての共同研究の進展がある。 

 これらの組織的活動はまだ始まったばかりであるが、このような具体的活動を積極的に行

う中で、組織的研究が強化できると考えている。 

 
３．地圏センターは、平成 16 年度も年報第４巻及び論文報告集第４巻を発刊した。これら

はセンター活動の透明性の確保や研究成果の社会還元の上から重要な活動である。し
かしながら、研究活動や成果の報告に当たってやや専門的な記述が多く、一般社会の
理解が得にくい点が指摘された。また、各プロジェクト研究の最終目的や現状等が必
ずしもわかりやすく整理されていないと言う意見があった。さらに、地圏センターの
活動を広く社会に伝えるため、WEB サイトを充実する事が提案された。平成 17 年度
はこれらの意見を十分考慮して、研究成果やその他の活動をよりわかり易く取り纏め、
社会に伝達する努力をより一層行うことを期待する。 

センターの対応 

  地圏センターは、平成 17 年度もこの年報第４巻及び論文報告集第４巻を発刊し、センター活

動の透明性の確保や研究成果の社会還元を積極的に行う。ご指摘頂いた問題点、活動内

容が一般社会に理解されにくい、あるいは、各プロジェクト研究の最終目的などがわかりにく

いという点に関しては、改良を加えた。つぎにご指摘頂いた WEB サイトは 17 年度９月１日に

改良した。その後のアクセス件数は２月初めまでに約 1400 件であった。WEB サイトについて

は、今後も継続的に改善し、センター活動の一層の社会伝達に努める。 

 
４．大学の研究成果は社会に還元される必要がある。地圏センターは平成１６年度も、"彩

の国" 市民科学ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ－斜面崩壊による土砂災害から身を守る－を主催し、地圏セ
ンターの研究成果を基礎として市民の自然災害に対する意識を向上する活動を行った。
この活動は、大学が地域社会の一構成員となって市民に科学的な安全知識の普及を行
うものとして高く評価できる。平成 17年度も地圏センターが、地域社会の安全な町作
りに積極的に貢献することを期待する。 

センターの対応 

  地圏センターは平成 17 年度も、「"彩の国" 市民科学ｵｰﾌﾟﾝﾌｫｰﾗﾑ－地震から我が家を守る

－」を主催した。また、日本地理学会、埼玉県、埼玉大学共催の、「一般公開シンポジウム－

首都圏直下の地震を正しく畏れ、みんなで備えよう：埼玉の地震災害とその対策を考える」、

を主体的に担った。これらの活動によって、地圏センターの研究成果を基礎として市民の自

然災害に対する意識を向上する活動を行った。 

   さらに特筆すべきは、地圏センター川上教授が行ってきたプロジェクト研究をまとめて、とくに

木造家屋の耐震診断システムを構築したことである。このシステムについては、プロジェクト

研究Ⅰの報告で示されているように、テレビ、週刊誌等に取り上げられ、実用化への第一歩

を踏み出した。 

 
５．地圏センターは、ユネスコや JICA などと協力し、海外の現地調査に基づき、地震被害

からの復興プラン作製、土壌汚染対策提言、発展途上国の持続的な高等工学教育発展
に対する支援、国際遠隔会議・講義、技術者研修受け入れなど多くの国際貢献活動を
行った。このような活動は地圏センターの国際性を高めるものとして評価できる。相
手国側の意向をも踏まえつつ平成 17年度も引き続き、さらに国際貢献活動を進めるこ



とを期待する。 
センターの対応 

  国際貢献活動は、平成 16 年度に引き続き積極的に行った。今年度の特徴は、２．でも述べた

ように、センターの組織としての活動の構築であった。例えば、イラン文化遺産観光省、遺跡

遺物修復保存センターとの組織としての共同研究では、３名の教員を地震で崩壊したバム

遺跡に派遣し、各教員の専門を総合して修復に必要な調査を行った。また、ネパール、トリブ

バン大学とは、２名のセンター教員を派遣し、同国の一般廃棄物処分場周辺の地下水や土

壌汚染に関する共同研究を行った。さらに、東ティモール大学の工学教育向上に関する

JICA プロジェクトの一環で、同大学教員を大学院修士課程に受け入れた。このように、地圏

センターの国際貢献活動は、組織的に行われた。 

 
６．地圏センターの研究や社会貢献、国際支援活動を行うに当たって必要となる公的資金

の獲得に一層の組織的な努力を行うことを期待する。 
センターの対応 

平成 17 年度にセンターが得た公的資金は、科学研究費 690 万円(代表、川上教授)、総合研

究機構プロジェクト研究費、３件、総計 384 万円（代表、渡辺教授、風間助教授、小口助教

授）であった。必ずしも十分ではなく、今後一層の努力が必要と考えている。 

 
７．地圏センターが特徴のある先進的な研究を推進し、研究成果の一層の社会貢献を図る

ため、教員の充実と共に事務体制の強化を図ることを期待する。 
センターの対応 

  国立大学法人に移行し、大学の人件費等が逼迫した状況では教員や事務員の増加はきわめ

て難しい。しかし、地圏センターの研究の重要性を強く認識し、２．で述べた、埼玉大学として

の全学的な研究を遂行する中で、ご指摘の教員の充実と事務体制の強化を求めてゆきた

い。 

 
 
 



センター予算（運営費交付金）

平成１７年度地圏科学研究センター経費予算配分額

平成１６年度実績

付属施設経費 3,262,000 3,229,000

教育研究基盤経費 7,617,000 7,294,000

博士後期課程教員当積算等経費 1,522,500 583,333

留学生経費 1,366,000 1,121,000

謝金 30,000 0

合計 13,797,500 12,227,333

平成１７年度地圏科学研究センター経費使用予定

平成１６年度実績

教員研究費（含、旅費） 3,819,961 3,400,000

図書費 803,105 600,000

清掃費 238,350 240,000

修繕・工事費 1,827,609 2,200,000

保守点検（リフト） 235,600 210,000

通信費 291,090 270,000

ガス・水道・電気代 178,017 ※ 1,200,000

コピー機レンタル料（含、用紙代） 785,568 750,000

共通備品 1,589,805 700,000

共通消耗品 792,979 407,333

印刷費 1,454,060 1,000,000

災害資料室（賃金、消耗品） 878,258 1,000,000

受益者負担金(建設工学科分） 593,808 150,000

謝金・共通旅費・その他 181,590 100,000

残額（没収） 127,700 0

合計 13,797,500 12,227,333

※１７年度から電気・水道料金がセンター負担

平成１７年度

平成１７年度



 
 
 
 
 
 

 Ⅱ 平成 17 年度の研究報告   
 
 

・プロジェクト研究報告 

 
 
 



地圏科学研究センターのプロジェクト研究について 

 
 地圏科学研究センターでは、４つのプロジェクト研究を立ち上げ、組織的に地圏科学に
関する研究と技術開発を行っている。図－１はセンターの全体活動の中での各プロジェク
ト研究の位置づけを整理したものである。地圏科学研究センターの目的は、図中にあるよ
うに、「安全で安心な社会生活を支える地圏技術の確立と国際貢献の推進」である。この目
的を達成するため、２つの研究分野がある。１つは地震防災科学研究分野であり、地震災
害を主として、「災害に強い安全で安心な社会の構築」を目指す。この分野では、「都市の
耐震性技術研究」と「自然災害研究及び社会啓蒙」の活動を行っている。このうち、前者
の研究をプロジェクト研究Ⅰと位置づけている。プロジェクトⅠの正式名称は、「地表面で
の地震動のばらつきと、地形・樹木・建物群などの影響の解明」である。しかし、最近の
社会的関心の高まりを背景にして、合理的な建物の耐震判断システム開発も重要な研究内
容となっている。後者の自然災害関係の活動は、自然災害科学関東地区資料センターの業
務と併せて行われているものであり、特にプロジェクト研究とは位置付けていない。この
自然災害科学関東地区資料センターの業務としては、災害資料の収集・解析、及び資料の
公開等がある。センターのもう１つの研究分野が地圏環境科学研究分野であり、「地圏・地
下水環境の長期保全技術の確立」を目指している。この分野では、「廃棄物処分及び地下水
保全研究」と「長期地圏環境保全研究」を行っており、それぞれ、プロジェクト研究Ⅱ、
同Ⅳとして組織的に研究を進めている。プロジェクト研究Ⅱの正式名称は「放射性廃棄物
地層処分における、岩盤及び深層地下水の調査・解析・評価技術の開発研究」であり、放
射性廃棄物に代表される高度危険廃棄物の安全な処分を対象にしていた。しかし、センタ
ーの研究推進・評価委員会で、「高度危険廃棄物処分技術は一般廃棄物処分にも使えるもの
であるから、研究対象を放射性廃棄物処分に限定せず、広い範囲の廃棄物の処分の研究を
行う方が良い」との指摘があり、現在は特に放射性廃棄物処分に限定していない。プロジ
ェクト研究Ⅳの正式名称は、「古代遺跡の修復保存とナチュラル・アナログ研究」である。
元々、遺跡の建設材料の長期劣化や遺跡周辺の環境変遷を調べ、長期安定的な社会基盤の
構築や環境保全の研究を行うものであった。しかし、遺跡の建設材料に限らずより一般的
な材料、例えば岩盤、石材、コンクリートなどの長期劣化の評価も重要との指摘を受け、
現在はより広い材料の長期安定性を研究している。 

これら以外に、センターの重要な活動として、「国際高等教育・研究支援」があり、プロ
ジェクト研究Ⅲとして国際的活動を進めている。プロジェクトⅢの正式名称は、「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」である。この国際活動
は、JICA や埼玉大学が学術交流協定を締結している大学を通して組織的に行っている。実
際の対象地域は東南アジアに限らず、ネパールなどの南アジアにも及んでいる。 

以上述べたように、研究の進展により、また社会ニーズの変化によって、研究内容や研
究対象の地域、さらには取り扱う材料などが少しずつ変化している。そのため、プロジェ
クト名称も修正すべきであろうが、１７年度は従来の名称を踏襲した。 

