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【表紙写真】 

落石事故は，毎年どこかで世間を騒がしている。崩落する可能性のある岩塊はわが国をはじめ，
世界中いたるところに普遍的に存在している。自然の摂理からしてこれらはいつかは落ちる運命
にある。問題はどうやってその危険度を予測するかである。表紙写真は，これを解決するために
長田センター教員と茂木センター協力教員（理工学研究科）の共同研究として行った，岩塊の崩
落危険度判定のための常微動計測の写真（工学部建設工学科 4 年：橋田智大氏撮影，長瀞にて）
である。危険な岩塊は，周辺の基盤とは明らかに異なる揺れ方をしているのである。この手法は
落石危険度判定のみならず，地震によって被害を受けた構造物，例えば昨年度現地で調査・研究
したイラン・バム遺跡の土構造物の耐震性判断への適用など幅広い応用が期待される。なお本研
究の遂行にあたり，総合研究機構研究プロジェクト経費（研究経費）の一部を使用した。 

 



 
 
 
 
 
 

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年報第６巻の発刊にあたって 
 

地圏科学研究センターでは設立以来 4 つのプロジェクト研究、すなわち、①自然災害、
特に地震災害に強い都市構築技術の研究、②都市活動が必然的に生み出す高度危険廃棄物
の安全な地下埋設処分と汚染した大地の浄化技術に関する研究、③東南アジアなどの諸国
の高等工学教育及び大学の研究支援、④遺跡修復やナチュラルアナログ研究を通した長期
安定型都市基盤構築技術の研究を推進してきました。さらに、地圏科学研究センターに関
東地区自然災害科学資料センターが置かれている事から、自然災害資料の収集・解析に基
づく社会啓蒙活動を積極的に進めました。これらの活動については、その内容・成果をセ
ンター内で自己点検し、また学外の委員で構成される研究推進・評価委員会の御意見と評
価を頂きながら進め、社会ニーズに応える研究や技術開発を行うよう努めてきました。セ
ンター設立６年目に当たる平成 18 年度も、本年報に記述されているように、これらの活動
を積極的に推進し多大な成果を挙げたと考えております。 

しかしながら大きな時代の流れの中で大学に対する社会的要求も厳しくなり、目に見え
る研究成果を挙げる事、また技術開発によって現代社会の抱える問題の解決に大きく貢献
する事が強く求められております。そのため社会ニーズの変化に合わせて、センター活動
のあり方も少しずつでも変わって行かねばならないと思っております。では、「具体的にど
のように変わって行くのが良いのか」、これは私共が不断に自らに問いかけている点であり
ます。 

この点については、センター内のみで考えるのではなく、やはり第三者的な眼で広く御
意見・御批判賜頂くことが不可欠と思っております。本年報をご一読頂き、私共の活動に
ついて忌憚の無い御意見・御批判賜れば幸いに存じます。 

 



平成 18 年 6 月 2 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 17 年度センターの活動評価と提言について 

 
 

埼玉大学地圏科学研究センター研究推進・評価委員会  
委員長 坪 谷 隆 夫  

     （原子力環境整備促進・資金管理センター 参事） 
 

 
 
平成 18 年 3 月 22 日に行われた、第 6 回埼玉大学地圏科学研究センター 研究推進・評価
委員会の議に基づき、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は、地域の都市化に伴い生じてきた地震災害対策や大

地・地下水汚染、高度危険廃棄物の安全な地下処分など、新たな学術的な課題を総合
的に研究する事を目的として平成 13 年 4 月に発足し、本年度で設立 5 年が経過した。
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
ンター専任教員と学内協力教員の積極的参画を得て、以下に述べるように研究活動が
定着し、安定した成果が得られていると評価できる。 

２．センターが、研究推進・評価委員会による平成 16 年度の活動評価と提言の内容を平成
17 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たことは評価できる。 

３．本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第 5 巻および埼玉大学地圏科学研究セン
ター論文報告集第 5 巻を発刊するとともにホームページを充実させて立ち上げたこと
は、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活動成果であ
ると評価できる。一般社会との関わりの観点からは、センターとして年報およびホー
ムページの役割を一層整理され内容をさらに充実していくことを期待する。 

４．4 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 5 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について各 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。 

５．特に、アジア地域に対する学術貢献として、東ティモール国立大学への土木工学分野
における教育支援、安全・安心に対する都市社会の強い関心に応える都市域の耐震診
断研究など、現在実施されているプロジェクト研究は社会の関心の高い課題と密接に
関係していると考えられるので、研究成果を一層積極的に社会に訴求してゆくことを
期待する。 

６．センターの研究成果に基づいた市民への啓蒙活動が、センター発足後毎年継続されて
いる事は特筆して評価される。本年度もセンターが主催した「地圏科学フォーラム－
地下水環境・資源マネージメント－」（平成 17 年 5 月 7 日、大宮ソニックシティ）お
よび「〝彩の国〟市民科学オープンフォーラム－地震から我が家を守る－」（平成 18 年
3 月 6 日、大宮ソニックシティ）が市民などの参加を得て開催された。また、日本地理



学会、埼玉大学などの主催で開催された「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－」（平成 18 年 3 月 27 日、埼玉商工会
議所会館）にも講演や事務局として貢献した。このような企画は、大学が行政と一体
となって県民参加型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。 

７．地圏科学の最新の知と成果が、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。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実施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事を期待する。 

８．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。 

９．センターが、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、
教員の充実とともに事務体制の拡充に向けて危機感の上に立った理解活動に努力を傾
注することを期待する。 

１０． 平成 18 年度に「地盤防災」に関わる新たな研究が実施されることを期待するとと
もに埼玉県との連携の強化や少子化・理工離れに対応した次世代の人材の確保・育成
活動に期待する。 

１１． センター設立から 5 年が経過し、今後、センターの活動を評価するに当たり、セ
ンター設立段階におけるセンターの基礎を着実に固める活動から、その基礎の上に立
って今後の発展を目指した活動が円滑に推進されているかどうかの視点が重要である
と考えられる。また、大学の地域貢献が社会から厳しく評価される時代に入っている
と考えられることから、センターの特色を十分に生かした地域活動が地域社会に評価
されているかどうかの視点も重要であると考えられる。 

 



 
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 18 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 18 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は、地域の都市化に伴い生じてきた地震災害対策や大

地・地下水汚染、高度危険廃棄物の安全な地下処分など、新たな学術的な課題を総合
的に研究する事を目的として平成 13 年 4 月に発足し、本年で設立 5 年目が経過した。
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
ンター専任教員と学内協力教員の積極的参画を得て、以下に述べるように研究活動が
定着し、安定した成果が得られていると評価できる。 

センターの対応 
平成 18 年度も、センター設立の趣旨に沿った活動を本年報に示されるように進め、Ⅳ
章に示されるように論文 29 編を発表するなど多くの成果を得た。学内協力教員との共
同研究については、平成 18 年度はとくに地震防災科学研究分野で理工学研究科の斉藤
助教授、茂木講師、谷山助手、地圏環境科学研究分野で理工学研究科の山辺助教授と進
めた。 

 
２．センターが、研究推進・評価委員会による平成 16 年度の活動評価と提言の内容を平成

17 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たことは評価できる。 
センターの対応 
  平成 18 年度のセンターの活動も、17 年度の活動評価と提言を踏まえて真摯に行った。 
 
３．本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第 5 巻および埼玉大学地圏科学研究セン

ター論文報告集第 5 巻を発刊するとともにホームページを充実させて立ち上げたこと
は、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活動成果であ
ると評価できる。一般社会との関わりの観点からは、センターとして年報およびホー
ムページの役割を一層整理され内容をさらに充実していくことを期待する。 

センターの対応 
本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第 6巻を発刊した。また、ホームページを
充実する努力を継続的に行っている。埼玉大学地圏科学研究センター論文報告集につい
ては、従来、国内外の学術誌に掲載された論文の代表的なものを再録していたが、 
・版権上の問題がある 
・予算上、論文報告集のページ数の制約があり、一部の代表的な論文しか掲載でき 
 ず、研究成果の社会還元が十分とは言えない 

などの問題が指摘され、今年度から、年報の中に、今年度国内外の学術誌に掲載された
論文等の日本語の概要を載せることとした。これにより、センターの研究成果がより明
確に示しうると考えている。 

 



４．4 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 5 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について各 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 
前項で述べたように、従来論文報告集に採録された学術誌論文は、センターの研究成果
の代表のみであった。本年度からは、年報の中に国内外の学術誌等に掲載された発表論
文の概要を載せるようにした。これにより、各教員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ことをより明確に示しうると考えている。 

 
５．特に、アジア地域に対する学術貢献として、東ティモール国立大学への土木工学分野

における教育支援、安全・安心に対する都市社会の強い関心に応える都市域の耐震診
断研究など、現在実施されているプロジェクト研究は社会の関心の高い課題と密接に
関係していると考えられるので、研究成果を一層積極的に社会に訴求してゆくことを
期待する。 

センターの対応 
18 年度も東ティモール国立大学への土木工学分野における教育支援をプロジェクト研
究として継続した。特に、同大学教員を博士前期課程に受け入れて研究指導を行ってい
る（プロジェクト研究Ⅲ報告参照）。また、タジキスタン工科大学学生に測量や写真測
量の研修を行った。都市域の耐震性向上の研究もプロジェクト研究として継続し、研究
成果の社会還元に努めた（プロジェクト研究Ⅰ報告参照）。 

 
６．センターの研究成果に基づいた市民への啓蒙活動が、センター発足後毎年継続されて

いる事は特筆して評価される。本年度もセンターが主催した「地圏科学フォーラム－
地下水環境・資源マネージメント－」（平成 17 年 5 月 7 日、大宮ソニックシティ）お
よび「〝彩の国〟市民科学オープンフォーラム－地震から我が家を守る－」（平成 18 年
3 月 6 日、大宮ソニックシティ）が市民などの参加を得て開催された。また、日本地理
学会、埼玉大学などの主催で開催された「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－」（平成 18 年 3 月 27 日、埼玉商工会
議所会館）にも講演・事務局で貢献した。このような企画は、大学が行政と一体とな
って県民参加型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 
本年報Ⅲ章で述べるように、本年度も防災に対する社会啓蒙のため、「“彩の国”市民科
学オープンフォーラム―異常気象と都市洪水災害から地域を守る―（平成 18 年 11 月
21 日、さいたま商工会議所会館）」を継続して開催した。また、地圏科学研究センター
は全国組織である自然災害科学協議会に委員を出しており、今年度は幹事大学として全
国の自然災害科学の研究者を迎えて自然災害科学総合シンポジウムを開催した（平成
18 年 10 月 27 日 28 日、さいたま市産学交流プラザ）。いずれのフォーラム、シンポジ
ウムにも、100 名以上の参加者があった。これらの活動は市民参加型の科学的安全知識
の普及活動として特筆すべきものと考える。また技術者に対する講習会にもセンター専
任教員が講師として参加し、新しい技術やセンターの研究成果の社会還元を行っている。 

 



７．地圏科学の最新の知と成果が、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。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実施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事を期待する。 

センターの対応 
地域社会の安全と安心の向上のため、都市域の地震災害に対する防災力向上の研究と共
に、大地・地下水汚染拡大メカニズムや、高度危険廃棄物の生活空間からの隔離処分技
術に関する研究を行った。特に、地下水変動の監視システム開発や、処分場坑道壁面の
乾燥に伴う劣化、建設材料として広く用いられているセメントモルタル表面の変質など
の研究を行った（プロジェクト研究Ⅱ報告参照）。また長期的な環境問題や都市基盤や
都市システムに対する歴史的な自然災害の影響を研究する視点から、古代遺跡の修復・
保存とナチュラル・アナログ研究を進めた（プロジェクト研究Ⅳ報告参照。） 

 
８．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 
今年度、“彩の国”市民科学オープンフォーラムについては、前年度に引き続き、自然
災害科学関東地区部会の予算を使用して行った。社会啓蒙活動への公的資金の獲得は御
指摘の通り必要と考えており、継続して努力している。 

 
９．センターが、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、

教員の充実とともに事務体制の拡充に向けて危機感の上に立った理解活動に努力を傾
注することを期待する。 

センターの対応 
センターの研究、社会貢献活動をさらに活発なものにして行くためには、教員数の増加
や事務体制の拡充が必要である。大学の予算が減少する中で、センターの活動を常時報
告し、センター拡充の必要性・重要性を強くアピールする努力を続けた。その成果の一
つとして、来年度も、客員教授、非常勤研究員、研究支援推進員のポストが確保し得た
と考えている。 

