埼玉大学地圏科学研究センター年報
第７巻の発刊にあたって
地圏科学研究センターでは平成 13 年４月の設立以来、7 年計画として 4 つのプロジェク
ト研究、すなわち、

(I) 自然災害、特に地震災害に強い都市構築技術の研究、
(II) 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、
(III) 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、
(IV) ナチュラル・アナログ手法や遺跡修復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、自然災害の収集とその解析に基づく防災意識向上のための社会啓
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常設の研究推進・評価委員会の御評価と御提言
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 7 年目に当たる平成 19 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、大きな成果を挙げたと考えております。
しかしながら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、より大きな、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具体的
に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。とりわけ平成
19 年度は、今まで行なってきた４つのプロジェクト研究の最終年度にあたる事から、今ま
でどんな成果を得たか、及び、残された問題は何かを真摯に点検する事が必要でした。そ
の概要を本年報の第 V 部で記述しております。その上で、今後どのような方向の研究や技
術開発を進めるべきかを明確にし、平成 20 年度以降の活動を計画し、実行に移して行く事
が不可欠と考えております。
こういった点に関しては、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ご
批判・御提言頂くことが極めて大事と思っております。本年報をご一読頂き、私共の活動
や将来計画などについて忌憚の無い御意見賜れば有難く存知ます。
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阪神大震災の被害を見てもわかるように、地震に対する安全確保のための最大の
課題は、木造家屋などの建物の耐震性を高めることである。プロジェクト研究
「都市域の地震被害の軽減と耐震性の向上の研究」では、近年の計算機の高機能化
を、建物の地震応答崩壊解析に活用し、応答を動画（アニメーション）で示し、建
物の弱点を発見し、効率的な補強を行うためのプログラムシステムを開発した。表
紙の図は、阪神大震災での観測波形の 1.5 倍と 2 倍の振幅（震度はそれぞれ６強、
７に相当）で建物（補強前と補強後 2 案、補強箇所を赤味がかった壁で示す）を
揺すった場合のある時刻における応答の違いを示している。動画で最初に壊れた
部分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。

第I部

地圏科学研究センターの活動概要

概要
埼玉大学地圏科学研究センターの研究活動・教育活動および社会的な活動は，研究推進・
評価委員会の活動評価と提言に基づいて進められている。

ここでは，活動概要を

• 平成１８年度研究推進・評価委員会の活動評価と提言
• 「活動評価と提言」に対応したセンター活動内容
• 研究資金について
の順にまとめた。

平成１９年５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１８年度センターの活動評価と提言について」
研究推進・評価委員会 委員長
坪谷隆夫
平成 19 年 3 月 22 日に開催された、第 7 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、下記の評価と提言を行なう。

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
研究するとして「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」を目的として平成１３年４月に発足し、本年度で設立６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
専任教官と学内協力教官の積極的な参画を得て、以下に述べるように研究活動が定着
し安定した成果が得られていると評価できる。一方、地圏科学研究センターがその設
立の目的に見合う地圏科学研究にけるＣＯＥとして社会の支持を確実にしていくた
めに、以下の評価と提言を積極的に取り入れた活動を期待する。
2. センターが、研究開発推進・評価委員会による平成１７年度の活動評価と提言の内容
を平成１８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. センターの目的達成のために設定された「災害に強い安全・安心な暮らし」及び「地
圏・地下水環境の長期保全」の分野で４件のプロジェクト研究が実施され、平成１８
年度においてもすべてのプロジェクトで査読付論文誌などに多くの研究成果が掲載さ
れている。いずれも、各教官が活発に研究活動を実施し当該研究分野の学術の向上に
積極的に貢献していると評価できる。
4. 本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第６巻を発刊するとともに、新たに地圏
科学研究センターの活動を紹介するパンフレットを作成し、さらにホームページを運
営していることは、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。
5. 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。放射性廃棄物の最終処分に関わる研究は
後ろ向きという意見も見られるが、市民の生活に密接に関わる高度危険廃棄物の生
活空間からの安全な隔離等の研究プロジェクトが、科学的な知識を背景とした安全・
安心な町作りに貢献していくことを期待する。一方、これらの研究が、遺跡修復調査

などと合わせて地球温暖化や地下水保全など我々の生活に密接な地球環境・生活環境
の変化に関わる学術的研究として高度化していくことも今後の課題ではないかと考
えられる。