図中、平成１７年度に行った主要な活動を各プロジェクト毎に簡単に整理している。各
プロジェクト研究ついての詳細な活動報告は次頁以降に示されている。また、併せて、セ
ンター長、各専任教員、客員教授、センター協力教員の関与しているプロジェクト研究を
示している。この図に示されるように各教員は、互いにオーバー・ラップしながら、また、
専任教員のみでは必ずしもカバーしきれない研究については学内のセンター協力教員と共
に、全学的な見地に立って組織的にプロジェクト研究を進めている。 

なお、専任教員はすべて自然災害研究及び社会啓蒙活動に関わっている。 
 
  



 
図－１ 地圏科学研究センターの目的と４つのプロジェクト研究。各教員及び協力教員が

主要もしくは副として行っているプロジェクト研究についても記している。 
 
 
 

ニュース   21 世紀 Great Women 賞を受賞 

 
 
小口千明助教授が American Biographical Institute 
（ABI) より、地形学 (Geomorphology) 分野における 
21 世紀 Great Women 賞を受賞した。 
受賞年月日：2005 年 12 月 20 日。2006 年版の記録、 
"Great Women of the 21st Century" に掲載予定。 
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センター                        センター活動 
設立        ７年計画              見直し開始 

      I                                                     I  
 13 14 15 16 17 18 19   

 
個別研究   ⇒    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 
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  
－都市域の地震被害の軽減と耐震性の向上の研究－ 
 
１ プロジェクト研究の目的 

「都市域の地震被害の軽減と耐震性の向上の研究」を目的として設立された地震防災科学研究分
野では、大地震による特に都市圏における被害を減少させるために重要な基本的な知見を得ること、
そして新しい技術を開発することを目標に、以下の課題を推進している。 
① 地震外力の評価の高精度化： 従来の研究では無視されてきた地表面での地震動の場所による

ばらつきを解明し、巨大化・長大化・地中化した近年の構造物に対する地震外力の高精度化を
行う。また、地形・樹木・建物群などの地表面の詳細な条件が地震動に及ぼす影響について解
析する。 

② 構造物の耐震性評価の高精度化： 従来は弾性体・弾塑性体として解析されてきた建物などの
各種構造物に対し崩壊解析手法を開発し、設計図を基に多くの構造物に適用する。そして、耐
震診断法として実用化させる。 

③ 都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発： ライフラインを含む都市施設の震
動・火災などによる地震被害の想定の精度を向上させる。 

 
２  プロジェクトの進捗状況と今後の活動予定 
 
① 地震外力の評価の高精度化： 

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 

 
 



プロジェクト研究報告 その１ 
 
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
重反射理論を改良している。 
 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。 
 
② 構造物の耐震性評価の高精度化： 

本耐震性評価方法では、まず建物を構成する柱・梁・壁などの各部材の強さを実験結果に基づい
て正確にモデル化する。次に、これらの部材を組み上げることにより、建物全体のモデルを作成す
る。これに大地震で観測された地震動を与えることにより、建物がどのように応答・崩壊するかを
力学的に精密に計算する。阪神大震災で観測された地震記録、およびその２倍の地震動を、建物に
対して与え応答を計算し、どのように安全であるか、または崩壊するかを可視化する。 
 動画で最初に壊れた部材（場所）が建物の弱点であり、どの部分が弱いかが視覚的にわかること
から、家全体を耐震補強するのではなく、弱い部分だけを補強すれば良いことになる。このため、
不必要な補強や過剰設計を避けることが可能であり、費用が安くすむ。改修後の応答も動画で確認
できるため、家を新築・改築する際の設計のチェックや設計変更に役立つ。 

本耐震診断法は、テレビ朝日「J チャンネル：Ｊのこだわり」（2006年 1月 27日）や、毎日新聞
社「サンデー毎日」（2006年 1月 29日号）で紹介され、実用化に向けて第一歩を踏み出した所であ
る。 
 
３ 研究組織と活動 

担当者 研究課題 
教授  川上英二 (プロジェクト・リーダー) 研究総括 地盤・建物の影響に関する検討 
教授  桑野二郎  土構造物の耐震性に関する検討 
助教授 岩下和義 (センター協力教官)  地盤の影響に関する実験と解析 
助教授 齋藤正人 (センター協力教官)  建物群の影響に関する実験と解析 
講師  茂木秀則 (センター協力教官)  地震動のばらつき 多重反射理論の改良 
助手  谷山 尚 (センター協力教官)  地盤の影響に関する解析 
 
４ プロジェクト研究資金 
 平成 17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)  6, 900, 000円 
 
５ 平成 17年度達成状況 

本プロジェクトは昨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 
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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。昨年度における入
射波がＳＨ波の場合の解析に引き続き、Ｐ波、ＳＶ波
の場合の定式化、数値計算を終え、基盤と地表層との
２層構造の場合、しかも基盤にも起伏がある場合に対
し検討を行い、実際の地盤または断層構造の地盤へと
適用範囲を拡げつつある。 

 
６ 平成１７年度発表論文 
茂木秀則，川上英二，福原幸司：境界要素法とノイマ

ン級数に基づく摂動解法を組合せた起伏地形の地
震応答解析手法，土木学会論文集,  No. 787/I 71,  
pp.8190,  2005.4. 

H. Kawakami,  M.Oyunchimeg and E .A.J .  Ti ngat inga: 
Analy si s of Earthquake Wave Propagation in 
Build ings, Eart hquake Resis tant Engi neeri ng 
Str uctures V,  WIT Transacti ons on The Bui l t  
Envir onment,  Vol.  81,  pp.313322,  2005. 5. 

K.  I chiba,  K. Iwashita  and M.  Oda:  Experi mental 
Study on Stress Rati o i n Rapid  Granul ar Shear 
Fl ow,  Powders & Grai ns 2005,  pp. 751755,  2005 

茂木秀則（分担）:  地震動のローカルサイトエフェク
ト実例・理論そして応用, 土木学会,  2005.  

H. Tani yama,  S.  Yamamoto, N. Takagi  and S.  Yasuda:  
Est imation of  Damage to Burie d Pi pel ines by 
Reverse Faul ts,  Abstr acts of IASPEI General  
Assembly,  Abstr act No.639, 2005. 



「サンデー毎日」（２００６年１月２９日号　３６頁）で紹介された崩壊解析 耐震診断
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プロジェクト研究Ⅱ報告  
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、現在と
くに大き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。 
 しかしながら、「地圏科学研究センターのプロジェクト研究について」で述べたように、
一般的な社会的ニーズを考え、さらに昨年度の本センターの研究推進・評価委員会で述べ
られた下記の意見、 
「放射性廃棄物など高度に危険な廃棄物処分技術の研究は重要である。しかし、その技術
は一般廃棄物処分にも使えるものであるから、研究対象を厳しく限定せずに、開発された
技術を広い範囲の地圏環境保全問題解決に向けて応用する事を考えることも大事である。」 
を考慮し、放射性廃棄物処分を対象に開発された技術を広く環境・開発問題に応用する事
も、現在では重要な研究課題となっている。このように、社会ニーズの変化や研究の進展
によって、大きな研究目的は変わらないにしても、内容は変化してきている。 
 
２  プロジェクトの進行状況 
 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ってきた。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１７年度は、
今まで開発してきた技術を、実際の現場に適用して実用性の検証と改良を行うフェーズの
最初の年度に当たる。個別技術の開発フェーズでは、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、実際問題に適用している。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。 
 また、個別技術の開発を行う中から、放射性廃棄物処分ばかりでなく、地圏環境の保全
や地圏に関わる構造物の健全性評価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・操業によ
ってまた大地震等のような外的条件によって、処分場やあるいはダムなどの構造物が所定
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



場の立地や構造物建設による地圏環境影響などの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
とも１７年度の研究の重要な点であった。 

 
本プロジェクトの研究開発テーマ、技術開発状況、今後の予定 

 
３ 研究組織と活動 

下記に、地圏科学研究センターの研究担当者及び研究課題を整理して示す。協力教員を
含めて７名のスタッフがこの研究に取り組んだ。しかしながら、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
し共同研究として進めることが必要である。 
 

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 
（プロジェクト・リーダー） 

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 蒸発計測技術開発と乾燥に伴う岩盤の透水性等の変化研究
助教授 小口千明 処分場岩盤の短期・長期の鉱物学的な変質研究 
助教授 山辺 正 
（センター協力教官） 

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１7 年度に地圏科学研究センターがこの研究で獲得し、使用した資金は下記である。 
・核燃サイクル開発機構研究費（資源素材学会経由） 1,000,000 円 

１５１３ １４ １６ １７ １８ １９ ２０

解析等個別技術の開発研究
開発技術の地下研究所等

への適用研究

岩盤割れ目評価法開発

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

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

応力・地下水・熱・物質変化総合解析システム開発

バリア材としてのベントナイトの工学的物性研究

７年計画

センター設立 センター見直し開始予定

年度

トンネル壁面の蒸発計測技術の開発

具
体
的
な
研
究
開
発
内
容

１５１３ １４ １６ １７ １８ １９ ２０

解析等個別技術の開発研究
開発技術の地下研究所等

への適用研究

岩盤割れ目評価法開発

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

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

応力・地下水・熱・物質変化総合解析システム開発

バリア材としてのベントナイトの工学的物性研究

７年計画

センター設立 センター見直し開始予定

年度

トンネル壁面の蒸発計測技術の開発

具
体
的
な
研
究
開
発
内
容

 



・日本原燃                    3,000,000 円 
・校費                        700,000 円 
                    総計             4,700,000 円 
 
５ 平成１7 年度の研究内容及び成果 
 平成１7 年度の研究開発及び達成状況は概略的に下図のように整理できる。１７年度研究
は、主に３つの研究課題、①地圏環境のモニタリング及び管理技術開発、②堆積軟岩中の
トンネル壁面の強度・透水性変化と変形研究、③危険廃棄物の隔離性能向上、に焦点を当
てて進めた。下図には、研究方法、研究対象、研究成果についても簡単に整理して示して
いる。 
 

 
平成１７年度の主要研究内容と得られた成果 

 
６ 平成１7 年度発表論文 
星野吉昇、内田善久、渡辺邦夫、藤井健知、解析解を入力値とした ANN によるロックフィ

ルダム初期湛水時の間隟水圧挙動予測、土木学会論文集 No.805/Ⅵ‐69, pp.77-90, 2005. 
星野吉昇、内田善久、渡辺邦夫、ANN によるロックフィルダム初期湛水時の間隟水圧挙動

予測に関する一考察、電力土木、No.319,pp.1-10,2005. 
渡辺邦夫、若松尚則、地下水に関係する環境問題解決の試み、2005 年地下水学会シンポジ

ウム、2005. 
Watanabe,K., Weesakul, U.,Hydrological monitoring system based on the ANN:  

Application to the groundwater management, Invited paper, NCCE 9, Thailand, 
CD-Rom, 2005. 