 
１０． 平成 18 年度に「地盤防災」に関わる新たな研究が実施されることを期待するとと

もに埼玉県との連携の強化や少子化・理工離れに対応した次世代の人材の確保・育成
活動に期待する。 

センターの対応 
昨年度着任した桑野教授を中心に地盤防災に関する研究を進めた。また“彩の国”市民
科学オープンフォーラムなどで埼玉県と連携した活動を進めた。少子化・理工離れに対
応した次世代の人材の確保・育成活動では、埼玉大学のオープンキャンパスなどに積極
参加し、全学的な立場でセンターの研究成果について説明した。 

 
 
 



１１． センター設立から 5 年が経過し、今後、センターの活動を評価するに当たり、セ
ンター設立段階におけるセンターの基礎を着実に固める活動から、その基礎の上に立
って今後の発展を目指した活動が円滑に推進されているかどうかの視点が重要である
と考えられる。また、大学の地域貢献が社会から厳しく評価される時代に入っている
と考えられることから、センターの特色を十分に生かした地域活動が地域社会に評価
されているかどうかの視点も重要であると考えられる。 

センターの対応 
地圏科学研究センターの将来的な発展は、御指摘のように、設立時の目的の達成状況や
社会貢献の実態の評価が基礎となる。これらについては真摯に自己評価を行ってきたが、
この点は今後も最大限の注意を払って行きたい。 

 
 



センター予算（運営費交付金）

平成１８年度地圏科学研究センター経費予算配分額

平成１８年度 平成１７年度実績

教育研究経費

センター経費 8,165,000

センター長裁量経費 2,000,000

光熱水量 1,228,000

学長裁量経費（旅費） 300,000

博士後期課程教員当積算等経費等 2,255,357

合計 ① 13,948,357 12,227,333

科学研究費補助金等間接経費１ ② 2,085,000 0

①＋② 16,033,357

平成１８年度地圏科学研究センター経費使用予定

平成１８年度 平成１７年度実績

教員研究費(含、旅費） 5,900,000 3,505,882

図書費 0 601,527

清掃費 160,000 232,795

修繕・工事費 4,300,000 2,892,120

保守点検(リフト） 230,000 206,600

通信費 280,000 266,493

ガス・水道・電気代 1,200,000 1,228,282

コピー機レンタル料（含、用紙代） 900,000 693,539

共通備品 300,000 200,000

共通消耗品 288,151 187,348

印刷費 940,000 950,000

不用備品廃棄費用 250,000 0

災害資料室（賃金、消耗品） 1,000,000 913,442

受益者負担金（建設工学科分） 185,206 233,719

謝金・共通旅費・その他 100,000 197,160

合計 16,033,357 12,308,907



研究費獲得状況

受け入れ研究費

科学研究費補助金 21,570,000

共同研究費 550,000

受託研究費 5,000,000

学内競争的資金 2,930,000

委任経理金 3,500,000

総　計 33,550,000

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) 3,500千円

18360225 歴史遺跡情報を基礎とした長期安定性
複合土材料の研究 渡邉邦夫 基盤研究(B) 8,710千円

18680054 岩石土壌材料における塩害に関する研
究 小口千明 若手研究(A) 9,360千円

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
(株)

無載荷オープンケーソンと周辺砂利
との摩擦抵抗に関する研究 風間秀彦 2006.11.30

～2007.3.31 550千円

3) 受託研究

相手方 研究課題名 研究代表者 研究期間 受託研究費

原子力環境整備促
進・資金管理セン
ター

「地層処分重要基礎技術研究調査」
研究テーマ：地下水水質への影響評
価に関する基礎研究
サブテーマ：地下水流動経路として
の割れ目からの各種情報取得とその
評価に関する基礎研究

長田昌彦 2007.1.31～
2007.3.31 5,000千円



4) 学内競争的資金

経費の種類 研究課題名 研究代表者 配分額

21世紀総合研究機
構研究プロジェクト

（研究経費）
木造・RC造・S造建物に対する崩壊
解析 耐震診断法の開発と実用化 川上英二 600千円

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 1,000千円

21世紀総合研究機
構研究プロジェクト

（研究経費）
盛土材料の長期的力学特性に関する
基礎的研究 桑野二郎 415千円

21世紀総合研究機
構研究プロジェクト

（研究経費）

岩石土壌材料における塩害に関する
研究－岩石・塩溶液反応の視点から
－

小口千明 500千円

21世紀総合研究機
構研究プロジェクト

（研究経費）
自然材料からなるブロック状構造物
の強度評価手法の開発 長田昌彦 415千円

5) 委任経理金

寄　附　者 寄附金の名称 研　究　者 寄附金額

ダイヤコンサルタント 研究助成 長田昌彦 1,500千円

長田昌彦 研究助成 長田昌彦 2,000千円



 
 
 
 
 
 

 Ⅱ 平成 18 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（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）を立ち上げ、
現代社会のニーズの大きい地圏科学に関する研究と技術開発を組織的に行っている。次頁
の図は、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、「快適かつ安全で安心な社会生活
を支える地圏技術の確立と国際貢献の推進」である。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、地震災害を主な対象として、「災害に
強い安全で安心な社会の構築」を目指す。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の名称は、「都市域の地震被害の軽減と耐震性の向
上の研究」であり、主に都市システムに対する地震災害被害の軽減技術を基礎的に研究し
ている。しかし、最近の社会的関心として実際の家屋に対する合理的な耐震判断システム
開発も重要な研究内容となってきており、その研究も併せて推進している。さらに道路や
鉄道などライフラインの基礎となる土構造物の耐震性の研究も推進している。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、また自然災害研
究の全国組織である「自然災害協議会」と協調し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。このうち、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。これらの活動は研究のみな
らず、センターの大きな定常的な活動となっている。 

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、それぞれのテーマに対してプロジェクト研究Ⅱ、
同Ⅳを立ち上げて組織的に研究を進めている。プロジェクト研究Ⅱの名称は「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埋設処分方法の確立を目的にしている。
しかし、平成 16、17 年度のセンターの研究推進・評価委員会において、「高度危険廃棄物
処分技術は一般廃棄物処分にも適用できるものであるから、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
に対象を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る。
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現代の社会基盤や環境の保全上重要であると考え、現在はこれら多
様な材料の長期安定性を研究している。さらに、長期の地形変化の研究も行っている。 

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、
埼玉大学が学術交流協定を締結している大学を通して、またユネスコや JICA などの機関と
協調しつつ組織的に行っている。実際の対象地域は東ティモールやタイなどの東南アジア
諸国に限らず、ネパール、スリランカなどの南アジア諸国やタジキスタンなど中央アジア
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。 

図中、平成 18 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



ロジェクト研究に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、各
専任教員、客員教授、センター協力教員が担っ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。 
 

 

都市の
耐震性向上

国際教育・
研究支援

廃棄物処分
地下水保全

長期地圏
環境保全

快適かつ安全で安心な社会生活を支える地圏技術の確立と国際貢献

災害に強い安全・安心な暮らし 地圏・地下水環境の長期保全

自然災害研究
及び社会啓蒙

町田篤彦客員教授

渡邉邦夫教授（センター長）

川上英二教授

桑野二郎教授

風間秀彦教授

長田昌彦助教授

小口千明助教授

センター協力教員(8名)

・耐震診断技術の
実用化

・地表部の地震波
伝播特性評価

・土構造物の耐震
補強

・埼玉県とのフォーラム
・災害シンポジウムの
開催

・自然災害資料の継続
的収集

・東ティモール大学
支援

・タマサート大学等
との共同研究

・国際遠隔講義・会
議の実行

・幌延及び瑞浪地下
研究所周辺地下水
流動解析

・廃棄物処分用坑道
周辺の変形研究

・地圏環境管理シス
テム開発

・イラン、バム遺跡
等の調査

・タジキスタン遺跡
修復保全研究

・岩石・コンクリート
の長期劣化研究

平成１８年度の主な
研究テーマ

主要研究テーマ 副研究テーマ

プロジェクト研究
Ⅰ

プロジェクト研究
Ⅱ

プロジェクト研究
Ⅲ

プロジェクト研究
Ⅳ

都市の
耐震性向上

国際教育・
研究支援

廃棄物処分
地下水保全

長期地圏
環境保全

快適かつ安全で安心な社会生活を支える地圏技術の確立と国際貢献

災害に強い安全・安心な暮らし 地圏・地下水環境の長期保全

自然災害研究
及び社会啓蒙

町田篤彦客員教授

渡邉邦夫教授（センター長）

川上英二教授

桑野二郎教授

風間秀彦教授

長田昌彦助教授

小口千明助教授

センター協力教員(8名)

・耐震診断技術の
実用化

・地表部の地震波
伝播特性評価

・土構造物の耐震
補強

・埼玉県とのフォーラム
・災害シンポジウムの
開催

・自然災害資料の継続
的収集

・東ティモール大学
支援

・タマサート大学等
との共同研究

・国際遠隔講義・会
議の実行

・幌延及び瑞浪地下
研究所周辺地下水
流動解析

・廃棄物処分用坑道
周辺の変形研究

・地圏環境管理シス
テム開発

・イラン、バム遺跡
等の調査

・タジキスタン遺跡
修復保全研究

・岩石・コンクリート
の長期劣化研究

平成１８年度の主な
研究テーマ

主要研究テーマ 副研究テーマ

プロジェクト研究
Ⅰ

プロジェクト研究
Ⅱ

プロジェクト研究
Ⅲ

プロジェクト研究
Ⅳ

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、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。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。自然災害研究及び社会啓蒙については、全専任教員が推進している。 

 



プロジェクト研究Ⅰ報告 
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 
② 構造物の耐震性評価の高精度化 
③ 土構造物の耐震性の検討（盛土構造物の耐震性高度化） 
④ 都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発 

 
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。 
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。 

木 造 建 物 に 対 し て 開 発 し た 崩 壊 解 析  耐 震 診 断 法 を 埼 玉 大 学 の ホ ー ム ペ ー ジ
（htt p: //www.c iv il .s ait amau. ac.jp /kawakami/）で公開した。本ホームページは、NHK「ゆ
うどきネットワーク」で紹介された。また、YAHOOの登録サイトにも採用され、本耐震診断
法は、実用化に向けて進みつつある。 

 
③ 土構造物の耐震性の検討（盛土構造物の耐震性高度化） 

道路盛土や鉄道盛土などの土構造物が地震により大きな被害を受けた例はこれまでも多
数見られてきた。しかしながら、兵庫県南部地震において、鉄道盛土に用いられた従来型
の重力式擁壁が完全に崩壊したのに対し、ジオグリッドを盛土内に配した補強土擁壁は軽



微な変形を生じただけであり高い耐震性を示した。しかしながら新潟県中越地震では、そ
のような補強土擁壁においても被害事例が見られ、耐震性の一層の高度化が必要とされて
いる。本研究課題では、このような観点から、補強土構造物の耐震性を検討し、その高度
化を図ることを行っている。一例として、従来型の壁面パネルとジオグリッドのみを使用
したものに短繊維混合安定処理土を併用する補強土擁壁では、耐震性が著しく向上するこ
とを模型振動台実験などにより検証を行っている。 
 
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 建物の耐震性に関する検討 
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 ンター協力教員)  地盤の動的性質に関する実験と解析 
助教授 齋藤正人 (セ ンター協力教員)  建物群の応答に関する実験と解析 
講師  茂木秀則 (セ ンター協力教員)  地震動のばらつき 多重反射理論の改良 
助手  谷山 尚 (セ ンター協力教員)  断層・地盤に関する解析 
 
 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、最終的には実際の構造物の設計などに応用されるべく研究を進めている。 
 

 
本プロジェクトの研究テーマ、進捗状況、今後の予定 

 
４ プロジェクト研究資金 
 平成 18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)  3,500,000 円 
・ 埼玉大学総合研究機構プロジェクト経費(代表 ：川上 英二)   600,000 円 
・ 埼玉大学総合研究機構プロジェクト経費(代表 ：桑野 二郎)   415,000 円 

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：地震外力の評価の高精度化 

構造物の耐震性評価の高精度化 
土構造物の耐震性の検討（盛土構造物の耐震性高度化）
都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発 

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 



 
５ 平成 18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
ト中の論文としても報告されているが、その数例を図中に示す。 
 
６ 平成１８年度発表論文など 

•  Chang H.Y. and Kawakami H., Effects of Ground Motion Parameters and Cyclic 
Degradation Behaviors on Collapse Response of Steel Moment-Resisting Frames, 
Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 132, 
No. 10, pp.1553-1562, October, 2006. 

•  Kawakami, H., Tingatinga, E. and Chang, H.Y., An Innovative Strategy for 
Performance Assessment and Earthquake Retrofitting of Woodframed Buildings, 
1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, P392A, 
September 2006. 

•  Mogi, H. and Kawakami,H., Scattered Waves Induced by Irregular Topography, 
1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, P527B, 
September 2006. 

•  川上英二，キャンペーンシリーズ⑥地域で取り組む耐震化，北関東地方の水道事業
の地震対策，水道産業新聞，2006年 10月 9 日． 

•  川上英二，視覚的に家の弱点を確認―動画で耐震チェック－不必要な補強などを排
除，日刊 建設産業新聞，2006年 3 月 7 日号． 

•  Mogi, H. and Kawakami,H., Scattered Waves Induced by Irregular Topography, 
Research Report of Dept. of Civil and Environmental Eng., Saitama University, 
Vol. 34, pp.25-30, 2006.3. 

•  Koseki, J., Bathurst, R.J., Guler, E., Kuwano, J. and Maugeri, M., Seismic 
stability of reinforced soil walls, Proceedings of the 8th International 
Conference on Geosynthetics, Vol.1, pp.51-77, 2006. 

•  Saito, T., Ito, H., Izawa, J., and Kuwano, J., Seismic stability of the 
geogrid-reinforced soil wall combined with soil cement, Proceedings of the 8th 
International Conference on Geosynthetics, Vol.4, pp.1511-1514, 2006. 

•  伊藤秀行，齊藤知哉，井澤淳，桑野二郎, 改良土とジオグリッドを組み合わせた補
強土壁の設計法の合理化, ジオシンセティックス技術情報, Vol.22, No.3, pp.7-10, 
2006. 

•  Suzuki, K., Bardet, J.P., Oda, M., Iwashita, K., Tsuji, Y., Tanaka, T. and 
Kawaguchi, T., Simulation of upward seepage flow behavior using one-column 
model by DEM taking an interaction with fluid into account, J. Geotech. and 
Geoenvir. Engrg., ASCE, Volume 133, Issue 1, pp. 104-109, 2007.1. 

•  Islam, M., Honda, K.. and Iwashita, K.., Improvement of Seismic Resistance of 
Adobe Structures, First European Conference on Earthquake Engineering and 
Seismology, Geneva2006、paper number 146, 2006. 

 



 

 
 

 
 

 
2007年 2月 78日にさいたまスーパーアリーナで開催された「彩の国ビジ
ネスアリーナ・産学連携フェア 2007」に出展した崩壊解析 耐震診断法 

 
 
2006年 11 月 10日 NHK「ゆうどきネットワーク」で紹介された埼玉大
学理工フェアでの展示「崩壊解析による耐震診断」 



 

 
 

 

 
盛土中に網目状の補強材(ジオグリ ッド)を挿入 し安定化させた補強土壁
に、壁面パネルと改良土を併用し安定性を高度化させる工法の一例 

 
模型振動台実験による改良土併用工法の耐震性の検討。ジオグリッド
を使用しない場合、盛土に容易にすべり破壊が生じてしまう。 



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埋
設し、生物界から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
する研究を推進する事が基礎となる。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、放射性廃棄
物などの高度危険廃棄物の埋設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、さらに平成 16 及び 17 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物質を含む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一般の地圏環境問題に応用す
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、本プロジェクト研究の内容は、
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の開発を行ってきた。現在は個別技術
開発と共に、原子力研究開発機構が進めている幌延・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
る事に併せて、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
う研究も推進している。 

平成１８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２年目に当たる。18 年度の個別技術の開発については、①ニューラル・
ネットワークや遺伝的アルゴリズムによる地圏環境モニタリング技術開発、②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、実際問題に適用している。しかしなが
ら、③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④処分用
坑道壁面周辺の劣化の研究、⑤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、⑥地圏環境監視システムの一般環境問題への適用であり、ダムなどが初期湛水や大
地震等のような外的条件変化によっても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、⑦エキスパート判断を基礎とした処分場建設
や土木工事に対する社会的合意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合意形成を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 18 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。 
 

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   渡邉邦夫 
（プロジェクト・リーダー） 

研究総括。地圏環境監視システム開発と適用研究。社会合
意形成システム開発研究 

客員教授 町田篤彦 廃棄物処分場のセメント系バリア材料の研究 
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 処分坑道周辺岩盤の力学物性や透水性の変化研究 
助教授  小口千明 処分場岩盤およびセメント系建設材料の短期・長期の鉱物

学的な変質研究 
助教授  山辺 正 
（センター協力教員） 

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 

 
 

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

地圏環境監視システム開発と
実際問題への適用

社会合意形成システム開発

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

主
要
研
究
・
技
術
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

地圏環境監視システム開発と
実際問題への適用

社会合意形成システム開発

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

主
要
研
究
・
技
術
開
発
内
容



 協力教員を含めて６名の教員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。 
 
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。 

・科学研究費（若手 A、小口千明） 9,360,000 円 
・核燃サイクル開発機構研究費（資源素材学会経由） 700,000 円 
・原子力環境整備促進・資金管理センター受託研究 5,000,000 円 
・委任経理金（ダイヤコンサルタント） 1,500,000 円 
・校費 700,000 円 

総   計  17,260,000 円 
 
５ 平成１8 年度の研究内容及び成果 
 平 成 18 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。18 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１8 年度の主要研究内容と得られた成果 

 
 地下構造物が建設されれば、その構造物内の環境において、人間の往来に伴う CO2 濃度

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

地圏環境監視及び
社会合意形成システム

開発と適用

ANNと遺伝的アルゴリズム（GA)を組み
合わせた地圏環境監視システムの開発、
ＥＳＬによる社会合意形成システム研究

ダム管理
問題へ
の適用

東農地域の
降雨流出現
象の解析

幌延、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

ANNとGAを組み合わせて地圏環境

監視が可能となる。ＥＳＬは社会合意
形成のツールとして使いうる

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

堆積軟岩の
不飽和透水
特性評価

乾燥収縮に
よるクラック
発生メカニズ
ム研究

岩石変形と
透水係数変
化の研究

青森県六ヶ所村の低レベル放射性
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

地圏環境監視及び
社会合意形成システム

開発と適用

ANNと遺伝的アルゴリズム（GA)を組み
合わせた地圏環境監視システムの開発、
ＥＳＬによる社会合意形成システム研究

ダム管理
問題へ
の適用

東農地域の
降雨流出現
象の解析

幌延、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

ANNとGAを組み合わせて地圏環境

監視が可能となる。ＥＳＬは社会合意
形成のツールとして使いうる

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

堆積軟岩の
不飽和透水
特性評価

乾燥収縮に
よるクラック
発生メカニズ
ム研究

岩石変形と
透水係数変
化の研究

青森県六ヶ所村の低レベル放射性
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



の上昇が考えられる。また、地下深部における岩盤には亀裂から塩水（古海水）の浸入な
ども考えられる。地下環境下におけるコンクリート構造物および岩盤の長期的な風化変質
に関し、CO2 濃度や塩分濃度の違いの影響も検討すべき課題と考える。平成 18 年度は、新
たにセンター非常勤研究員として任期付きで採用された高屋康彦博士と小口助教授との共
同研究として、コンクリート構造物を含む地圏材料の長期風化に関する基礎実験を開始し
た。 
 
６ 平成１8 年度発表論文など 
 
•  星野 吉昇, 内田 善久, 渡辺 邦夫, 藤井 健知、 ANN モデルの学習の高度化とロック

フィルダムの間隟水圧の挙動予測、土木学会論文集Ｆ、Vol. 62 , No. 2 pp.387-404、
2006. 

•  Sohail A., Watanabe K., Takeuchi S., Stream flow analysis by artificial neural 
network (ANN) model trained by real coded generic algorithm (GA), 地下水学会誌、
Vol.48, No.4, pp.233-262, 2006. 

•  Nohara T., Tanaka H., Watanabe K., Furukawa N., Takami A., In situ hydraulic 
test in the active fault survey tunnel, Kamioka Mine, excavated through the active 
Mozumi-Sukenobu fault zone and their hydrogeological significance, Island Arc, 
Vol.15, pp.537-45, 2006. 

•  Tsushima, K., Ueda, S., Ohno, H., Ogura, N., Katase, K., Watanabe, K., Nitrate 
Decrease with Isotopic Fractionation in Riverside Sediment Column During 
Infiltration Experiment、Water, Air & Soil Pollution、Springer, Vol. 174，No, 1-4，
pp. 47-61, 2006. 

•  原子朋也, 小口千明, 高屋康彦, モルタルの溶解に及ぼす要因について－気温と CO2 濃
度の影響に関する実験的研究, 日本地形学連合春季大会, 2007. 

•  山田哲士, 小口千明, 建設後約 40 年経過したコンクリート構造物の塩害化に関する研
究, 日本地理学会春季学術大会, 2007. 

•  Song, W., Ogawa, N.，Oguchi，C. T., Hatta, T., Matsukura, Y., Effect of Bacillus 
subtilis on Granite Weathering: A Laboratory Experiment., Catena (印刷中). 

•  新井 謙太，小西 亮平，長田 昌彦，山辺 正：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，土木学会第 61 回年次学術講演会，Ⅲ-024,2006. 

•  Park Hyuck，長田 昌彦，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，土木学会第 61 回年次学術講演会，Ⅲ-023,2006. 

•  遠藤 孝志，山辺 正，長田 昌彦：亀裂の発生と変形を伴う岩石の透水特性，土木学会
第 61 回年次学術講演会，Ⅲ-244,2006. 

•  長田 昌彦，岩永 憲和，Aung Ko Ko Soe：堆積軟岩の乾燥過程における変形挙動の
考察，日本応用地質学会平成 18 年度研究発表会講演論文集,pp.519-520,2006. 

•  長田 昌彦，山辺 正：堆積岩の乾燥変形過程と多孔質弾性論的解釈，第 36 回岩盤力学
に関するシンポジウム，pp.335-338,2007． 

 



 

 
間隟水圧変動の予測値と実測値 
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三次元パターンマッチングプログラムの作成 

X 線 CT 画像（産業総合研究所高橋学氏撮影協力）からの割れ目の可視化事例 

幌延地下研究所周辺の観測井と
間隟水圧変動予測例 
 
 地下水の管理では、間隟水圧
変動を精度良く予測することが
必要である。本年度、遺伝的ア
ルゴリズムとニューラル・ネッ
トワークを組み合わせた新しい
予測法を開発し、その方法によ
り極めて高精度で予測できる事
を明らかにした。 



異なる海水濃度環境における 2 種のモルタルの溶解実験 
－小口助教授と本年度新たに任期付きで採用された非常勤研究員の高屋康彦博士とによる
共同研究－ 

(a) 早強性セメントモルタル (b) アルミナセメントモルタル

実験前試料 実験前試料

(a-1) 実験後の供試体表面（光学顕微鏡写真） (b-1) 実験後の供試体表面（光学顕微鏡写真）

(a) 早強性セメントモルタル (b) アルミナセメントモルタル

実験前試料 実験前試料

(a-1) 実験後の供試体表面（光学顕微鏡写真） (b-1) 実験後の供試体表面（光学顕微鏡写真）  
 

(a-2) 早強性セメントモルタル 2倍希釈海水 (b-2) アルミナセメントモルタル 2倍希釈海水

5μm 5μm

(a-3) 早強性セメントモルタル 2倍濃縮海水 (b-3) アルミナセメントモルタル 2倍濃縮海水

5μm 5μm

(a-2) 早強性セメントモルタル 2倍希釈海水 (b-2) アルミナセメントモルタル 2倍希釈海水

5μm5μm 5μm5μm

(a-3) 早強性セメントモルタル 2倍濃縮海水 (b-3) アルミナセメントモルタル 2倍濃縮海水

5μm5μm 5μm5μm

 
溶解実験後の供試表面の電子顕微鏡写真。早強性セメントを用いたモルタルではブルーサ
イト（Mg(OH)2：赤枠）がモルタル供試体の表面に沈積した。 一方、アルミナセメントを
用いたモルタルでは、アラゴナイト（CaCO3：青枠）が主要生成物として、また海水濃度
によっては、わずかにブルーサイトが供試体表面に沈積した。