Shirazi S. M., Kazama H.：Permeability and swelling characteritics of bentonite and 

高度危険廃棄物処分技術の開発及び
地圏環境管理システムの研究

主な研究成果

地圏環境の
モニタリング及び
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ANNと遺伝的アルゴリズム
（GA)を組み合わせた地圏

環境管理システムの開発

ダム管理
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の適用

東農地域の
降雨流出現
象の解析

瑞浪地下研究所
の立て坑掘削に
よる周辺地下水
への影響評価
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廃棄物処分トンネルの建設・操業時
の安定性及び核種隔離性能評価

廃棄物処分用トンネル周辺の力学・
水連成解析の基礎パラメーター評価
法が開発できた

危険廃棄物の
隔離性能向上

ベントナイトと砂の
混合物の透水性・

膨潤性評価

基礎的な室内実験

極めて小さい透水
係数測定により、
隔離性能評価が
向上

高度危険廃棄物処分技術の開発及び
地圏環境管理システムの研究

主な研究成果
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法が開発できた
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bentonaite-and mixtures for nuclear waste disposal, Annual Report of Collected Paper, 
Geosphere Research Institute Saitama University, Vol.4, pp.9-20, 2005.. 

Sharif. S. M., Kazama H., Oshinbe M：Permeability of bentonite and bentonite-sand 
mixtures, Australian Geomechanics, Vol.40, No.4, pp.27-36, 2005. 

Sharif. S. M., Kazama H.：Temparature and Density Effect on Swelling Characteristics 
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室内実験から割れ目が形成されつつある状態における透水特性を求め，地下空洞周辺に
おける透水係数分布を予測する。 

    
掘削直後の岩盤からの蒸発量計測の実施（スイス・モンテリ地下研究所にて） 
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プロジェクト研究Ⅲ報告 

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設立目的の一つに国際協力があり、地圏科学研究センターは国際的な地圏環境研 
究の拠点になることを目指して、①東南アジア地域の大学との共同研究を推進すること、②それらの大学へ
の高等工学教育支援を継続して行っている。また、そのために必要なネットワーク化や国際的なプロジェク
トにも積極的に参加している。その対象地域は東南アジアのみならず、近年はネパールなどの南アジア地域
にまで拡大している。具体的な活動とその内容はつぎのとおりである。 
(1) 地圏科学に関する国際共同研究の実施 

アジア地域の地盤特性の比較研究、地下水資源開発・管理システムに関する研究、廃棄物処分場周辺の
地下水のモニタリングや地盤・地下水汚染の拡大機構とその対策技術の開発、地すべり・斜面崩壊など
の地域特性と防止対策、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を実施している。 

(2) 国際高等工学教育の支援 
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や教育・研究指導、また教官や学生を本学に受け入
れて教育するなど、高等教育の支援を行い、教育・研究のレベルアップを図るとともに技術移転を行っ
て、今後の研究推進に寄与する。 

(3) 国際遠隔講義・会議ネットワークの構築 
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国立大学との間の国際遠隔講義・会議のためのネ
ットワーク構築の準備を行いつつある。 

(4) JICA プロジェクト等への協力 
地圏環境問題、高等工学教育支援などに関する JICA プロジェクトなど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し、支援する。 
 

２. プロジェクトの進捗状況と今後の活動計画 
  本プロジェクトは前述のとおり、① 国際共同研究の実施、② 国際高等教育の支援、③国際遠隔講義・会
議ネットワークの構築、④ JICA プロジェクト等への協力  の 4 つのテーマからなっている。これらのテー
マについて、これまでの実施してきた内容とそれらの進行状況、および今後の計画は次ページの表のとおり
である。 

本センターのプロジェクト研究は、原則として 7 年計画としているが、国際協力・支援の本プロジェクト
は、対象とする国・大学などの事情やわが国の支援計画の中で対応しなければならないので、計画のとおり
に実施できないことが多い。また、高等工学教育の支援のように長年にわったて継続すべき性格のものや新
たなテーマが追加になることもある。 
  以下、個々のテーマの概要について記す。 
(1) 国際共同研究の実施 
  これまでの国際共同研究は表に示した「地盤特性と地盤地下水汚染の拡大機構に関する研究」、「地下水資
源と管理システムに関する研究」、「都市および構造物の耐震性向上に関する研究」の 3 つであり、17 年度か
ら新たに「地すべり・表層崩壊・土石流等の斜面災害の研究」が加わった。前 2 つのテーマは、センター教
員が JICA プロジェクトのタイ タマサート大学工学部支援に関係したことから、タマサート大学教官との共
同研究を数年間継続している。その後ミャンマーのヤンゴン工科大学や海事大学、ネパールのトリブバン大
学の教官との共同研究が進められている。耐震性向上の研究は、開発途上国に多いアドベ（日干しレンガ）
構造物を対象にして、バングラデシュ工科大学の教官らとアドベの工学特性の把握から始まり、今後はアド
ベ家屋の耐震性向上を目指して研究を推進する予定である。斜面災害の研究は東ティモール、ネパールで頻
繁に発生し、日常生活やインフラ整備に大きな問題となっており。東ティモール国立大学やトリブバン大学
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の教官との共同研究を開始に向けて準備を進めつつある。 
 

プロジェクト研究Ⅲの進捗状況と今後の計画 
                                 センター                                  センター活動 
                                  設  立                                    見直し開始 
                                   ↓                                       ↓ 

        テ  ー  マ  等  12  13  14  15  16  17  18 19 20  21 
地盤特性 地盤・地下水汚染  地盤特性と地盤地下水汚染

の拡大機構に関する研究    

 

  地下水資源と管理システム
に関する研究   

 

アドベの静・動的特性 アドベ構造物の耐震性 都市および構造物の耐震性
向上に関する研究    

 東ティモール、ネパール 

共 
 
同 
 
研 
 
究 
 地すべり・表層崩壊・土石流

等の斜面災害の研究 
 
 

  
 研究指導・特別講義・学生受入等   

国際高等工学教育の支援 
   

構築準備・試行   運用実施 遠隔講義・会議ネット 
ワークの構築 

 
    
事前調査・計画立案・事前支援 第１期プロジェクト東ティモール国立大学工学部支

援（JICA プロジェクト）   

 

 
(2) 国際高等工学教育の支援 
本テーマは、交流協定を締結している大学や将来の協定締結を計画している大学、さらに大学院生（修士・
博士課程）を受け入れている大学や研究機関などを対象にして、教育・研究のレベルアップと技術移転、本
センターの研究活動の促進を図ることを目的として、つぎの内容の支援を行っている。 
① 研究指導・共同研究の実施 
② セミナーの開催・特別講義の実施 
③ 大学院生・研修生の受入 
④ JICA プロジェクト等への積極的協力 
 

(3) 遠隔講義・会議ネットワークの構築 
  本プロジェクトの各テーマを推進に際し、各国の大学などに赴いて指導・支援することが必要であるが、、
経費や業務の関係から滞在期間は自ずから限られたものにならざるを得ない。これらを効果的に補うために、
遠隔講義・会議システムのネットワークを構築し、遠隔講義や会議を開催し、例えば共同研究の打合せや共
同研究成果の検討、現地スタッフのレベルアップに必要な講義の実施などを行う。本センターには ISDN 回
線およびインターネットによる設備が設置されており、相手の大学などに同様な設備設置を関係機関などに
要請している。既にタマサート大学、東ティモール大学などとの間で試験的に実施し、実用化に向けての努
力している。ISDN 回線の使用料は高額のため、インターネットによるシステムを使用する予定であり、遠
隔会議には十分使用可能な見通しを得ている。 
 
(4) JICA プロジェクト等への協力 
  JICA の東ティモール国立大学工学部支援プロジェクトの土木工学科の支援は、埼玉大学の担当であり、
本センターと建設工学科が協力して支援している。平成 11 年～17 年度は事前調査・支援計画立案・事前 
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支援などを行い、平成 18 年度から正式に本格的な支援を開始することになっている。支援の全体計画はつ
ぎのとおりである。 

   第１期（平成 18～20 年度）：工学部教官の基礎能力の向上 
     第２期 ： 工学部教育の充実 
     第３期 ： 学術・研究レベルの向上 
  第２期以降については、第１期の支援結果に基づいてその実施の可否を決めることになっている。また、
この支援に伴って、土木工学科の教官を修士課程や短期研修生として受け入れる。また、本プロジェクトに
関連して東ティモール公共事業省の道路インフラ整備のプロジェクトについても協力している。 
  これ以外に、前述の共同研究などに関係して、タイ、ミャンマー、ネパール、スリランカなど JICA プロ
ジェクトにも個別に関わり、情報交換や協力に努めている。 
 
３. 研究組織と活動 
 本プロジェクトの地圏科学研究センター教員・協力教員および研究課題は下表のとおりである。 
 

プロジェクト担当者と研究課題 
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、東南アジア平野部地盤汚染の共同研究、国際遠隔
講義・会議の推進、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 

 
教  授  桑野二郎 

 