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科学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、国際的な地圏環境研究の拠点
になることを目指して東南アジア地域の大学との共同研究を推進すること、さらにそれら
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、近年は中東近くの西アジア地域にまで拡大している。具体的な研究テーマとその
目的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・落石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
る共同研究の推進することである。 
(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ことを目的とし
ている。 
(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・会議を目的として、ネットワーク構築の準備を行っている。 
(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、高等教育支援、共同研究の推進、新たな
地圏科学問題点の発掘などを目的として、国際協力を行う。 
 
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、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頁の表のとおり
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。しかし、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の追加になる。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、タイ・タマサート大学工学部との共同研究を数



年間継続している。本年度はバンコク郊外の一般廃棄物処分場からの地盤汚染とその対策
の現地調査を行った。 
 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）構造物の耐震性能を向
上させることを目標に、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
始めた。本年度は、小型振動台と大型振動台により壁や柱構造の破壊実験を行い、アドベ
家屋の耐震性向上を目指した研究を行っている。来年度は各種補強方法の検証を続け、低
価格で効果的な補強法を探る予定である。また、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では、この 3 月に地
震などの環境外力による社会基盤構造物への影響に関する Photo Archive の編集作業を行
った。 
 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の教官との共同研究で
ある。本年度は東ティモール斜面崩壊特性を把握のため、各種の資料調査および現地調査
を東ティモール大学教官と実施した。 
 

プロジェクト研究Ⅲの進捗状況と今後の計画 

 
 
(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、つぎ
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の推進は、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限られる。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いる
ので、相手の大学等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、実用化の見通しはできている。しあ
かし、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に変更する予定で
ある。平成 18 年度は埼玉大学の回線容量が不足のために使用を見合わせていたが、19 年度
から容量が大幅にアップするので、遠隔講義・会議を再開する予定である。 
(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
した。しかし、18 年 5 月に東ティモールの国内紛争のため、中止を余儀なくされた。 その
後徐々に治安が回復しつつあり、再開に向けての準備が進めあれており、3 月には調査団が
現地に赴き、再開のための協議や準備を進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、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 

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 

客員教授 町田篤彦 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、
アジアの大学への高等工学教育支援 

教  授  川上英二 東ティモール国立大学工学部支援  

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 岩盤斜面の落石危険度判定に関する研究、遠隔講義・会議の
推進 

助教授 小口千明 東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) 1,000,000 円
科学研究費（特別研究員奨励費・外国人特別研究員、代表：岩下和義） 1,100,000 円
埼玉大学総合研究機構プロジェクト経費(長田昌彦) 415,000 円
校費（運営費交付金） 500,000 円

合       計  3,015,000 円
 
５ 平成 18 年度の実施内容及び成果 
 本プロジェクトの平成 18 年度の実施内容をまとめると、次の表のとおりである。 
 

平成１8 年度テーマの実施内容 
研 究 テ ー マ 全 体 目 標 平成 18 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 

・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 

・東ティモールの斜面崩壊の特性把握の
共同研究 

・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(東 
ティモール国内紛争のため中断中） 

・タマサート大学シリントン国際工学部
土木工学科との交流および土木工学セ
ミナー（3 月 28～29 日）実施・支援 

・タジキスタン工科大学での土構造遺跡
に関する講義 

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 

・埼玉大学内のインターネット回線の容
量オーバーのために中断 

・遠隔講義の講義コンテンツの検討 

JICA 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
ジェクトの実施協力の予定であった
が、東ティモール国内紛争のために中
断中、再開に向けての準備開始 

・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 

 



６. 平成１8 年度発表論文など 
•  Sharif M. Shirazi, Kazama H. S. T. Weeraya：Temparature and density effect on 

swelling characteristics and permeability of bentonite、Australian Geomechanics, 
Vol.41, No.2, pp.89-99, 2006. 

•  Myo Thant, Kazama H., Osawa K. Estimation of swelling deformation and pressure 
of compacted bentonite for waste disposal, Joint Seminar of Civil Engineering 
between Thammasat University and Saitama University, 2007. 

•  Dungca, J.R., Kuwano, J. and Nishio, S., 1-G shaking table tests on the lateral 
resistance of in-line double piles subjected to lateral spreading, Proceedings of 3rd 
International Conference on Urban Earthquake Engineering, pp.667-674, 2006.  

•  Dungca, J.R., Kuwano, J., Takahashi, A., Saruwatari, T., Izawa, J., Suzuki, H. and 
Tokimatsu, K., Shaking table tests on the lateral response of a pile buried in 
liquefied sand, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.26, No.2, 
pp.287-295, 2006.  

•  Dungca, J.R., Kuwano, J. and Takahashi, A., Liquefaction-induced lateral 
resistance of single piles during and after ground shaking, Proc. of Symposium on 
Infrastructure Development and the Environment 2006, GEO-008, 2006. 

•  M. Islam, Iwashita K., Honda K..  Earthquake Resistance of Fiber Reinforced 
Adobe, 平成 18 年度土木学会年次講演会第 I-663, pp.1323-1324, 2006 

•  M. Islam, Honda K., Iwashita K., Improvement of Seismic Resistance of Adobe 
Structures, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 
Geneva2006, paper number 146, 2006. 

 
 
 
 
 
 



◆ 廃棄物処分場（タイ・ノンタブリ県）からの地盤・地下水汚染調査の共同研究 

 
 

  
 
◆ レンガ構造物の耐震性向上に関する共同研究 

  
 
 

大型振動台でのレンガ組み構造の耐震試験 
（モルタルの配合による耐震性の比較） 

大型振動台でのレンガ組み構造の耐震実
験（モルタル配合による耐震性比較） 

盛土の廃棄物から汚染液の浸出 

廃棄物と土を４層で盛り立てた盛土と 
浸出液貯留池 一般廃棄物処分場の状況 

盛土天端のクラック（容易に雨水が浸透）



◆ タイ タマサート大学との交流 

 
 
◆ タジキスタン工科大学の支援 

 
タジキスタン工科大学での土構造遺跡修復 
・保存に関する講義（2006 年 9 月） 
 
◆ 東ティモール国立大学工学部支援 

 
内紛のため閑散とした工学部の管理棟 
（2006 年 12 月 JICA 調査団提供） 
 

タマサート大学国際交流センターとの学術
・学生交流についての協議（2006 年 3 月） タマサート大学と埼玉大学のジョイント

セミナーがラヨンにて開催（2006 年 3 月）

タジキスタン工科大学学生への測量技術移転
（2006 年 8 月） 

土木工学科の実験室の機材紛失状況 
（2006 年 12 月 JICA 調査団提供） 



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 
 地圏科学研究センターの研究の特徴は、「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、 
① 過去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に関する研究、 
② その遺跡を後世に残すように修復し保存して行く技術の研究 
③ 地形の変遷や長期間の石材等の建設材料変化の研究 

をプロジェクト研究として行っている。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。 
 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、井口欣也助教授の協力を得て「長時間に耐える、地圏に関する技術の研究」
を推進している。しかし、ナチュラル・アナログ研究に関して、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や、地形変化
などより長期的視点で行う研究も重要との指摘を受け、それらの研究も推進している。 
 
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に関して、ユネスコのプロジェクトに参加す
る形で進めた。その中で、遺跡修復・保全が、長期間の地圏環境変遷の把握や長期間の耐
環境技術の開発に具体的にどのよう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のプロジェクトに参加した。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、その物性を調べ、過去の建設材料の耐環境性能を研究す
る事ができる。また遺跡そのものに過去の大地震などの影響が残っており、それらを研究
する事で長期間に突発的に生じた自然災害が都市基盤に与えた影響を研究する事ができる。
これらは、長期安定的な都市システムを構築するために重要な点である。 
 
 
 
 



 
プロジェクトの研究開発テーマ、進行状況、今後の予定 

 
 
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
の教養学部教員、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   渡邉邦夫 
（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。 

客員教授 町田篤彦 石灰性材料の長期変化過程の研究 
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 遺跡土材料及び建設材料の化学・鉱物学的研究、地

形変遷研究 
助教授  井口欣也 
（センター協力教員） 

遺跡修復・保全に係わる文化人類学的研究 

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 

 
 

１５１３ １４ １６ １７ １８ １９ ２０

個別的研究による本プロジ
ェクトの発展性検討

・遺跡修復を通した、長期の地圏環境の
変遷と複合土材料等の変化の研究

・一般材料の長期変質研究
・地形変遷の研究

ペルー、クントゥル・ワシ遺跡修復

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、チョガ・ザンビール遺跡修復第２フェーズ

タジキスタン、シルクロード仏教遺跡、アジナテパ修復

７年計画

センター設立 センター活動見直し開始

年度

イラン、バム遺跡修復

具
体
的
な
遺
跡
修
復

岩盤、コンクリート等の長期変化研究

地形変遷研究

１５１３ １４ １６ １７ １８ １９ ２０

個別的研究による本プロジ
ェクトの発展性検討

・遺跡修復を通した、長期の地圏環境の
変遷と複合土材料等の変化の研究

・一般材料の長期変質研究
・地形変遷の研究

ペルー、クントゥル・ワシ遺跡修復

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、チョガ・ザンビール遺跡修復第２フェーズ

タジキスタン、シルクロード仏教遺跡、アジナテパ修復

７年計画

センター設立 センター活動見直し開始

年度

イラン、バム遺跡修復

具
体
的
な
遺
跡
修
復

岩盤、コンクリート等の長期変化研究

地形変遷研究



４ プロジェクト研究資金 
 本プロジェクトに関して、平成 18 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。 

科学研究費（基盤Ｂ、代表：渡邉邦夫） 8,710,000 円 
ユネスコ（渡辺邦夫、調査旅費等） 500,000 円 
校費 400,000 円 

総  計  9,610,000 円 
 
 
５ 平成１8 年度の研究内容及び成果 
平成 18 年度の本プロジェクトの中の遺跡修復保存に関する研究開発及び成果は概略的に下
図のように整理できる。18 年度研究は、主に３つの研究課題、 

① イラン、バム遺跡の修復に関する基礎研究 
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、 
③ イラン、チョガ・ザンビール遺跡の修復保全と遺跡景観保全計画立案、 

について進めた。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 18 年度の遺跡修復保存に関する主要研究内容と得られた主な成果 

 
 さらに特筆すべき事として、平成 18 年７月に渡邉教授、長田助教授、小口助教授が中国
文物研究所からの招聘を受け、延べ２週間以上に渡って同研究所で遺跡修復に関する特別
講義を行った事である（「日中共同によるシルクロード沿線の文化財保護修復技術人材の育
成プログラム」）。さらに、平成 18 年 12 月イランで行われた、「チョガ・ザンビール遺跡の
修復保全研修会」を、ユネスコやイラン文化遺跡観光省とともに組織し、また渡邉が講演
を行った。これらの実績は、地圏科学研究センターのこの分野の活動が国際的にも認めら
れている事を示している。このほか、コンクリートなどの建設材料の劣化や地形変遷など
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研究
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理

地震で崩壊した土構造物の
修復方針の提案

成果

遺跡修復のための調査・解析方法の体系化

今後の修復計画の
取りまとめ
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についても、着実に研究を進めている。 
 前述したように、平成 18 年度は、組織的な総合研究に移行して 2 年目の年度であり、研
究や講演を組織的に行う事でその目的達成に向けて着実に進んでいると考えている。 
 
６ 平成 18 年度発表論文など 
•  渡辺邦夫、長田昌彦、小口千明、イラン、バム遺跡の修復に向けた国際協力、土と基

礎、Vol.54. No.3(印刷中)、2007． 
•  Watanabe, K., Fujii, Y., Murakami, K., Mapping and 3-D visualization of historical 

site and monuments in Ajina Tepa, Tajikistan, Report on the 2006 UNESCO 
mission to Ajina Tepa, Tajikistan, pp. 28, 2006. 

•  Watanabe K., Application of ESL for getting public acceptance on MP, Training 
Course on conservation and management of earthen cultural heritage, Chogha 
Zanbil, Iran, CD, Dec., 2006. 