フィリピン・タイなどとの拠点大学交流を通じた環境インパクトに対
する社会基盤の安全性向上に関する研究 

助教授 長田昌彦 地圏環境モニタリングシステムの研究と東南アジアへの適用、東ティ
モール国立大学工学部支援、遠隔講義・会議の推進 

助教授 小口千明 東南アジアにおける地圏環境研究 

助教授  岩下和義 
（センター協力教員） アドベの物性特性と動的性状の研究 

 
４. プロジェクト推進研究資金 
 平 成 17 年度にこのプロジェクト研究に関して受け入れた研究費は、つぎのとおりである。 
・埼玉大学総合研究機構プロジェクト経費(代表：風間秀彦)     1,450,000 円 
・校費（運営費交付金）                        500,000 円  
                合             計                            1,950,000 円 
 
５. 平 成 17 年度の実施内容及び成果 
 本プロジェクトの平成 17 年度の実施内容をまとめると次ページの表のとおりである。 
 
６. 平成１７年度発表論文 
風間秀彦：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、平成 14 年度～平成 16 年度科 

学研究費補助金（基盤研究(B)）研究成果報告書、2005. 
Sharif M. Shirazi, Kazama H.：Temparature and density effect on swelling characteristics and 

permeability of bentonite、Proceedings of the Seminar on Civil and Environmental Engineering, 
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Thammasat University Thailand、2006. 
本田薫、鎌田雄一、岩下和義：天然繊維によるアドベ構造物の耐震補強に関する研究、平成 17 年度土木学

会年次講演会第 I 部門、pp. 1035-1036、2005. 
Dungca, J.R., Kuwano, J., Takahashi, A.: Two dimensional modeling of piles subjected to liquefied 

ground, Proceedings of 2nd International Conference on Urban Earthquake Engineering, Tokyo, 
pp.313-320, 2005. 

Kuwano, J., Saruwatari, T., Dungca, J.R.: Lateral resistance of pile in laterally spreading liquefied  
ground, Proceedings of 5th Japan-Philippine Workshop on Safety and Stability of Infrastructures 
against Environmental Impacts, Manila, pp.54-65, 2005. 

Devkota, C. D., Watanabe K., Dangol V.,：Impact of solid waste on water quality, A case study of 
Gokarna landfill site, Kathmandu, Journal of Nepal Geological Society, Vol.30, pp.83-92, 2005. 

Watanabe K., Devkota C. D.：Monitoring of groundwater quality around the Gokarna landfill site,1st. 
Japan-Finland Workshop on Waste Disposal, 2005. 

渡辺邦夫、若松尚則:：地下水に関係する環境問題解決の試み、平成１７年度地下水学会シンポジウム、2005. 
 
                               平成１７年度テーマの実施内容 

研 究 テ ー マ 全 体 目 標 平成 17 年度の実施内容 

国際共同研究の実施 地圏科学に関する国際研究 
の推進 

・タマサート大学との地盤・地下水汚染
の共同研究の実施 

・ネパールの廃棄物処分場周辺の汚染実
態・水質調査の実施 

・ミャンマーの地下水資源開発と管理シ
ステムの共同研究の実施 

・バングラデシュ工科大学とのアドベの
物性特性と動的性状の共同研究の実施

国際高等工学教育支援、 
セミナーの開催等 

アジア地域の地圏科学に関す
る教育支援・研究指導、 
国際的なセミナーの開催、 
共同研究成果の発表 

 

・東ティモール国立大学工学部支援 
・JICA タマサート大学工学部支援プロ

ジェクトのジョイントセミナー（12 月
6～7 日）実施・支援 

・タマサート大学工学部土木工学科との
交流および土木工学セミナー（3 月 15
～17 日）実施・支援 

・ネパール トリブバン大学において特別
講義の実施 

・ミャンマー海事大学で特別講義の実施
 
遠隔講義・会議ネット

ワークの構築 
 

ISDN やインターネットを用
いた遠隔講義・会議のネット
ワークの構築 

・東ティモール大学にシステム導入の準
備と環境整備 

・遠隔講義の講義コンテンツの検討 

ICA プロジェクト等
への協力 

国際支援国家プロジェクトへ
の協力 

・東ティモール国立大学工学部支援プロ
ジェクト事前評価調査に協力 

・東ティモール国立大学工学部教官の修
士課程学生の受入 

・東ティモール公共事業省において｢斜面
崩壊の実態とその対策｣の特別講演 
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◆カトマンズの廃棄物処分場からの地盤・地下水汚染調査の共同研究 
 

ビシュヌマティ河川敷の一般廃棄物の埋め立て           ゴカルナ廃棄物処分場の法面保護の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トリブバン大学工学部おける渡邉教授の地下水 

汚染と岩盤斜面の安定解析に関する特別講義 

 
トリブバン大学 Ram 工学部長と学術交流や共同 

研究について協議する渡邉教授と風間助教授   

 
◆ アドベの物性・動的性状の共同研究 
 
 

← アドベの実験模型 
 
 
 
 

アドベの振動台 → 
 模型実験 

 
 
  
 
◆ タイ タマサート大学との交流 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成 17 年 12 月 6～7 日開催のタマサート大学工学部セミナー、JICA プロジェクトで支援した埼玉大学、東京
工業大学、長岡科学技術大学、およびタイの 3 大学が参加して Supalai Pasak において盛大に開催 
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◆ 東ティモール国立大学工学部支援 
 

 
プロジェクト計画の内容について東ティモール 
国立大学工学部教官との協議（平成 17 年 4 月） 

東ティモール教育文化省において東ティモール国立大学工学部支 
援プロジェクトの実施計画調印後の Armind 教育文化大臣(右 4 
人目)、Justino 高等教育局長(右 2 人目)、Benjamin 東ティモー 
ル国立大学長(左 4 人目)と JICA 調査団（平成 17 年 8 月） 

 

 

      公共事業省において風間助教授による東ティモール  
      東ティモール斜面崩壊の実態調査               の斜面災害の実態とその対策についての特別講演 

東ティモール国立大学工学部支援計画が JICA 調査
団と東ティモール政府との調印を報じた Voice of the 

Timor Leste（2005 年 8 月 19 日）  
  日本の 3 大学の支援による JICA プロジェクトによ
って、東ティモール大学や工学技術の飛躍的にレベル
アップが期待できること、埼玉大学が土木工学科を支
援すること、調査団の一員として風間助教授の訪問し
たこと、土木工学科の教官 Lorenco Soares が埼玉大
学に留学することなどを報じている。 



プロジェクト研究Ⅳ報告  
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。この研究手法は、ナチュラル・
アナログの１つと考える事ができる。ナチュラル・アナログとは、数百年、数千年あるい
はそれ以上の未来状態を、実際に過去数百年、数千年あるいはそれ以前に生じた類似現象
が現在どうなっているかを調べて予測するという研究手法である。類似現象としては、遺
跡ばかりでなく地質現象も使われる。 
 遺跡を用いた研究では、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、協力教員をして頂いている教養学部、井口欣也上教授の協力を得て「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している。 
 しかし、ナチュラル・アナログ研究では、遺跡の建設材料に限らずより一般的な材料、
例えば岩盤、石材、コンクリートなどの長期劣化の評価も重要との指摘を受け、現在はよ
り広い材料の長期安定性を研究している。 
 
２  プロジェクトの進行状況 
 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、歴史的建設材料の入手が可能となり、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。 
 
３ 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 
総合研究機構校費（渡辺邦夫代表分） 1,910,000 円 
校費                 400,000 円 
      総 計          3,510,000 円 
 



 
プロジェクトの研究開発テーマ、進行状況、今後の予定 

 
４ 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
の教養学部教員、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。 
 

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 
（プロジェクト・リーダー） 

研究総括。遺跡修復。降雨浸透による土材料
の風化、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 
（センター協力教員） 

遺跡の文化人類学的研究。 

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・破壊解析 
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 
（センター協力教員） 

遺跡修復と文化人類学的研究 

助手 谷山 尚 
（センター協力教員） 

日干しレンガ構造物の耐震性向上研究 

 
 
５ 平成１７年度の研究内容及び成果 
平成１7 年度の本プロジェクトの研究開発及び達成状況は概略的に下図のように整理でき
る。１７年度研究は、主に３つの研究課題、①2003 年 12 月 26 日の地震により壊滅的に破
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壊されたイラン、バム遺跡の修復研究、②タジキスタンのシルク・ロード仏教遺跡、アジ
ナテパの修復計画立案、③イラン、チョガ・ザンビール遺跡の観光、遺跡景観保全立案、
について進めた。とくにバム遺跡については３名の教員が総合的に研究を行った。下図に
は、研究方法、研究対象、研究成果についても簡単に整理して示している。 
 前述したように、平成１７年度は、個別研究から組織的な総合研究に移行する最初の年
度であり、バム遺跡での研究を組織的に行う事でその目的はほぼ達成できたと考えている。 

 
平成１７年度の主要研究内容と得られた成果 

 
 
６ 平成１６年度発表論文・報告等 
渡辺邦夫、長田昌彦、小口千明、中央アジア・西アジアの重要遺跡の修復保存と長期地下

水環境変化の研究、環境制御国際シンポジウム、2005. 
亀田 卓志，長田 昌彦，渡邉 邦夫，日干し煉瓦遺跡の修復作業評価への不連続変形法の

適用，日本応用地質学会平成 17 年度研究発表会講演論文集,pp.333-334,2005. 
Aung Ko Ko Soe，長田 昌彦，蒸発量計測による堆積岩の乾燥収縮実験，日本応用地質学

会平成 17 年度研究発表会講演論文集,pp.331-332,2005. 
Osada, M. and Taniyama, H., Preliminary consideration for analyzing ground 

deformation due to fault movement, Proceedings of the Seventh International 
Conference on Analysis of Discontinuous Deformation(ICADD-7), 113-120,2005. 

Oguchi, C. T., Matsukura, Y., Shimada, H. and Kuchitsu, N.(in printed):Application of 
weathering susceptibility index to salt damage on a brick monument. Proceedings 
of the Heritage, Weathering and Conservation Conference.  

Matsukura, Y., Oguchi, C. T. and Kuchitsu, N.(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. 
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2005 年 5 月 24 日、埼玉大学にイラン文化遺産観光省副大臣 Beheshti 氏らを招待し、バム
遺跡修復に関する記念講演と共同研究に関する討議を行った。 



これを受けて，渡辺，長田，小口の三名が平成 17 年 11 月にイラン・アルゲバム遺跡の現
地調査を行った。既存の日干し煉瓦の物性把握のために，エコーチップ反発強度試験，針
貫入試験などの簡易試験を実施した。また修復用に作成している日干し煉瓦の強度発現に
至る経過を同様の試験によって求め，既存の日干し煉瓦と比較して十分な強度が得られて
いることを定量的に示した。この調査は現地の新聞に取り上げられている。 
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 日干し煉瓦作成からエコーチップ値の経時変化．時間
の経過に伴い，この値が大きくなり（すなわち強度を
持ち始め），10 日後にはほぼ一定となっていることが
わかる。 



 
 
 
 
 
 

 Ⅲ センターの対外活動等   
 
 
 
 
 



1. 地圏科学フォーラム －地下水環境・資源マネージメント－ を主催 

平成 17 年 5 月 7 日（土），大宮ソニックシティ国際会議室にて 
 
  佐藤邦明先生の退職記念事業の一環として，地圏科学フォーラムを開催した。本フォ
ーラムのテキストには佐藤先生が昨年度出版された「地下水環境・資源マネージメント」
（埼玉大学出版会）を使用した。健全な地圏環境の保全を目指す「地下水環境・水資源
マネージメント」をテーマに市民と建設技術者がこの問題にどう取り組めばよいか、第
一線で実務に携わる技術者を講師に迎え話題提供を通じて討論した。建設技術者や一般
市民の方々合計９０余名の方々の参加を得て，活発に議論が行われた。 
 

プログラム : 
  開会の辞   埼 玉大学地圏科学研究センター長 町田 篤彦   （14:0014:10） 
  話題提供 
    総 括者      埼玉大学地圏科学研究センター    渡 辺 邦夫    （14:1014:20） 
    ・  地下利用   （株）大林組技術研究所         上野 孝之     （14:2014:40） 
    ・ 廃棄物     （株）地圏環境テクノロジー     伊  藤   洋     （14:4015:00） 
    ・ 地下水汚染 （株）アーク情報システム       佐 々木 孝     （15:0015:20） 
    ・  地下水資源ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの計画・実践  
                   埼玉大学地圏科学研究センター  佐藤 邦明    （15:2015:40） 
    ・ 国内外の計画・実践例  国 際航業（株）       鎌  田   烈     （15:4016:00） 
  休  憩                                                        （16:0016:1 0） 
  討論会                                                        （16:1016: 50） 
    コ ーディネーター     佐 藤 邦明  

  パ ネラー            上野 孝之 伊 藤  洋  佐々木 孝 鎌 田  烈  



2. 第5回“彩の国”市民科学オープンフォーラム 

平成 18 年 3 月 6 日（月），大宮ソニックシティにて 
「地震から我が家を守る」を主催 

地盤工学，耐震工学の専門家と埼玉県危機管理防災部の方から話題提供をいただいたほか，
川上教授の開発した耐震診断ソフトも紹介された。その後フロアーと多くの質疑応答が交
わされ，今一度自助・共助・公助の精神が重要であることを考えさせられた。 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
話題提供者と 

参加者の方々。



3. 2006 年日本地理学会春季大会の一般公開シンポジウム開催 

平成 18 年 3 月 27 日（月），さいたま商工会議所会館にて 
 
 2006 年日本地理学会春季大会の一般公開シンポジウム（日本地理学会災害対応委員会企
画）「首都圏直下型の地震を正しく畏れ、みんなで備えよう～埼玉の地震災害とその対策を
考える～」が開催される。センター教員である風間助教授が講演をするほか，小口助教授
が事務局を担当する。 

 



4. 地圏科学研究センターの HP をリニューアル 

 昨年度の研究推進・評価委員会において，地圏科学研究センターの活動を広く社会に伝
えるため WEB サイトを充実する事が提案された。それを受けて，下図に示すように，ホー
ムページ（HP）を全面的に改訂して公表している。内容的に今後とも充実させるように努
力する必要があるが，その土台は出来上がった。 

 
 
5. 自然災害科学 関東地区資料センターの HP をオープン 

 地圏科学研究センターの HP 改訂と同時に，自然災害科学関東地区資料センターの HP
を新設して公表している。 

 
 
 

 

 



 

ニュース       佐藤邦明名誉教授，茨城県から感謝状を贈呈される 

 佐藤邦明名誉教授の多年にわたる功績が
認められ，茨城県知事より感謝状が贈呈され
た。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ニュース       岩の力学連合賞技術賞を受賞 

 
 「岩盤の判別・分類方法に関する一連の研究」に対して，センター客員教授である吉中
龍之進名誉教授および長田昌彦助教授を含む 16 名に対して，平成 16 年度岩の力学連合会
技術賞が授与された。 
業績名：岩盤の判別・分類方法に関する一連の研究 
受賞者氏名：吉中龍之進（埼玉大学）・青木謙治（京都大学）・アイダン・オメル（東海大

学）・芥川真一（神戸大学）・伊藤 洋（電力中央研究所）・長田昌彦（埼玉大学）・
北川 隆（西松建設）・木谷日出男（鉄道総合技術研究所）・桑原啓三（復建調
査設計）・佐々木勝司（サンコーコンサルタント）・瀬戸政宏（産業技術総合研
究所）・田中莊一（田中技術士事務所）・谷 和夫（横浜国立大学）・船戸明雄（応
用地質）・三室俊昭（エーテック）・森 孝之（鹿島建設） 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Ⅳ 研究・社会活動等資料   
 
 
 
 
 
 



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：15 編 
 学術講演：32 編 
 国際共同研究：16 件 
 
教育活動（学生指導） 

 大学院博士後期課程修了者：2 名（うち留学生 2 名） 
 大学院博士前期課程修了者：8 名（うち留学生 5 名） 
 卒業研究指導生：         12 名 
 
社会活動 

 学協会関連：  38 件 
 省庁関連：  10 件 
 地方自治体関連：  5 件 
 その他：  10 件 
 
受け入れ研究費 

 

科学研究費補助金 6,900,000 円
共同研究費 390,000 円
委任経理金 3,150,000 円
学内競争的資金 3,837,000 円

総　　　計 14,277,000 円  

 
 



2.研究活動

a.論文

論文タイトル 著者名 雑誌名等 発表年月

Modeling of chloride distribution in
cracked reinforced concrete

A.Machida and Pa
Pa Win

ConMat'05 Proceedings,
in CD 2005

境界要素法とノイマン級数に基づく摂動解
法を組合せた起伏地形の地震応答解析手
法

茂木秀則，川上英二，
福原幸司

土木学会論文集,
No.787/I-71, pp.81-90 2005.4

Analysis of Earthquake Wave
Propagation in Buildings

H. Kawakami,
M.Oyunchimeg and
E.A.J. Tingatinga

Earthquake Resistant
Engineering Structures
V, WIT Transactions on
The Built Environment,
Vol. 81, pp.313-322

2005. 5

Two dimensional modeling of piles
subjected to liquefied ground

Dungca, J.R.,
Kuwano, J. and
Takahashi, A.

Proceedings of 2nd
International
Conference on Urban
Earthquake
Engineering, pp.313-
320.

2005.3.

Research on pore water pressure and
residual shear strain characteristics
of sandy clay

Wang, G.X., Kuwano,
J. and Takemura, J.

Rock and Soil
Mechanics, pp.342-346. 2005.3.

Change in multiple yield surfaces of
dense Toyoura sand with shearing in
a p'-constant plane

Kuwano, J.,
Chaudhary, S.K.,
and Ohba, H.

Geotechnical Special
Publication, ASCE, No.
143, pp.319-340.

2005.5.

Centrifuge experiments on stability of
tunnel face in sandy ground

Oblozinsky, P. and
Kuwano, J.

Proceedings of the 5th
International
Symposium on
Geotechnical Aspects of
Underground
Construction in Soft
Ground, pp.81-84.

2005.6.

Effects of shear stress history on
yielding of dense Toyoura sand in p'-
constant shear plane

Kuwano, J. and
Nakada, T.

Proceedings of 16th
International
Conference on Soil
Mechanics and
Geotechnical
Engineering, pp.527-
530.

2005.9.



水没した補強土壁の遠心振動台実験
井澤淳，岡野幸輔，
桑野二郎

ジオシンセティックス論文
集, pp.53-60. 2005.12.

Lateral resistance of pile in laterally
spreading liquefied ground

Kuwano, J.,
Saruwatari, T. and
Dungca, J.R.

Proceedings of 5th
Japan-Philippine
Workshop on Safety and
Stability of
Infrastructures against
Environmental Impacts,
pp.54-65.

2005.12.

Permeability of bentonite and
bentonite-sand mixtures

Sharif. M. Shirazi,
Kazama H., Oshinbe
M.

Australian
Geomechanics,  Vol.40,
No.4, pp.27-36.

2005.12.

土の物理的性質の試験方法について 風間秀彦
土と基礎、Vol.54、№2、
pp.5-7. 2006.2.

Impact of solid waste on water
quality: a case study of Gokarna
landfill site,Kathmandu

Devkota, C. Dinesh,
Watanabe Kunio,
Dangol Vishnu

Journal of Nepal
Geological Society,
Vol.30, pp.83-92.

2005.5.

ANNによるロックフィルダム初期湛水時の間
隙水圧挙動予測に関する一考察

星野吉昇、内田善久、渡
辺邦夫

電力土木、No.319,pp.1-10. 2005.8.

解析解を入力値としたANNによるロックフィ
ルダム初期湛水時の間隙水圧挙動予測

星野吉昇、内田善久、
渡辺邦夫、藤井健知

土木学会論文集、
No.805/Ⅵ、pp.77-90 2005.12.

Geotechnical description and JGS
engineering classification system for
rock mass

Osada, M., Funato, A.,
Yoshinaka, R, Ito, H.,
et al.