•  Watanabe K., Osada M., Kawakami E., Oguchi T. C., Proposal on the international 
scientific organization supporting restoration and preservation of cultural heritage, 
Training Course on conservation and management of earthen cultural heritage, 
Chogha Zanbil, Iran, CD, Dec., 2006. 

•  Watanabe K., Oguchi T. C., Osada M., Hydrogeological problems in the planning of 
restoration, Training Course on conservation and management of earthen cultural 
heritage, Chogha Zanbil, Iran, CD, Dec., 2006. 

•  Oguchi, C. T., Matsukura, Y., Shimada, H., Kuchitsu, N., Application of weathering 
susceptobiolity index to salt damage on a brick monument. Heritage, Weathering 
and Conservation, Fort, A. B., Gomez, H. and Vazquez, C (eds), 2006 Taylor & 
Francis Group, London, pp. 217-227. 

•  村上 和哉，長田 昌彦，渡邉 邦夫，小口 千明：イラン・バム遺跡における日干し煉
瓦と目地の力学的物性値の推定，土木学会第 61 回年次学術講演会，Ⅲ-374,2006. 

 
 

 

 
冬季の前に予備的な修復を行い、その後の変化を調べ、気象変化に耐える 
より効果的な修復方法を開発する。

タジキスタン、アジナ
テパ遺跡の予備的な
修復状況 



 
 

 
 

 
「日中共同によるシルクロード沿線の文化財保護修復技術人材の育成プログラム」 

特別講義終了後の記念撮影 

 
地圏科学研究センターでは、ユネスコ、イラン文化観光省などと共催で、チョガザンビ
ール遺跡修復研修会を現地で開催し、遺跡修復・保存技術の普及を行った。 

地圏科学研究センタ
ー共催の、イラン、
チョガザンビール 
遺跡修復現地研修会 

地圏科学研究センター共催のチョ
ガザンビール遺跡修復・保全研修会
ポスター 



 

 
本年度、遺跡修復前の崩壊状況を写真測量の技術を用いて３次元映像で記録した。 

 
 

 
 

Southern areaSouthern area

 
遺跡修復計画の策定に当たって、まず詳細な地形図の作製が不可欠となる。
本年度、同遺跡 Stupa 周辺部の地形図を作り、それを３次元で現した。 

タジキスタン、アジナテ
パ遺跡僧院部の崩壊状況
の３次元映像 

タジキスタン、アジナテパ遺
跡の Stupa 部周辺の 3 次元図



 
 
 
 
 
 

 Ⅲ センターの対外活動等   
 
 
 
 
 



 



1. 第 6 回“彩の国”市民科学オープンフォーラムの開催 

―異常気象と都市洪水災害から地域を守る― 

平成 18 年 11 月 21 日、さいたま商工会議所会館 
 
 平 成 18 年度も、地圏科学研究センターが設立以来継続的に行っている社会啓蒙活動の一
環として、彩の国市民科学オープンフォーラムを主催した。共催は、自然災害研究協議会
関東地区部会および社団法人地盤工学会関東支部であった。また、埼玉県、埼玉県技術士
会、社団法人埼玉県建設コンサルタント技術研修協会の後援を頂いた。 
 本年度のテーマは、「異常気象と都市洪水災害から地域を守る」として、最近良く言われ
ている異常気象と、その結果として危惧される、降雨量の増加による都市洪水災害を取り
上げた。具体的な講演テーマは下記ポスターに記載されている。 
 講演の後、パネルディスカッションが行われた。フォーラムには約 100 名の出席者があ
り各講師と活発な質疑応答が行われた。 

 

 

話題提供者と参加者の方々 
 

 



2. 自然災害科学総合シンポジウムの開催 

平成 18 年 10 月 27 日 28 日、さいたま市産学交流プラザ 
 
 自然災害科学総合シンポジウムは、全国の自然災害を行っている大学や官庁等の機関及
び研究者で組織される全国自然災害研究協議会が主催し、毎年開催されている。平成 18 年
度は埼玉大学地圏科学研究センターが開催を引き受け、さいたま市で行われた。シンポジ
ウムでは下記についての講演があった。 
■全国の大学及び官公庁の、自然災害の研究および対策を行っている機関の活動紹介。 
  （その中で埼玉大学地圏科学研究センターの活動を紹介した） 
■平成 17 及び 18 年度に世界で発生した突発災害の研究報告（突発災害に関する科学研究

費補助を受けたもの） 
■自然災害に関する一般研究報告 
 参加者は全国から 100 名以上であった。シンポジウムでは活発な質疑応答が行われ、あ
らためて自然災害研究の重要性が浮き彫りとなった。 

 
地圏科学研究センターの活動紹介（写真：上）と会場の状況（写真：下） 



3. 招聘研究員 Enrico Fodde 博士の講演 

平成 19 年 2 月 14 日、地圏科学研究センター3 階セミナー室 
 
 地圏科学研究センターでは、プロジェクト研究�（古代遺
跡の修復・保存とナチュラル・アナログ研究）に関連して、
遺跡修復保存に関するユネスコ国際専門家 Enrico Fodde
博士を科学研究費で招聘し、共同研究に関する討議を行う
と共に「Conservation of Earthen Archaeological Sites in 
Central Asia and Pakistan」と題して講演会を行った。
Enrico Fodde 博士はパキスタン、モヘンジョダロ遺跡、カ
ザフスタン、オトラル遺跡、キリギスタン、クラスノヤ・
レイチカ遺跡などで多くの実績があり、現在は地圏科学研
究センターとタジキスタン、アジナテパ遺跡の修復・保存
を行っている。講演では、上記の遺跡に残る歴史的な土構
造物の劣化過程とその対策方法などが述べられた。講演会
には学外の研究者、他学部学生など約 40 名が参加し、活発
な質疑応答が行われた。 

 
Enrico Fodde 博士（2007 年 3 月より，イギリス Bath 大学講師）による講演 

 



4. JICA「シリア水資源管理（水文観測）」研修講義 

平成 19 年 2 月 8 日、地圏科学研究センター3 階セミナー室 
 
 地圏科学研究センターでは、国際貢献活動の一環として、独立行政法人国際協力機構
（JICA）に協力し、研修のために招請された外国技術者に対して講義を行っている。平成
18 年度は 4 名のシリア人研修生に対して、地下水資源開発に関する講義を行った。 
 

 

研修講義状況 
 
5. 国際ジオシンセティック学会日本支部としての活動 

 
 2006 年 6 月より、国際ジオシンセティックス学会(IGS: International Geosynthetics 
Society)日本支部が埼玉大学地圏科学研究センター桑野研究室に移転した。IGS は 1984 年
に設立された比較的新しい学会であるが、27 支部に約 2000 人の会員がおり、ジオグリッ
ドなどを用いた地盤や盛土構造物などの補強、ジオメンブレンなどを用いた廃棄物処分場
の汚染拡大防止など、高分子材料を地盤とともに用いる工法に関係する広い範囲を扱う学
会である。研究者のみならず、材料メーカーを含む幅広い実務者が関係している組織であ
る。IGS 日本支部は IGS 設立とほぼ時を同じくして発足した有力な支部で、現在 IGS 本部
へは会長と 2 名の理事を送り込んでいる。桑野は 2006 年より副支部長を務めている。小さ
な組織ではあるが、地盤工学会などと連携し、研究委員会やシンポジウムなど活発な活動
を行っている。 



2006 年 9 月 18~22 日には、IGS 日本支部が主催し IGS の世界大会である第 8 回ジオシ
ンセティックス会議がパシフィコ横浜で開催され、参加者 850 人、論文数 350 編と同会議
としては過去最高の規模となった。桑野は学術部会長として学術関係を統括するとともに、
懇親サッカー大会の運営にも尽力した。 

 
会議セッション風景 

 
懇親サッカー大会（横浜国際競技場サブグラウンド） 

 
 



6. 理工学フェアに参加 

 
 11 月 10 日(金)および 11 日(土)、大宮駅に隣接する大宮ソニックシティにおいて、埼玉大
学理学部および工学部における研究分野の一部が一般向けに紹介された。これは、埼玉大
への受験者増の PR と同時に、最近の研究の成果をアピールし、企業との共同研究等外部資
金獲得のための研究シーズ展としての意味合いも持つものである。 
 当センターからは、センター全体の紹介と、川上教授と小口助教授の個人的研究が紹介
された。とくに、新しい耐震診断方法として「崩壊解析 耐震診断法」の計算プログラムを
開発した川上教授の展示ブースでは、実際の幾つかの木造住宅に対して耐震診断を行った
適用例が動画で示され人気を博し、NHK の取材を受け、その日のニュースでも紹介された。 
 

 

   
理工学フェアでの地圏科学研究センターの活動紹介 

 



 
 
 
 
 
 

 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・教育分野及び社会的の活動は，まとめると下記である。 
 
研究活動 

 研究論文：29 編 
 著書，資料，解説，講義等：18 編 
 学術講演：22 編 
 国際共同研究等のための海外出張：11 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 1 名） 
 大学院博士前期課程修了者：3 名（うち留学生 2 名） 
 卒業研究指導生：         15 名 
 
社会活動（委員等） 

 学協会関連：  29 件 
 省庁関連：   7 件 
 地方自治体関連：  5 件 
 その他：  11 件 
 
 
 



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

Effects of Ground Motion Parameters
and Cyclic Degradation Behaviors on
Collapse Response of Steel Moment-
Resisting Frames

H. Chang and H.
Kawakami

Journal of Structural
Engineering, American
Society of Civil
Engineers, Vol. 132, No.
10, pp.1553-1562

2006.10

An Innovative Strategy for
Performance Assessment and
Earthquake Retrofitting of
Woodframed Buildings

H. Kawakami, E.
Tingatinga, and H.
Chang

1st European
Conference on
Earthquake
Engineering and
Seismology, P392A

2006.9

Scattered Waves Induced by Irregular
Topography

H. Mogi, and H.
Kawakami

1st European
Conference on
Earthquake
Engineering and
Seismology, P527B

2006.9

Scattered Waves Induced by Irregular
Topography

H. Mogi, and H.
Kawakami

Research Report of
Dept. of Civil and
Environmental Eng.,
Saitama University,
Vol. 34, pp.25-30

2006.3

Temperature and density effect on
swelling characteristics and
permeability of bentonite

Shirazi S. M.,
Kazama H., S. T.
Weeraya

Australian
Geomechanics, Vol.41,
No.2,pp.89-99

2006.6.

1-G shaking table tests on the lateral
resistance of in-line double piles
subjected to lateral spreading

Dungca, J.R.,
Kuwano, J. and
Nishio, S.

Proceedings of 3rd
International
Conference on Urban
Earthquake
Engineering, pp.667-674

2006.3

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

Kuwano, J and Tay,
W.B.

Roma Geotechnical
Symposium 2006.3

Shaking table tests on the lateral
response of a pile buried in liquefied
sand

Dungca, J.R.,
Kuwano, J.,
Takahashi, A.,
Saruwatari, T.,
Izawa, J., Suzuki, H.
and Tokimatsu, K.

Soil Dynamics and
Earthquake
Engineering, Vol.26,
No.2, pp.287-295

2006.3



Static and dynamic centrifuge
experiments on stability of pressure-
supported tunnel faces in sandy
ground

Oblozinsky, P.,
Kuwano, J. and Li,
Q.

Proceeding of the 19th
Canadian Tunnelling
Conference, pp.41-45

2006.3

Seismic stability of reinforced soil
walls

Koseki, J., Bathurst,
R.J., Guler, E.,
Kuwano, J. and
Maugeri, M.

Proceedings of the 8th
International
Conference on
Geosynthetics, Vol.1,
pp.51-77

2006.9

In situ construction of a geogrid
reinforced soil wall combined with soil
cement

Ito, H., Saito, T.,
Izawa, J. and
Kuwano, J.

Proceedings of the 8th
International
Conference on
Geosynthetics, Vol.3,
pp.1181-1184

2006.9

Prediction of deformation of retaining
walls of geosynthetics-reinforced soil
under large earthquakes

Fujii, T., Izawa, J.,
Kuwano, J.,
Ishihara, M. and
Nakane, A.

Proceedings of the 8th
International
Conference on
Geosynthetics, Vol.4,
pp.1485-1488

2006.9

Seismic stability of reinforced soil wall
under different seismic waves using
centrifuge shaking table tests

Izawa, J., and
Kuwano, J.

Proceedings of the 8th
International
Conference on
Geosynthetics, Vol.4,
pp.1495-1498

2006.9

Seismic stability of the geogrid-
reinforced soil wall combined with soil
cement

Saito, T., Ito, H.,
Izawa, J., and
Kuwano, J.

Proceedings of the 8th
International
Conference on
Geosynthetics, Vol.4,
pp.1511-1514

2006.9

改良土とジオグリッドを組み合わせた
補強土壁の設計法の合理化

伊藤秀行，齊藤知哉，
井澤淳，桑野二郎

ジオシンセティックス技
術情報, Vol.22, No.3,
pp.7-10

2006.11

Liquefaction-induced lateral
resistance of single piles during and
after ground shaking

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

Proc. of Symposium on
Infrastructure
Development and the
Environment 2006,
GEO-008

2006.12

Effect of shear stress history on
deformation properties of dense sand

Ohkawa, H.,
Kusakabe, O. and
Kuwano, J.

Proc. of Symposium on
Infrastructure
Development and the
Environment 2006,
GEO-013

2006.12

ANNモデルの学習の高度化とロック
フィルダムの間隟水圧の挙動予測

星野 吉昇, 内田 善久,
渡邉 邦夫, 藤井 健知

土木学会論文集Ｆ，Vol.
62 , No. 2 pp.387-404 2006.6



Stream flow analysis by artificial
neural network (ANN) model trained
by real coded generic algorithm (GA)

Sohail A., Watanabe
K., Takeuchi S.

地下水学会誌，Vol.48,
No.4, pp.233-262 2006.9

 In situ hydraulic test in the active
fault survey tunnel, Kamioka Mine,
excavated through the active Mozumi-
Sukenobu fault zone and their
hydrogeological significance

Nohara T., Tanaka
H., Watanabe K.,
Furukawa N.,
Takami A.

Island Arc, Vol.15,
pp.537-545 2006.8

Nitrate Decrease with Isotopic
Fractionation in Riverside Sediment
Column During Infiltration
Experiment

Tsushima, K., Ueda,
S., Ohno, H., Ogura,
N., Katase, K.,
Watanabe, K.

Water, Air & Soil
Pollution, Vol. 174，No,
1-4，pp. 47-61

2006.9

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

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

Heritage, Weathering
and Conservation, Fort,
A. B., Gomez, H. and
Vazquez, C (eds), 2006
Taylor & Francis Group,
London, pp. 217-227.

2006. 6.

Quarternary bedrock erosion and
landscape evolution in the Sør
Rondane Mountains, East Antarctica:
Reevaluating rates and processes.

Matsuoka, N.
Thomachot, C.
Oguchi C. T., Hatta,
T., Abe, M. and
Matsuzaki, H.

Geomorphology, Vol. 81,
pp. 408-420. 2006. 9

Rates of chemical weathering of
porous rhyolites: Ten year
measurements using a weight-loss
method.

Matsukura, Y.,
Hattanji, T., Oguchi,
C. T. and Hirose, T.

Tsukuba
Geoenvironmental
Sciences, No. 2, pp. 3-8.

2006. 12.

Effect of Bacillus subtilis  on Granite
Weathering: A Laboratory
Experiment.

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

Catena 印刷中

Behavior and Load-carrying
Mechanism of RC highway Bridge
deck Slabs with strap

Tomio Yasuoka,
Atsuhiko Machida,
and Samita
Jayakody

Proceedings of the 7th
International
Conference on Short
and Medium Span
Bridges

2006.8

New CHDBC Provisions for Design of
Fiber Reinforced Structures

A. A. Mufti, A.
Machida, et al. ditto ditto

CHDBC Design Provisions for
Rehabilitation of Bridges with FRPs ditto ditto ditto

New CHBDC Design Provisions for
Fiber Reinforced Structures ditto Canadian Journal of

Civil Engineering accepted



b. 著書，資料，解説，講義等

無載荷オープンケーソンと周辺砂利層と
の摩擦抵抗に関する研究

風間秀彦，岩下和義，
岩間正人，五味信治，
中出睦

埼玉大学地域共同研究セ
ンター紀要, 第６号,
pp.44-47

2006.10.

埼玉県における土砂災害の実態につい
て 風間秀彦 熊谷地方気象台技術講演

会 2007.1.

軟弱地盤の工学的特性と埼玉県の軟弱
地盤 風間秀彦

平成18年度埼玉県技術研
研修協会第２回土木設計
技術講習会

2007.2.

温暖化と斜面災害 風間秀彦 平成18年度埼玉県地質調
査業協会技術講演会 2007.2.

地盤補強技術の新しい適用－他工法と
の併用技術－(分担執筆) 桑野二郎 地盤工学会 2006.6

Geosynthetics Kuwano, J. and
Koseki, J. (editors) Millpress 2006.9

「土構造遺跡修復・保存技術」に関す
る講義 渡邉邦夫

日中共同によるシルク
ロード沿線の文化財保護
修復技術人員の育成プロ
グラム

2006.5

地球科学と遺跡修復保存 渡邉邦夫 名古屋大学大学院　集中
講義 2006.7

イラン、バム遺跡の修復に向けた国際協
力

渡邉邦夫，長田昌彦，
小口千明

土と基礎，Vol.54.
No.3(印刷中) 2007.3

Mapping and 3-D visualization of
historical site and monuments in
Ajina Tepa, Tajikistan

Watanabe, K., Fujii,
Y., Murakami, K.

Report on the 2006
UNESCO mission to
Ajina Tepa, Tajikistan,
pp. 28

2006.12

Application of ESL for getting public
acceptance on MP Watanabe K.

Training Course on
conservation and
management of earthen
cultural heritage,
Chogha Zanbil, Iran,
CD

2006.12

Proposal on the international
scientific organization supporting
restoration and preservation of
cultural heritage

Watanabe K., Osada
M., Kawakami E.,
Oguchi T. C.

Training Course on
conservation and
management of earthen
cultural heritage,
Chogha Zanbil, Iran,
CD

2006.12



Hydrogeological problems in the
planning of restoration,

Watanabe K., Oguchi
T. C., Osada M.

Training Course on
conservation and
management of earthen
cultural heritage,
Chogha Zanbil, Iran,
CD

2006.12

「土遺跡文化財の劣化状況調査法」
に関する講義 小口千明

日中共同によるシルク
ロード沿線の文化財保護
修復技術人員の育成プロ
グラム

2006. 6

　比表面積測定 小口千明，高屋康彦，
八田珠郎

第117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.
515-520.

2007. 2

「岩石の風化と地形プロセス：水－岩
石反応の観点から」 小口千明 埼玉県環境科学国際セン

ター 2007. 3.

「土構造物の保護材料学」に関する講
義 長田昌彦

日中共同によるシルク
ロード沿線の文化財保護
修復技術人員の育成プロ
グラム

2006.6

地圏の利用とVisualization 長田昌彦 第25回CAVE研究会 2007.1

c. 学術講演

ＳＳケーソン沈設時の玉砂利の挙動に
ついて

中出睦，五味信治，
岩間正人，風間秀彦

2006年度日本建築学会学
術講演梗概集，Ｂ－１，
pp.423－424

2006.5.

Estimation of swelling deformation
and pressure of  compacted bentonite
for waste disposal

Myo Thant,  H.
Kazama, K. Osawa

Joint Seminar of Civil
Engineering between
Thammasat University
and Saitama University

2007.3.

p'一定平面における豊浦砂の降伏特性 大川広，日下部治，
桑野二郎

第41回地盤工学研究発表
会発表講演集 2006.7

大規模地震時における補強土壁の変形
予測

桑野二郎，井澤淳，
石原雅規，藤井照久

第41回地盤工学研究発表
会発表講演集 2006.7

地盤補強型基礎工法の補強材配置に関
する遠心模型実験

井澤淳，日下寛彦，
中谷登，上野誠，
佐藤博，桑野二郎

第41回地盤工学研究発表
会発表講演集 2006.7

Empirical equations of lateral
resistance of a single pile subjected to
laterally spreading liquefaied ground

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

第41回地盤工学研究発表
会発表講演集 2006.7



補強土壁工法の被災度評価に関する検
討　－被災度台帳と被災度応急判定表
の適用例－

酒井茂賀，平山浩靖，
小浪岳治，桑野二郎，
土橋聖賢

第41回地盤工学研究発表
会発表講演集 2006.7

液状化流動地盤と杭の相互作用に及ぼ
す杭間距離の影響に関する研究

西尾聡史，Dungca,
J.R., 井澤淳，
桑野二郎

第41回地盤工学研究発表
会発表講演集 2006.7

Joint application of Artificial Network
and Genetic Algorithm to Stream flow
forecasting in Tono area, Japan

Sohail A., Watanabe
K., Takeuchi S.

Abstracts Int. Conf.
Management of Water,
Waste water and
Environment for the
developing countries,
p.20

2006.9

 Estimation of dispersivity in porous
media by using single borehole dipole
model

Regmi G.,
Watanabe K.

Abstracts Int. Conf.
Management of Water,
Waste water and
Environment for the
developing countries,
p.35

2006.9

Fluvial landforms along the Khabur
River in northeast Syria and their
palaeoenvironmental implications.

Oguchi T., Hori, K.,
Watanuki, T.,
Oguchi, C. T.,
Komatsubara, J. and
Hayakawa, Y.

日本地球惑星科学連合
合同大会 2006. 5.

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

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

Heritage, Weathering
and Conservation
Conference 2006.

2006. 6.

Effects of Rock Properties on
Weathering of Oya-tuff.

Oguchi, C. T. and
Yuasa, H.

Joint International
Meeting Environmental
Changes and Earth
Surface Processes in
Semi-arid and
Temperate Areas

2006. 6.

Effect of Bacillus subtilis  on Granite
Weathering: A Laboratory
Experiment.

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

American Geophysical
Union 2006, Fall
meeting

2006. 12.

モルタルの溶解に及ぼす要因について
－気温とCO2濃度の影響に関する実験的
研究

原子朋也，小口千明，
高屋康彦

日本地形学連合2007年春
季大会 2007.3.

建設後約40年経過したコンクリート構
造物の塩害化に関する研究 山田哲士，小口千明 日本地理学会2007年春季

学術大会 2007.3.

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

新井謙太，小西亮平，
長田昌彦，山辺正

土木学会第61回年次学術
講演会，Ⅲ-024 2006.9



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

Park Hyuck，
長田昌彦，庄司健二

土木学会第61回年次学術
講演会，Ⅲ-023 2006.9

イラン・バム遺跡における日干し煉瓦
と目地の力学的物性値の推定

村上和哉，長田昌彦，
渡邉邦夫，小口千明

土木学会第61回年次学術
講演会，Ⅲ-374 2006.9

亀裂の発生と変形を伴う岩石の透水特
性

遠藤孝志，山辺正，
長田昌彦

土木学会第61回年次学術
講演会，Ⅲ-244 2006.9
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論文要旨 
 
論文 
星野 吉昇, 内田 善久, 渡辺 邦夫, 藤井 健知， ANN モデルの学習の高度化とロックフ
ィルダムの間隟水圧の挙動予測，土木学会論文集Ｆ，Vol. 62, No. 2 pp.387-404，2006. 
概要 
ロックフィルダムの初期湛水時における、堤体コア部に発生する間隟水圧を精度良く予測
し、ダムの安全性を確認する事は極めて重要である。本論文では、まず、実際のダム湛水
時のデータを用いて、人工的ニューラルネットワーク（ANN）モデルによりダム湛水に伴
う間隟水圧を予測する方法を提案した。この予測の問題点は、発生する間隟水圧が、学習
期間の水圧変化域を超えることである。これに対して、逐次予測の方法が精度上から見て
も現実的である事を指摘した。また、コア内のいくつかの点で予測された間隟水圧から地
球統計学の手法を用いてコア全域の間隟水圧分布が精度良く推定でき、堤体の安全性評価
ができる事を明らかにした。 
 
論文 
Sohail A., Watanabe K., Takeuchi S., Stream flow analysis by artificial neural network 
(ANN) model trained by real coded generic algorithm (GA), 地下水学会誌，Vol.48, No.4, 
pp.233-262, 2006. 
概要 
山地河川における降雨・流出応答を精度良く把握する事は、洪水対策ばかりではなく、河
川環境保全上重要である。本論文では、岐阜県東濃試験流域の２つの小流域からの降雨・
流出応答を、遺伝的アルゴリズム（CA）と人工的ニューラルネットワーク（ANN）モデル
を組み合わせた方法（GAANN）を開発して解析し、従来の誤差逆伝播法（Back Propagation
法）との精度上の違いを調べた。その結果、とくに非線形性の大きい下記の降雨流出応答
では GAANN 法がより高精度な推定値を与える事がわかった。また、夏季と冬季では小流
域からの流出特性が異なるため、これらを分けて解析する事の必要性を明らかにした。 
 