Int. Jour. of the JCRM,
Vol.1, No.1, pp.7-17. 2005.10.

Earthquake response analysis of rock-
fall by discontinuous deformation
analysis

Sasaki, T. Hagiwara,
K., Horikawa, S.
,Ohnishi, Y.,
Nishiyama, S.,
Yoshinaka, R.

 Proc. of ICADD-7, (eds.)
MacLaughlin and Sitar,
N., pp.137-146.

2005.12.

Preliminary consideration for
analyzing ground deformation due to
fault movement

Osada,M. and
Taniyama,H.

 Proc. of ICADD-7, (eds.)
MacLaughlin and Sitar,
N., pp.113-120.

2005.12.

大谷石採掘場跡地における岩盤崩落：宇
都宮市大谷町坂本地区における1989年陥
没の安定解析

青木　久・佐々木智也・
小口千明・松倉公憲

地形　Vol. 26, No. 4, pp.
423-437. 2005. 10



Application of weathering
susceptibility index to salt damage on
a brick monument.

Oguchi, C. T.,
Matsukura, Y.,
Shimada, H. and
Kuchitsu, N.

Proceedings　of　ｔhe
Heritage, Weathering
and Conservation
Conference.

2006. 1
（受理）

b. 著書，資料，解説，講義等

地盤材料の室内せん断試験の基礎から応用
まで　２．実験環境の整備

桑野二郎，川口貴之，
桑野玲子，佐藤剛司，
三上武子，王林

土と基礎, Vol.53, No.4,
pp.37-44. 2005.4

Slope failure in Timor Leste -Actual
Condition and Countermeasures- Kazama H. 東ティモール公共事業省

特別講演
2005.8

自然災害から身を守る 風間秀彦

さいたま市民大学「歴史
コース」－自然の猛威 災害
史から考える－ 講義

2005.10

タイ・東ティモールの高等教育とその支援 風間秀彦
日本大学工学研究科     特
別講義

2005.11

Slope failure caused by rainfall and
earthquake Kazama H. ネパール  トリブバン大学工

学部 特別講義 2005.12

地震による斜面災害の実態について 風間秀彦

日本地理学会一般公開シ
ンポジウム  首都圏直下の
地震を正しく畏れ、みんな
で備えよう～埼玉の地震災
害とその対策を考える～

2006.3.

Hydrological modeling system based on
the ANN: Application to the
groundwater management

Watanabe, K.,
Weesakul, U.

Invited paper, NCCE 9,
Thailand 2005.5.

地下水に関係する環境問題解決の試み 渡辺邦夫、若松尚則
2005年地下水学会秋季シ
ンポジウム

2005.10.

Monitoring of groundwater quality
around the Gokarna landfill site

Watanabe, K.,
Devkota, C.D.

1st Japan-Finland
workshop on waste
disposal

2005.11.

Evaporation logging FM-D
Experiment: manual, calculations and
modification of the equipment

Meier, E., Bossart, P.
and Osada, M

Mont Terri Project,
Technical Note 2003-02 2004

計算力学レクチャーシリーズ　不連続変形
法（DDA)　第3章 （分担執筆）長田昌彦

日本計算工学会編，大西
有三，佐々木猛，Gen-
Hua Shi，不連続性岩盤
解析実用化委員会，丸善

2005.5

地盤工学用語辞典　第11章　岩の性質
清水則一，谷和夫，長
田昌彦，上西幸司，佐
藤晃

地盤工学会編 2005.12



第6階国際地形学会議（スペイン大会）　プ
レ巡検（A2）報告：Volcanic landscape
and geomorphologocal evolution of
Tenerife Islandsに参加して

小口千明
地形　Vol. 27, No. 1, pp.
135-136. 2006. 1

比表面積測定
小口千明・松下　章・八
田珠郎

第108階農林交流センター
ワークショップ「固体試料分
析の基礎」, pp. 519-526.

2006. 2

火山地域における岩盤劣化速度と斜面崩
壊の時間的予測に関する研究

小口千明・長田昌彦

埼玉大学総合研究機構平
成16年度研究成果報告書,
pp. 132-135.

2005. 10

c. 学術講演

Effects of curing time and stress on
the strength and deformation
characteristics of cement-mixed sand

Tay, W.B. and
Kuwano, J.

第40回地盤工学研究発表
会発表講演集

2005.7.

長期間経過後のローム質盛土材の変形強
度特性

日下寛彦，大川広，西
尾聡史，桑野二郎

第40回地盤工学研究発表
会発表講演集

2005.7.

杭に作用する液状化地盤の流動力に関す
る基礎的研究

猿渡隆史，西尾聡史，
Dungca, J.R.，井澤
淳，桑野二郎

第40回地盤工学研究発表
会発表講演集

2005.7.

改良土とジオグリッドを組み合わせた補強
土壁の断面形状に関する遠心振動台実験

斎藤知哉，伊藤秀行，
安井一浩，井澤淳，桑
野二郎

第40回地盤工学研究発表
会発表講演集

2005.7.

改良土とジオグリッドを組み合わせた補強
土壁の断面形状に関する遠心振動台実験

井澤淳，斉藤知哉，伊
藤秀行，桑野二郎

日本地震工学会大会-
2005梗概集 2005.11.

Temperature and Density Effect on
Swelling Characteristics and
Permeability of Bntonite

Sharif M. Shirazi,
Kazama H.

Proceeding of the 40th
Japan National
Conference on
Geotechnical
Engineering Vol1,
pp.263-264.

2005.7.

Anisotropic Strength and Deformation
on Remoulded Marin Clay under
Normally and Lightly
Overconsolidated States

Swe Yu, Kazama H.,
Ernest J. Grudes

Proceeding of the 40th
Japan National
Conference on
Geotechnical
Engineering Vol1,
pp.333-334.

2005.7.



SSケーソンの周面摩擦力に関する研究－
その２：排出口の効果－

中出睦、五味信治、加
世田智成、風間秀彦

第40回地盤工学研究発表
会講演集、pp.1505-1506. 2005.7

玉砂利を使用したオープンケーソンの周面
摩擦力に関する研究

中出睦、五味信治、風
間秀彦

日本建築学会 2005年度
大会 学術講演梗概集、B-
1, pp.711-712.

2005.9.

SSケーソン工法における周面摩擦力の実
験的研究（その３）－刃口部に作用する力
－

中出睦、五味信治、平
賀理、加世田智成、岩
間正人、風間秀彦

土木学会第60回年次学術
講演会、 Ⅲ、 pｐ487-488. 2005.9.

玉砂利を使用したオープンケーソンの周面
摩擦力に関する研究（Ⅴ）

中出睦、五味信治、岩
間正人、平賀、風間秀
彦

埼玉大学地域共同研究セ
ンター紀要、第5号、
pp.129-132.

2005.10.

Temparature and Density Effect on
Swelling Characteristics and
Permeability of Bentnite

Sharif M. Shirazi,
Kazama H.

Proceedings of  the
Seminar on Civil and
Environmental
Engineering,
Thammasat University
Thailand

2006.3.

Skin Friction of Space System Caisson
Foundation during Sinking

Kazam H., Iwama
M., Gomi S., Nakade
A.

Proceedings of  the
Seminar on Civil and
Environmental
Engineering,
Thammasat University
Thailand

2006.3.

掘削直後のトンネル壁面における蒸発量
計測

長田 昌彦，渡邉　邦夫
日本応用地質学会平成17
年度研究発表会講演論文
集, pp.247-248

2005.10

蒸発量計測による堆積岩の乾燥収縮実験
Aung Ko Ko Soe，長
田 昌彦

日本応用地質学会平成17
年度研究発表会講演論文
集, pp.331-332

2005.10

鏡下一面せん断・透水試験装置の製作と
試験運転

朴　赫，長田 昌彦，
佐々木　泰

日本応用地質学会平成17
年度研究発表会講演論文
集, pp.247-248

2005.10

除荷過程を考慮したせん断ー透水実験
小西　亮平，長田 昌
彦，山辺　正，佐々木
泰

日本応用地質学会平成17
年度研究発表会講演論文
集, pp.341-344

2005.10

日干し煉瓦遺跡の修復作業評価への不連
続変形法の適用

亀田　卓志，長田 昌
彦，渡邉　邦夫

日本応用地質学会平成17
年度研究発表会講演論文
集, pp.333-334

2005.10

地形学者による古洪水研究からみた洪水
災害

小口　高・堀　和明・青
木賢人・小口千明

日本地形学連合2005年秋
季大会

2005. 10



北東シリア・ハブール川沿いの段丘と堆積
物（第2報）

小口　高・堀　和明・綿
貫拓野・Yue-Gau
Chen・小松原純子・小
口千明・早川裕一・西秋
良宏

日本地形学連合2005年秋
季大会

2005. 10

Seasonal and spatial variations of salt
damage to brick kiln walls.

Oguchi, C. T.,
Matsukura, Y. and
Kuchitsu, N.

Europearn Geosciences
Union, General
Assembly 2005, Vienna,
Austria.

2005. 4

Salt Accumulation Experiment for
Sustainable Agriculture
 in Arid Developing Areas.

Oguchi, C. T., Hatta,
T. and Nemoto, S.

13th International Clay
Conference,Waseda
Univ., Japan.

2005. 8

Effects of Bacillus subtilis  on the
biological weathering of granite: A
laboratory experiment.

Song, W., Ogawa, N.,
Hatta, T. Oguchi, C.
T., and Matsukura,
Y.

6th International
Conference on
Geomorphology,
Zaragoza, Spain.

2005, 9

Difference in weathering processes of
serpentinites due to their textures.

Oguchi, C. T. and
Suzuki, T.

6th International
Conference on
Geomorphology,
Zaragoza, Spain.

2005, 9

三次元写真計測システムを用いた山体侵
食率推定の試み

加藤修平・小口千明・小
口　高

日本地形学連合2006年春
季大会

2006. 3
（予定）

コンクリート構造物の塩類風化に関する研
究

山田哲士・小口千明
日本地形学連合2006年春
季大会

2006. 3
（予定）

大谷凝灰岩の塩類風化における岩石物性
の影響について

湯浅勇人・小口千明
日本地理学会2006年度春
季学術大会

2006. 3
（予定）

複合降伏モデルによる多重繰返し載荷にお
ける平板載荷試験の解析的検討

岩田直樹、佐々木 猛、
吉中龍之進

第40回地盤工学研究発表
会、pp.1221-1222 2005.7.

節理の載荷‐除荷変形特性と複合降伏モデ
ルによる掘削問題の検討

佐々木 猛、吉田 淳、
佐々木勝司、吉中龍之
進、岩田直樹

第40回地盤工学研究発表
会、pp.1229-1230 2005.7.

複合降伏モデルによる節理性岩盤の基礎掘
削による解析的検討

岩田直樹、佐々木 猛、
吉中龍之進

土木学会第60回年次学術
講演会、部門Ⅲ、pp-689-
690

2005.9.

不連続変形法による斜面崩落モデルの地
震応答解析

佐々木猛、萩原育夫、
佐々木勝司、堀川滋
雄、吉中龍之進、大西
有三

第35回岩盤力学に関する
シンポジウム講演論文集、
pp.87-92

2006.1.

複合降伏モデルによる平板載荷試験にお
ける変形特性の寸法効果に関する解析的
検討

岩田直樹、佐々木　猛、
吉中龍之進

第35回岩盤力学に関する
シンポジウム講演論文集、
pp.149-154

2006.1.



３．社会活動

町田 篤彦 期間

Canadian Highway Bridge Design Code SC#16 委員 2004 ～

ASCE Journal of Composites for Construction 編集委員 1996 ～

ISO　TC71/SC6 委員長 2000 ～

IABSE　WC3 委員 ～ 2005

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 ～

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

委員 2004 ～

川上 英二

日本自然災害学会 評議員 1999 ～

土木学会地震工学委員会 委員 1990 ～

さいたま市環境影響評価技術審議会 委員 2003 ～

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

委員 2005 ～

桑野 二郎

国際ジオシンセティックス学会日本支部 副幹事長 2002 ～ 2006

国際ジオシンセティックス学会日本支部 副支部長 2006 ～

第8回国際ジオシンセティックス学会世界大会
学術部会

長
2002 ～

地盤工学会 Earth Reinforcement国内委員会 委員 2002 ～

地 盤 工 学 会 Laboratory Stress, Strain and
Strength Characterization of Geomaterials 国内委
員会

委員 2003 ～

地盤工学会 ジオシンセティックス工学委員会 委員 2003 ～

地盤工学会 地盤工学ジャーナル編集委員会 委員 2005 ～

日本地震工学会 理事 2003 ～ 2005

日本地震工学会
年次大会
実行委員

2003 ～ 2005

土木研究センター 補強土工法用材料「スパイクグリッド」
建設技術審査証明委員会

委員長 2005 ～



土木研究センター 盛土・地盤補強用ジオグリッド「テン
サー」建設技術審査証明委員会

委員長 2005 ～

土木研究センター 被災度評価および災害復旧に向けての
基本方針等検討委員会

委員 2005 ～ 2006

土木研究センター 改良土(短繊維混合安定処理土)とジ
オグリッドを組み合わせた補強土壁「ハイビーウォール」
建設技術審査証明内容変更委員会

委員 2005 ～

先端建設技術センター ダブルミキシング工法に関する
先端建設技術・技術審査証明委員会

委員 2005 ～

風間 秀彦

(社)埼玉県設計コンサルタント技術研修協会 理事 2000 ～

国家公務員採用Ⅰ種試験 専門委員 2002 ～ 2005

(社)地盤工学会 ＩＳＯ検討委員会 委員 2003 ～

(社）地盤工学会関東支部 評議員 2004 ～

Organizing Committee of 3rd International
Symposium on Contaminated Sediments - ISCS 委員 2005 ～

埼玉県土砂災害警戒避難基準雨量検討委員会 委員長 2006 ～

小口 千明

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 ～

日本地理学会 総務専門委員会 委員 2004 ～

日本地理学会 災害対応委員会 委員 2005 ～

日本地球惑星科学連合男女共同参画委員会設立準備
委員会

委員 2005 ～

渡辺 邦夫

ユネスコ 世界遺産修復・保存コンサルタント 1995 ～

核燃サイクル開発機構
客員研究

員
1998 ～

(財）原子力環境整備促進・資金管理センター ガス移行
挙動評価検討委員会

1998 ～

茨城県 地下水利用審査会 委員 2005 ～

国際協力機構（JICA）社会環境影響評価委員 委員 2004 ～

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 ～

日本応用地質学会 代議員 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 ～

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 ～

岩の力学連合会 電子ジャーナル編集委員会 委員 2005 ～

独立行政法人産業技術総合研究所 客員研究員 2005 ～

吉中 龍之進

(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 設計用地盤定数の決め方－岩盤編－
編集委員会

委員長 2003 ～ 2006

(社)地盤工学会 JGS岩盤分類と岩盤物性に関する研究
委員会

委員長 2005 ～ 2007

（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 部会委員 1995 ～

岩の力学連合会 顧問 1999 ～

経済産業省 総合資源エネルギ－調査会 臨時委員 2001 ～

原子力安全・保安院　耐震・構造設計小委員会 委員 2001 ～

原子力安全・保安院　核燃料サイクル意見聴取会 委員 2005 ～ 2006
国土交通省 近畿地方整備局 紀淡連絡道路技術委員
会

委員 1995 ～

栃木県 大谷観測システム委員会 委員 1992 ～

（財）大谷地域整備公社 債務保証審査委員会 委員 1994 ～

（財）ダム技術センタ－ 嘱託研究員 1995 ～



4.海外活動

氏  名 行 き 先 活  動  内  容 期  間

風間秀彦 東ティモール
東ティモール国立大学工学部支援計画事前評
価調査（PDM策定調査）

2005.4.17～
2005.4.24

小口千明 オーストリア 第2回ヨーロッパ地球科学会議での研究報告 2005.4.25～
2005.5.1

渡邉邦夫 フランス、イタリア
ユネスコでの打ち合わせ及びイラン、バム遺跡
修復国際会議出席

2005.5.8～
2005.5.14

川上英二 ギリシャ 第５回耐震構造工学国際会議での招待講演
2005.5.25～
2005.6.5

吉中龍之進 ノルウエ－
北欧古期岩類の岩盤不連続性に関する現地
調査とBCRA-05国際会議出席

2005.6.25～
2005.7.6

風間秀彦 東ティモール
東ティモール国立大学工学部支援計画事前評
価調査（プロジェクト計画策定）及び道路維持
管理能力向上プロジェクトの斜面災害調査

2005.8.13～
2005.8.28

小口千明 スペイン 第6回国際地形学会議での研究報告 2005.9.1～
2005.9.12

渡邉邦夫
カザフスタン、タジキ
スタン

ユネスコ、アジナテパ遺跡修復・保全会議出席
2005.9.12～
2005.9.19

渡邉邦夫 ミャンマー ミャンマー南部地域の地下水砒素汚染調査
2005.9.23～
2005.9.28

渡邉邦夫 イラン バム遺跡修復に関する現地調査
2005.11.28～
2005.12.5

長田昌彦 イラン バム遺跡修復に関する現地調査
2005.11.28～
2005.12.6

小口千明 イラン バム遺跡修復に関する現地調査
2005.11.28～
2005.12.7

桑野二郎 フィリピン、タイ

JSPS拠点大学交流：Safety and Stability of
Infrastructure against Environmental
Impactsに関する研究打合せ

2005.12.4～
2005.12.10

風間秀彦 タイ、ネパール
廃棄物処分場からの地盤汚染の実態調査及
び共同研究の打合せ

2005.12.5～
2005.12.15



渡邉邦夫 ネパール、タイ
ネパール、タイにおける廃棄物処分場周辺の
地盤、地下水汚染調査

2005.12.8～
2005.12.15

風間秀彦 タイ
廃物処分場からの地盤汚染の調査結果の検
討及びジョイントセミナー出席

2006.3.14～
2006.3.19

（期間順）



5.学生指導実績

博士後期課程

氏  名 論文タイトル 指導教員 備 考

Sharif
Moniruzzam
an Shirazi

Permeability and Swelling Characteristics of
Bentonite and Bentonite-Sand Mixture  for Waste
Disposal

風間秀彦
平成17年9月
学位取得

Dinesh
Chandra
Devkota

Surface and groundwater quality assessment in
and around the solid waste disposal sites in
Kathmandu, Nepal

渡邉邦夫
平成18年3月
学位取得

博士前期課程 （修士課程）

氏名 論文タイトル 指導教員 備 考

Aung Ko Ko
Soe

An Estimation of Transient Evaporation Rate and
Determination of Drying Induced Deformation in
Opalinus Clay

長田昌彦
平成17年9月
修了

Shrestha
Santa Man

Numerical modeling of wave propagation in
multiple linear systems by using normalization
and minimization of input and outputs

川上英二
平成18年3月
修了

Ernesto
Jusayan
Guades

Anisotropy shear strength and deformation of
normally consolidated and overconsolidated
remoulded clay

風間秀彦
平成18年3月
修了

加世田智成
ベントナイトと砂・ベントナイト混合土の膨潤特性及び透
水性に関する研究

風間秀彦
平成18年3月
修了

Vu Duy
Trinh

Analysis of groundwater runoff in a small
watershed based on the hydro-geological
information

渡邉邦夫
平成18年3月
修了

Regmi
Gyanendra

Analysis of groundwater flow and solute transport
in potous and fractured media by dipole model for
the estimation of dispersivity