論文 
Nohara T., Tanaka H., Watanabe K., Furukawa N., Takami A., In situ hydraulic test in 
the active fault survey tunnel, Kamioka Mine, excavated through the active 
Mozumi-Sukenobu fault zone and their hydrogeological significance, Island Arc, Vol.15, 
pp.537-45, 2006. 
概要 
従来から、地震前後に岩盤中の間隟水圧が変動する現象が報告されているが、そのメカニ
ズムについてはまだ良くわかっていない、この現象を調べるため、神岡鉱山の既存坑道か
ら、跡津川断層の派生活断層である茂住・祐延断層を通過する観測坑道を掘削し、破砕帯
の構造や透水係数、間隟水圧分布などを詳細に調べた。その結果、本断層は２つの破砕帯
により構成されていること、破砕帯境界部が粘土化し透水係数が小さくなること、全体的



な透水係数が断層から離れるに従って小さくなる事などを明らかにした。間隟水圧につい
ては連続観測がされており、今後、活断層の動きに伴う地下水変動が調べられる。 
 
論文 
Tsushima, K., Ueda, S., Ohno, H., Ogura, N., Katase, K., Watanabe, K., Nitrate 
Decrease with Isotopic Fractionation in Riverside Sediment Column During Infiltration 
Experiment，Water, Air & Soil Pollution，Springer, Vol. 174，No, 1-4，pp. 47-61, 2006.
概要 
多摩川の長田地区において、河川敷およびその周辺の浅層地下水の水質を詳細に調べた。
その中で、硝酸イオンの分布から、同イオンが地下水の浸透過程で減少する事が考えられ
た。この現象を詳細に調べるため、約 10ｍの長さの浸透パイプを定温条件下に置き、その
中に多摩川河川敷で採取した土壌を充填し、流下過程での硝酸イオン濃度の変化を調べた。
研究の結果、浸透過程で硝酸イオンの減少を定量的に把握し、理論的に説明した。このよ
うな実験的研究は河川環境保全上で極めて重要である事を示した。 
 
論説 
渡辺邦夫，長田昌彦，小口千明，イラン，バム遺跡の修復に向けた国際協力，土と基礎，
Vol.54. No.3(印刷中)，2007． 
概要 
世界遺産は人類共通の財産であり後世に伝えていくべきものであるが、降雨などに伴う定
常的な劣化や地震などの自然災害により崩壊してゆく。本論説では、2003 年 12 月の地震
により大きく崩壊したイラン、バム遺跡を取り上げ、被害状況、バム遺跡の価値、修復の
状況を報告した。その中で、バム遺跡は単に歴史的価値が高いばかりでなく、乾燥地域で
通商により栄えた都市基盤やシステムに関する貴重な情報を持つ事を述べた。また遺跡修
復においては、相手国ばかりでなく、ユネスコ等国際機関との継続的な連携が必要である
事を示した。 
 
論文 
Dungca, J.R., Kuwano, J., Takahashi, A., Saruwatari, T., Izawa, J., Suzuki, H. and 
Tokimatsu, K., Shaking table tests on the lateral response of a pile buried in liquefied 
sand, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.26, No.2, pp.287-295, 2006.  
概要 
 液状化に起因する地盤の側方流動により杭に作用する水平力について、実験的に検討し
た結果を報告している。液状化時の杭周辺地盤を観察するため、地盤のある深さにおける
杭を部分的に取り出したようなモデルを用いた。地盤内の上載圧の影響を模擬するため、
水密容器の中に作製された模型地盤表面にゴム膜を設置し、そこに空気圧を載荷した。モ
デル杭は接続された棒を介して電動ジャッキにより前後に動かした。 
 本論文では、杭と液状化地盤に大きな相対変位が生じた場合の周辺地盤にどのような変
形が生じるかをまず観察している。杭に作用する液状化地盤の水平抵抗への速度効果や地



盤密度の影響も調べられている。変位速度が大きいほど大きな水平抵抗が生じ、抵抗を生
じるのに要する変位量が小さくなる。また、地盤の相対密度が増すと、杭前面部でのダイ
レイタンシー挙動が顕著になりそれが水平抵抗に影響する。 
 
論文 
Koseki, J., Bathurst, R.J., Guler, E., Kuwano, J. and Maugeri, M., Seismic stability of 
reinforced soil walls, Keynote Lecture, Proceedings of the 8th International Conference 
on Geosynthetics, Vol.1, pp.51-77, 2006. 
概要 
本論文では、まず最近の地震における補強土壁の地震時挙動の事例を概観する。それらの
中には、地震により著しい損傷が生じた従来型の擁壁を新しい工法で置き換えた事例も含
まれる。また、近年実施された模型振動大実験を紹介し、地震時挙動や破壊メカニズムに
ついて得られた知見を概括し、補強土壁と重力式擁壁など従来型構造との地震時挙動の違
いについて述べられている。さらに、補強土壁構造物の変形・破壊解析手法についても紹
介している。最後に、補強土壁構造物の極限釣り合い法に基づく設計基準の現状について
取りまとめている。 
 
論文 
Shirazi S. M., Kazama H., S. T. Weeraya, Temperature and density effect on swelling 
characteristics and permeability of bentonite, Australian Geomechanics, Vol.41, 
No.2,pp.89-99, 2006. 
概要 
一般廃棄物や放射性廃棄物処分において地下水の浸入や汚染物質の外部浸出を防ぐため
に、止水あるいは遮水性材料で封じ込めることが行われている。この止水材料として、ベ
ントナイトやベントナイトと砂の混合土が用いられる。本論文は、ベントナイトやベント
ナイト砂の混合土の密度や周辺温度がベントナイトの膨潤特性や透水性に及ぼす影響を明
らかにすることを目的とした。その結果、ベントナイトの密度の増加、および温度が増加、
ベントナイトの含有量が増加するにつれて膨潤率が増加すること、膨潤圧は乾燥密度やベ
ントナイトの含有量の増加に伴って増加すること、膨潤圧は、膨潤量が 300～400％以上に
なると急激に増加することを明らかにした。また、ベントナイトの透水係数を間隟比と塑
性指数から求める式を提案し、この式が他のベントナイトにも適用できるとしている。 
 
論文 
Myo Thant,  H. Kazama, K. Osawa, Estimation of swelling deformation and pressure 
of compacted bentonite for waste disposal, Joint Seminar on Civil Engineering between 
Thammasat University and Saitama University, 2007. 
概要 
ベントナイトを用いた遮水材は、一般廃棄物処分や放射性廃棄物処分に多く使われ、その
膨潤特性の解明が望まれている。本論文は、各種密度の供試体について膨潤量と膨潤圧の



算定式の提案を目的としている。そのために３種類のベントナイトを各種の密度に締め固
めた供試体の膨潤量と膨潤圧試験を行った。その結果を用いて、膨潤率はベントナイトの
塑性指数、密度、温度を考慮した式を提案した。同様に膨潤圧は塑性指数と密度を考慮し
た式を提案した。これらの提案式を他のベントナイトに適用した結果、算定値と実験値は
ほぼ対応し、提案式の妥当性を検証している。 
 
論文 
Chang H.Y. and Kawakami H., Effects of Ground Motion Parameters and Cyclic 
Degradation Behaviors on Collapse Response of Steel Moment-Resisting Frames, 
Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 132, No. 
10, pp.1553-1562, October, 2006. 
概要 
本論文では、強震時に柱の局部座屈により倒壊する鋼構造建築物の安全限界および地震動
の評価指標を実地震動の応答解析に基づき検討した。まず、直下型と海洋型との種類が異
なる地震動に対し完全弾塑性一質点系の応答解析を行い、地震動の弾塑性構造物への総入
力エネルギーの換算速度と地震動加速度のフーリエ振幅との近似関係が塑性変形の増大と
共に成立しなくなることを示した。次に、局部座屈劣化を示す弾塑性系の応答解析を行い、
①直下型地震動により局部座屈劣化して倒壊する構造物には従来の考えより大きな塑性変
形倍率が生じること、②構造物が倒壊までに吸収できるエネルギーの総量は地震動によら
ずほぼ一定であることを明らかにした。 
 
論文 
Oguchi,C. T., Matsukura, Y., Shimada, H., Kuchitsu, N. Application of weathering 
susceptobiolity index to salt damage on a brick monument. Heritage, Weathering and 
Conservation, Fort, A. B., Gomez, H. and Vazquez, C (eds), 2006 Taylor & Francis 
Group, London, pp. 217-227. 
概要 
石造建築物あるいは地形における塩類の影響に関する研究は多いが、塩類風化と岩石物性
との関係は明確ではない。これを明らかにするために、栃木県野木町に所在の国指定重要
文化財である旧下野煉瓦窯の塩類による被害状況を調査し、実際に用いられているレンガ
と市販のレンガを用いた塩類風化実験を行った。下野煉瓦窯は、平面が正十六角形の二階
建て総煉瓦造りであり、二階壁の劣化程度は地階壁よりも顕著である。主要な塩類鉱物と
して、石膏(CaSO4·2H2O)、テナルダイト(Na2SO4)、ヘキサハイドライト（MgSO4・6H2O）
あるいはエプソマイト（MgSO4・7H2O）が、壁面の下方から上方にこの順で見られた。ま
た、塩類析出には季節変化があることも判明した。このことから、それぞれの塩類鉱物が
もつ溶解度と平衡相対湿度の温度依存性により、塩類の析出と潮解が引き起こされ、析出
時に岩石を破壊し潮解時に破壊された岩石片が下方に落下して構造物壁面が劣化されてい
くことが分かった。塩類風化実験は、異なる塩類溶液に 2 種類のレンガ供試体の一部を浸
して溶液の毛管上昇高の違いと塩析出に伴う岩石の風化程度を調べる実験 A と、レンガ供



試体全体を完全に塩溶液に浸した後に乾燥させる作業を繰り返して何サイクル目に供試体
が破壊されるかを調べる実験 B を行った。溶液には現場で見られた硫酸カルシウム、硫酸
ナトリウム、硫酸マグネシウム、および蒸留水を用いた。また、2 種のレンガそれぞれにつ
き岩石物性として、間隟径分布、間隟率、および圧裂引張強度などを測定した。塩類溶液
および岩石物性の違いにより毛管上昇高が異なることが判明した。さらに、岩石物性値と
溶 液 か ら 塩 類 が 析 出 す る 際 の 結 晶 化 圧 か ら 易 風 化 指 標 値 （ WSI 値 ： Weathering 
Susceptibility Index）を算定したところ、風化開始のサイクル数と WSI 値との間に高い相
関があることが明らかになった。 

 
論文 
長田 昌彦,山辺 正：堆積岩の乾燥変形過程と多孔質弾性論的解釈，第 36 回岩盤力学に関す
るシンポジウム講演論文集，pp.335-338,2007． 
概要 
地下空洞やトンネルなど岩盤を掘削することによって，壁面沿いに掘削影響領域が形成さ
れる．その形成過程では，掘削による応力状態の変化とともに，比較的乾燥した空気が空
洞内に流入することによって岩石表面からの乾燥が進み，これによって掘削影響領域の形
成が加速されることが懸念される．その影響の程度は岩石の種類ごとに異なると考えられ
るが，乾燥に伴う岩石の変形過程についてのデータはほとんど存在していないのが現状で
ある．本論文では堆積軟岩を用いて実施した室内乾燥変形実験の結果を報告するとともに，
その結果について多孔質弾性論による解釈を試みた．また乾燥変形実験結果から不飽和浸
透解析に必要となる水分特性曲線を推定する手法を提案した． 
 
論文 
A. A. Mufti, A. Machida, et al.;CHBDC Design Provisions for Rehabilitation of Bridges 
with FRPs, Proceedings of the 7th International Conference on Short and Medium Span 
Bridges,2006. 
概要 
カナダ国の道路橋示方書には、繊維補強コンクリート構造物の章があり、近々発行予定の
第２版には、コンクリート梁、柱および木製梁を FRP で補強する場合の設計に関する条項
が初めて設けられている。この論文は、これらの条項を総合して述べるとともに、その根
拠を簡単に説明したものである。 
 