渡邉邦夫
平成18年3月
修了

亀田　卓志
日干し煉瓦遺跡の地震時挙動評価への不連続変形法
の適用に関する研究

長田昌彦
平成18年3月
修了

小西　亮平
掘削影響領域を考慮した不均質な軟岩の変形と浸透特
性に関する研究

長田昌彦
平成18年3月
修了



学部生

氏名 論文タイトル 指導教員 備 考

那須弘子 木造・混合造建物の崩壊解析に関する研究 川上英二
平成18年3月
卒業

齊藤敦司 長期間経過後の砂質シルトの力学特性 桑野二郎
平成18年3月
卒業

荒木祐也 斜面崩壊予測のための限界雨量に関する研究 風間秀彦
平成18年3月
卒業

岩井   潤 SSケーソン沈設時の玉砂利の挙動について 風間秀彦
平成18年3月
卒業

松本　啓
遺伝的アルゴリズムを用いた埼玉県下の地下水変動管
理に関する研究

渡邉邦夫
平成18年3月
卒業

岩永憲和 堆積軟岩の乾燥過程における変形挙動の考察 長田昌彦
平成18年3月
卒業

新井謙太
除荷過程を含む堆積軟岩の変形と浸透特性に関する実
験的研究

長田昌彦
平成18年3月
卒業

庄司健二
割れ目の発生・進展・すべりに伴う堆積軟岩の透水特性
の変化

長田昌彦
平成18年3月
卒業

村上和哉
立体写真測量に基づくモデル作成手法の開発とその適
用例

長田昌彦
平成18年3月
卒業

湯浅勇人
大谷凝灰岩の風化特性に与える岩石物性の影響に関
する研究

小口千明
平成18年3月
卒業

加藤修平
三次元写真計測システムKURAVES-Kを用いた侵食
速度推定の試み

小口千明
平成18年3月
卒業

山田哲士 コンクリート構造物の塩類風化に関する研究 小口千明
平成18年3月
卒業



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

17360209 地表面の不均一性を考慮した地震波動
の時空間分布に関する研究

川上英二 基盤研究(B) 6,900千円

2) 共同研究

相手方 研究課題名 研究代表者 研究期間 共同研究費

りんかい日産建設
㈱

無載荷オープンケーソンと周辺砂利層
に作用する摩擦抵抗に関する研究

風間秀彦
2005.10.19
～2006.3.31 390 千円

3) 学内競争的資金

経費の種類 研究課題名 研究代表者 配分額

21世紀総合研究機
構研究プロジェクト
（研究経費）

イランの世界遺産アルゲ・バムの修復と
建築材料の耐久性・耐震性に関する研
究

渡辺邦夫 １,912千円

21世紀総合研究機
構研究プロジェクト
（研究経費）

ネパール・タイにおける廃棄物処分場
からの地盤汚染とその拡大機構に関す
る研究

風間秀彦 1,450 千円

21世紀総合研究機
構研究プロジェクト
（研究経費）

塩類風化による地圏材料の劣化に関す
る研究

小口千明 475千円

4) 委任経理金

寄　附　者 寄附金の名称 研　究　者 寄附金額

ロックマスター協会 研究助成 長田昌彦 1,500千円



土木研究センター 研究助成 桑野二郎 1,000千円

応用地質 研究助成 渡邉邦夫 150千円

財）リバーフロント整
備センター

研究助成 渡邉邦夫 500千円



 
 
 
 
 
 

 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、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 16 年
度佐藤邦明教授が退職され，平成 17 年度桑野二郎教授を迎えた。ま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、桑野二郎教授 
             風間秀彦助教授 
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 
             渡辺邦夫教授，長田昌彦助教授 
             小口千明助教授 
             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。 
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○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 8 4 号

（趣旨）

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、地第１条

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）

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第２条

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）

センターに、次の研究分野を置く。第３条

(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）

センターにおいては、次に掲げる業務を行う。第４条

(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）

センターに、次の教職員を置く。第５条

(1) センター長

(2) 専任教員

(3) その他の職員

（センター長）

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。第６条

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）

専任教員の採用及び昇任等に関しては、別に定める。第７条

（客員教授等）

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。）を置第８条

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）

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。第９条

(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

センター会議は、次に掲げる委員をもって組織する。第１０条

(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。

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、セ第１１条

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）

センターに、研究推進・評価委員会を置く。第１２条

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）
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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。第１３条

（雑則）

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、別第１４条

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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○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 8 5 号

（趣旨）

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12条第３第１条

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）

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人程第２条

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）

研究推進・評価委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によっ第３条

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）

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第４条

する。

（雑則）

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、別に第５条

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。



付録 4 
 
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 

・Canadia n Bridge Desi gn Code Prooi si ons f or Fi ber Reinfo rced St ruct ure,  J. of Composi t es f or 
Const ruct i on, 2000.  

・A.Machi da,  SPECI FI CATI ON FOR DESI GN OF CONCRETE STRUCTURES USI NG FRP  How t o desi gn concrete 
st ruct ures using FRP , Proceedi ngs of ICCI '96,  1996.  

・M.Afi f uddi n, A. Machida,  et el., Speci al  Finite  Ele ment s wi th Di spl acement Di scont i nuit y Across 
Inte rnal  I nterfaces, Pro ceedi ngs of  JCI, Vol.16,  No. 1, pp. 123128, 1994.  

・H.Mutsuyoshi,  A. Machi da et el., Ductil i t y I mprovement of  PC Members Rei nforced wi t h FRP, Concret e 
Li brary I nternational of  JSCE, No. 20, pp.117129, 1993. 

・A. Machi da & H.Mut suyoshi ,  Eval uat io n of  duct i li t y of  R/C members  and i nflu ence of duct i l i t y on 
inel ast i c behavior of R/C fra me st ruct ures,  I nt ernational Workshop on Concrete  Shear in Earthquake 
pp.I I I 110, 1991. 

・"Devel opment of  Accurat e Pseudodynamic Test Met hod for R/C St ruct ures"  ( 10 WCEE, 1992) 
・J.T aj i ma,  A.Machi da et  al.,  Jonints i n Hybri d Br id ge of  St eel Gi rder and Concret e Pier ,  IABSE 

SYMPOSI UM BRUSSELS, pp.425430,  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. 

 

教員プロフィール 



 
地圏防災科学研究分野 
助教授 風間 秀彦（かざま ひでひこ） 

 
専門分野  土質工学・地盤災害・地盤物性評価 

生年月日    昭和 １７年４月１３日 
最終学歴    昭和 ４３年３月山梨大学大学院工学研究科修士課程土木工学科専攻修了 
学位取得   博士（工学）、平成８年９月（埼玉大学） 
 博士論文タイトル 「粘性土 の微視的構造と圧密・せん断特性に関する研究」 
 
主な論文 
・ゆるみによる砂質斜面の不安定化と表層滑落、応用地質、1984． 
・Micr oSt ruct ure of  Shear Bands and its Relation  to t he Mechani sms of  Di l atancy and Fail ure of Dense 

Granular Soi l s, Geot echnique, 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. 
・Ani sotropy of  Undrai ned Shear Str engt h of  an Overconsol id at ed Soi l s by Tri axi al  and Pl ane St rain  

Test 、Soils and Foundations 、1999. 
・Micr oSt ruct ure of Sof t Bangkok Cl ay at Thammasat  Uni versi t y,  Rangsit  Campus, Proc ．of the 6th 

Nati onal Conventi on on Civi l  Enginee ring,  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 
教授 桑野 二郎(くわの じろう)   

 
  「 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 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 
助教授 小口 千明(おぐち ちあき)   

 
                  専門分野 岩石風化学、岩石物性評価 
 
最終学歴：平成 10 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、平成 10 年 3 月 
 博士論文タイトル 「Rates and mechanism of weathering-rind development on andesite gravel in fluvial terrace 

deposits.」（河成段丘堆積物中の安山岩礫に生じた風化皮膜の発達速度と発達機構） 
主な論文 

・Oguchi, C.T., Matsukura, Y., Microstructural influence on strength reduction of porous rhyolite 
during weathering, Zeitschrift für Geomorphologie. N. F., Supplement Band, Vol. 119, pp.91-103, 
1999. 

・Oguchi, C.T., Matsukura, Y., Effect of porosity on the increase in weathering-rind thickness of 
andesite gravel, Engineering Geology, Vol. 55, No. 1, pp.77-89, 1999. 

・Oguchi, C.T., Hatta, T., Matsukura, Y., Weathering rates over 40,000 years based on the changes in 
rock properties of porous rhyolite, Physics and Chemistry of the Earth, Part A, Vol. 24, No. 10, 
pp.861-870, 1999. 

・Oguchi, C.T., Formation of weathering rinds on andesite, Earth Surface Processes and Landforms, 
Vol. 26, No. 8, pp.847-858, 2001. 

・Oguchi, C.T., Matsukura, Y., Kuchitsu, N., Environmental and seasonal influences on the spatial 
distribution of salt efflorescence and weathering on brick kiln walls, Transactions, Japanese 
Geomorphological Union, Vol. 23, No. 2, pp.335-348, 2002. 

 
 
 
 

地圏環境科学研究分野 
客員教授 吉中 龍之進（よしなか りゅうのしん） 

 
     専門分野  岩盤物性評価，岩盤構造物安定解析，超長期岩盤物性， 
        岩 盤基礎安定評価 
学位及び称号 
    昭和 46 年  工学博士(東京大学) 
    平成 13 年  埼玉大学名誉教授 
略 歴 

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

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

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

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

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



  

地圏科学研究センター協力教員リスト 

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

委 員 伊藤  洋 
(財）電力中央研究所  我孫子研究所 

   地球工学研究所 研究参事 

委 員 片山 恒雄 
(独）防災科学技術研究所 

   理事長 

委 員 佐藤 雄也 
中央大学理工学部  

   教授 

委 員 鈴木 義和 
東京電力（株）原子力技術・品質安全部土木グループ  

   グループマネージャー 

委 員 瀬川 至朗 
毎日新聞社 科学環境部 

    部長 

委 員 武田 精悦 
(独)日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター 

   所長 

委 員 谷口 通朗 
埼玉県 環境部水環境課 

   課長 

委 員 坪谷 隆夫 
(財)原子力環境整備促進・資金管理センター  

   理事 

委 員 村重 嘉文 
（財）埼玉りそな産業協力財団 

   副理事長 

以上 9 名 
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