論文 
A. A. Mufti, A. Machida, et al.; New CHBDC Provisions for Design of Fiber Reinforce 
Structures, Proceedings of the 7th International Conference on Short and Medium Span 
Bridges, 2006. 
概要 
近々発行予定のカナダ道路橋示方書第２版における第１６章 繊維補強構造物の改訂状況
を総合して紹介したものである。第２版では、ガラス繊維補強材を主鉄筋あるいは主緊張



材に用いる場合の条項が初めて示された。また、繊維補強床版が場所打ち床版あるいはプ
レキャスト床版のいずれにも認められた。さらには、第１版の部材係数が見直され、使用
条件、特に、工場で製造されたか現場で製造されたかによる区分が厳しくなるとともに、
繊維補強材の強度に及ぼす持続荷重の影響が使用限界状態の検討にも考慮されるようにな
り、緊張材の応力制限も見直された。また、防護柵の条項が改訂された。 
 
論文 
Tomio Yasuoka, Atsuhiko Machida, and Samita Jayakody; Behavior and Load-Carrying 
Mechanism of RC Highway bridge Deck Slabs with Strap, Proceedings of the 7th 
International Conference on Short and Medium Span Bridges, 2006. 
概要 
ストラップ付きの鉄筋コンクリート床版の挙動と耐荷機構を理解するため、一方向版およ
び２方向版について、3 次元 FEM 解析を行った。その結果、ストラップ付き床版の耐荷機
構は、桁とストラップによりもたらされるハンチの水平変位および回転の拘束によって導
入される偏心軸方向により説明できることが示された。いわゆるアーチ作用は、偏心軸力
による負の曲げモーメントおよび軸力の複合の結果といえる。アーチ作用はスラブスパン
が短い範囲では耐荷力を著しく増加させる効果があるが、スパンが長くなるとこれは顕著
でなくなり、正の曲げモーメントが増大する。ただ、この場合でも、2 方向版とすれば、桁、
横梁およびストラップの拘束効果により、橋軸方向および橋軸直角方向のいずれにもアー
チ作用が見られるようになり、耐荷力増大がもたらされる。 
 
 



３．社会活動

期間

日本自然災害学会 評議員 1999 ～

土木学会地震工学委員会 委員 1990 ～

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 ～

期間

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 ～ 2006

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 ～

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 ～

国際ジオシンセティックス学会日本支部 副支部長 2006 ～

地盤工学会関東支部 評議委員 2006 ～

独立行政法人大学評価・学位授与機構
　「学位審査会(工学・芸術工学専門委員会)」 専門委員 2006 ～

土木研究センター「補強土(テールアルメ)壁設計・施
工マニュアル改定検討委員会」 副委員長 2006 ～

The 5th International Symposium on Earth
Reinforcement, Steering and Scientific Committee 委員 2007 ～

期間

(社)埼玉県設計コンサルタント技術研修協会 理事 2000 ～

(社)地盤工学会 ＩＳＯ検討委員会 委員 2003 ～ 2006

(社）地盤工学会関東支部 評議員 2004 ～ 2006

Organizing Committee of 3rd International
Symposium on Contaminated Sediments - ISCS 委員 2005 ～ 2006

埼玉県土砂災害警戒避難基準雨量検討委員会 委員長 2006 ～ 2007

JICA東ティモール大学工学支援プロジェクト 委員 2004 ～

川上 英二

桑野 二郎

風間 秀彦



期間

農林交流センターワークショップ
　固体試料分析の基礎　～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 ～

埼玉県環境科学国際センター 客員研究員 2006 ～

期間

ユネスコ 世界遺産修復・保存国際専門家 1995 ～

日本原子力研究開発機構　湧水抑制対策検討委員 委員 2005 ～

日本原子力研究開発機構
　深地層の研究施設計画検討委員 委員 2005 ～

日本原子力研究開発機構　水文地質：専門部会 委員 2005 ～

茨城県 地下水利用審査会 委員 2005 ～

自然災害研究協議会 委員 2003 ～

防衛施設庁総合評価アドバイザー 2006 ～

国際協力機構（JICA）社会環境影響評価委員 委員 2004 ～ 2006

期間

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 岩盤工学委員会 委員 2003 ～

地盤工学会関東支部 関東地域における地盤情報デー
タベースの構築と公開検討委員会 委員 2006 ～

岩の力学連合会 電子ジャーナル編集委員会 委員 2005 ～

岩の力学連合賞 選考委員会 委員 2005 ～ 2006

埼玉県　環境アセスメント技術審議会 委員 2006 ～

地学雑誌　特集号　編集委員会 委員 2005 ～ 2006

不連続性岩盤解析実用化研究会 幹事委員 2003 ～

独立行政法人産業技術総合研究所 客員研究員 2005 ～

渡邉 邦夫

長田 昌彦

小口 千明



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 ～

町田 篤彦



4.海外活動

氏  名 行 き 先 活  動  内  容 期  間

桑野二郎 イタリア Roma Geotechnical Symposium参加・発
表

2006.3.15～
2006.3.19

渡邉邦夫 中国
「土遺跡文化財の劣化状況調査法に関する
講義」（日中共同によるシルクロード沿線
の文化財保護修復技術人員の育成プログラ
ム）

2006.5.28～
2006.6.3

小口千明 中国
「土遺跡文化財の劣化状況調査法に関する
講義」（日中共同によるシルクロード沿線
の文化財保護修復技術人員の育成プログラ
ム）

2006. 6. 7～
2006. 6. 8

長田昌彦 中国
「土遺跡文化財の劣化状況調査法に関する
講義」（日中共同によるシルクロード沿線
の文化財保護修復技術人員の育成プログラ
ム）

2006.6.18～
2006.6.24

小口千明 モンゴル

Joint International Meeting
Environmental Changes and Earth
Surface Processes in Semi-arid and
Temperate Areas（半乾燥温帯地域におけ
る環境変遷と地表プロセスに関する国際会
議）への参加発表

2006. 6. 10～
2006. 6. 15

小口千明 スペイン
Heritage, Weathering & Conservation
Conference 2006（遺跡の劣化と保存に関
する国際会議）への参加発表

2006. 6. 21～
2006. 6.24

渡邉邦夫 カザフスタン
タジキスタン

ユネスコ国際専門家として、タジキスタン
アジナテパ遺跡修復

2006.8.16～
2006.9.8

川上英二 スイス
イタリア

1st European Conference on Earthquake
Engineering and Seismologyでの研究発表
など

2006.8.31～
2006.9.18

渡邉邦夫 イラン イラン、チョガザンビール遺跡修復・保全
研修会講師及び、遺跡土材料調査

2006.12.4～
2006.12.14

風間秀彦 タイ 廃棄物処分場からの地盤汚染の実態調査及
び共同研究打合せ

2007.1.28～
2007.2.1

長田昌彦 スイス ITC総会参加、共同研究打ち合わせ 2007.3.10～
2007.3.20



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

星野吉昇
ダムの盛立・初期湛水を事例とした場が変化する未
経験領域に対する統計確率論的手法を用いた挙動予
測に関する研究

渡邉邦夫 2006年9月
学位取得

Sohail
Ahmed Rai

Application of artificial neural networks and
genetic algorithms to runoff analysis for
mountainous watersheds

渡邉邦夫 2006年9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

Manoj
Kumar Parik

Post-Earthquake Disaster Simulation Using
Estimated and Collected Data 川上英二 平成19年3月

修了

岩間正人 オープンケーソンの周辺摩擦と挙動に関する研究 風間秀彦 平成19年3月
修了

Mebruk
Mohammed
Nurhusein

Evaluation of the effect of shaft excavation on the
groundwater flow system around
MIUconstruction site

渡邉邦夫 平成19年3月
修了

学部生

氏名 論文タイトル 指導教員 備 考

為房弘之 木造住宅の耐震診断プログラムに関する研究 川上英二 平成19年3月
卒業

橋田智大 常時微動観測により抽出される不安定岩塊に関する
研究

茂木秀則
長田昌彦

平成19年3月
卒業

上山吉崇 五重塔の振動解析に関する研究 川上英二 平成19年3月
卒業

何善旺 水銀圧入試験結果からの岩石内部のサクション推定 長田昌彦 平成19年3月
卒業

青木卓朗 モルタルの溶解に及ぼす海水の影響に関する実験的
研究 小口千明 平成19年3月

卒業



安藤浩平 籾殻粉を用いた湖山池浚渫スラリーの改善 桑野二郎 平成19年3月
卒業

大澤健二 温度がベントナイトの膨潤特性に与える影響につい
ての研究 風間秀彦 平成19年3月

卒業

片桐健 千葉県下における斜面崩壊発生危険基準雨量に関す
る研究 風間秀彦 平成19年3月

卒業

川村由香 北海道幌延地域の堆積泥岩・軟岩中の地下水位変動
データの特性 渡邉邦夫 平成19年3月

卒業

丹内政廣 長期間経過後のローム質道路盛土材の力学特性 桑野二郎 平成19年3月
卒業

原子朋也 モルタルの溶解に及ぼす要因について：気温とCO2
濃度の影響に関する実験的研究 小口千明 平成19年3月

卒業

平田翔
立て坑掘削に伴う地下水変動のモニタリングシステ
ムに関する基礎研究-北海道幌延地域をモデルとして
-

渡邉邦夫 平成19年3月
卒業

熊谷聡之 一面せん断変形下における堆積軟岩の透水特性に関
する研究 長田昌彦 平成19年3月

卒業

松下智昭 導電性ゴムを用いた岩石のひずみ計測方法に関する
研究 長田昌彦 平成19年3月

卒業

安昶完 岩石の破壊挙動評価のための画像解析手法に関する
研究 長田昌彦 平成19年3月

卒業
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埼玉大学地圏科学研究センターの設立経緯 

 
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および初期の研究内容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。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 
             風間秀彦教授 
センター長                        客員教授 
渡辺邦夫教授                                              町田篤彦埼玉大学名誉教授 
             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 
 
 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

改正 平成18. 6.22 18規則112
（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 センターに、研究推進・評価委員会を置く。

２ 研究推進・評価委員会は、センターの将来計画、研究推進、自己点検・評価そ

の他センターの運営に関し、助言及び評価を行う。

３ 研究推進・評価委員会に関する必要な事項は、別に定める。

（事務）
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第１３条 センターの事務は、研究協力部研究協力課において処理する。

（雑則）

第１４条 この規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。

附 則（平成18.６.22 18規則112）

この規則は、平成18年７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

改正 平成18. 6. 8 18規則114
（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12条第３

項の規定に基づき、研究推進・評価委員会に関し、必要な事項を定める。

（組織）

第２条 研究推進・評価委員会は、本学の教員以外の学識経験者による委員10人程

度をもって組織する。

２ 委員は、センター会議の議を経て、学長が委嘱する。

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第３条 研究推進・評価委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によっ

て定める。

２ 委員長に事故あるときは、副委員長が、その職務を代行する。

３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

（事務）

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

（雑則）

第５条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、別に

定める。

附 則

１ この細則は、平成16年４月１日から施行する。

２ この細則施行後、第２条第１項の規定に基づく最初の委員の任期は、同条第３

項の規定にかかわらず、平成17年８月７日までとする。

附 則（平成18.６.８ 18規則114）

この細則は、平成18年７月１日から施行する。



 
 
 
センター長 
 

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・地圏環境工学 
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 
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）（埼玉大学）、平成８年９月 
  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 
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 
最終学歴 1985 年 5 月 東京大学大学院工学系研究科土木工学専門課程博士課程退学 
学位取得 工学博士（東京大学），1986 年 12 月 
  博士論文タイトル「地震力による土構造物の残留変形解析」 
 
主な論文 
・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. 
主な著書 
・新土木実験指導書【土質編】（分担執筆）, 技報堂出版 , 1993.  



 
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 1989 年東京大学大学院理学系研究科地質学専攻修士課程中退 
学位取得 博士（工学） 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(理工学研究科、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(理工学研究科、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(理工学研究科、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(理工学研究科、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(理工学研究科、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(理工学研究科、建設工学科) 博 士(工学) 
 生年:  1971 年 
 専門:  耐震工学、地震工学 
 
 
 



研究推進・評価委員会 委員名簿 

 

会 務 氏  名 所 属 機 関 ・ 役 職 

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  

（現：東京電機大学教授） 

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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