6. 引き続いて実施されている東南アジア地域の大学との地下水汚染・地震対策・地すべ
りなどに関する共同研究や高等教育支援は、わが国のアジア協力の実績として高く評
価されるべきである。地圏科学の分野でアジアの人材育成と知識の普及に貢献する活
動として国内外に積極的に情報発信していくことが望まれる。
7. 都市域の地震災害軽減に向けたプロジェクトは、安全・安心に対する都市社会の強い
関心に応える重要な研究であるが、パンフレットの作成配布・メディアを通じた成果
の普及活動など都市域の住民がこの研究成果を享受することに努力を払っていること
は高く評価されるべきである。しかし、地震防災や地圏環境の科学研究分野における
センターとしての活動の果実を社会が十分かつ時機を得て享受していくためには、セ
ンターと社会をつなぐ年報、パンフレット、ホームページなどを一層わかりやすく、
アクセス性を確保し、かつ、メッセージ性に配慮した内容としていくことが期待され
る。特に、ホームページはアクセスの状況などに留意しつつ鮮度の高い情報提供に努
めることが望まれる。さらに、センター専任教官がメディアに登場し常に社会を啓蒙
することに努力を惜しまぬことが望まれる。
8. 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
ていることは特筆して評価される。本年度もセンターが主催した「第６回〝 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）が市民などの参加を得て開催された。ま
た、全国自然災害研究協議会の主催で開催された「自然災害科学総合シンポジウム」
（平成１８年１０月２７－２８日、さいたま市産学交流プラザ）にもセンターがホス
ト役を努め貢献した。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・安心知識の普及に努力する活動として評価できるが、オープンフォーラム
の場などを活用した「研究の出前やご用聞き」などにより、社会のニーズの掘り起こ
しと普及指導にあたることも重要ではないかと考えられる。
9. 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、競争的資金の
獲得や埼玉県との連携の強化などによる公的資金の確保に引き続き努力することを
期待する。また、産学連携に基づく多面的な研究費の確保に努力されたい。
10. 埼玉大学が地域社会をはじめとする学外から高い評価を受けるうえで、地震防災・温
暖化対策・地下水保全などの分野の知の創成と普及に組織的に取り組む地圏科学研究
センターが果たす役割は大きいものと期待される。設立６年が経過し、センターとし
てこのような特長ある学術的な成果を基に積極的に社会にその存在を訴求すること
が強く望まれる。
11. 地域の防災・環境知識の向上に学術的な面から一層の貢献をしていくためにも、教員
の充実とともに事務体制の確保に向けて埼玉大学の存立と発展の重要な一翼を担う
センターとして、埼玉大学本部と協力して危機感の上に立った理解活動に十全を期す
ことを期待する。

「平成 18 年度センターの活動評価と提言について」に対応した
平成 19 年度の地圏科学研究センター活動
地圏科学研究センター（以下、センターと略記する）は、研究推進・評価委員会（以下、
評価委員会と略記する）から平成 18 年度の活動に対して頂いた評価と、平成 19 年度の活
動に対する提言を真摯に受け止めて平成 19 年度の活動を進めてきました。その内容は本年
報に詳しく記述したが、ここで各評価提言への対応を要約して記述する。

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
研究するとして「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」を目的として平成１３年４月に発足し、本年度で設立６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
専任教官と学内協力教官の積極的な参画を得て、以下に述べるように研究活動が定着
し安定した成果が得られていると評価できる。一方、地圏科学研究センターがその設
立の目的に見合う地圏科学研究にけるＣＯＥとして社会の支持を確実にしていくた
めに、以下の評価・提言を積極的に取り入れた活動を期待する。
対応：センターは平成 19 年度も、本年報に報告されているようにプロジェクト研究
を中心に積極的に研究を進めて来ました。社会の支持を拡大して行く方向でも、以下
に示すように、評価委員会の提言を受けて活動してきました。

2. センターが、研究開発推進・評価委員会による平成１７年度の活動評価と提言の内容
を平成１８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。
対応：平成 19 年度も、平成 18 年度の評価と提言の内容を反映する活動を進めてき
ました。

3. センターの目的達成のために設定された「災害に強い安全・安心な暮らし」及び「地
圏・地下水環境の長期保全」の分野で４件のプロジェクト研究が実施され、平成１８
年度においてもすべてのプロジェクトで査読付論文誌などに多くの研究成果が掲載さ
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。
対応：
「災害に強い安全・安心な暮らし」及び「地圏・地下水環境の長期保全」を達
成する事はセンター設立の目的であります。平成 19 年度は、とくに、今まで行って
きた 7 年間のプロジェクト研究の最終年である事から、今までの研究成果による社会
貢献を高め、また将来の研究の進展につなげる事を強く意識して活動を行いました。
その結果、各プロジェクト研究の報告に記したように大きな成果を挙げる事ができま
した。これらの成果は、地震防災科学研究分野および地圏環境科学研究分野の学術の
向上に貢献したと考えています。

4. 本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第６巻を発刊するとともに、新たに地圏
科学研究センターの活動を紹介するパンフレットを作成し、さらにホームページを運

営していることは、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。
対応:平成 19 年度も引き続いて埼玉大学地圏科学研究センター年報第 7 巻を発刊し、
センター活動を社会に認知して頂く様に活動しました。さらに、研究成果の社会還元
を促進するため、従来の成果を分かり易くまとめ、技術シーズとして検討いただける
ようなパンフレットを作成しております。このような活動を通して、センターの透明
性と研究成果の社会還元を不断に推進しています。

5. 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。放射性廃棄物の最終処分に関わる研究は
後ろ向きという意見も見られるが、市民の生活に密接に関わる高度危険廃棄物の生
活空間からの安全な隔離等の研究プロジェクトが、科学的な知識を背景とした安全・
安心な町作りに貢献していくことを期待する。一方、これらの研究が、遺跡修復調査
などと合わせて地球温暖化や地下水保全など我々の生活に密接な地球環境・生活環境
の変化に関わる学術的研究として高度化していくことも今後の課題ではないかと考
えられる。
対応：放射性廃棄物の最終処分に関わる研究は本センター設立時からの大きな研究
テーマである事から、プロジェクト研究 として継続的に進めてきました。その成果
は本年報に記述されています。また「科学的な知識を背景とした安全・安心な町作り
「専門家で無い
への貢献の拡大」が提言されている事から、平成 19 年度は、とくに、
住民でも地下環境の状態が判断できる環境モニタリングシステム」や、「住民の方の
合意形成を助けるツール」の開発を進めました。これにより、地下水保全に寄与する
と考えて降ります。また、プロジェクト研究 の遺跡修復研究と併せて長期的な建設
構造物の変化を調べ、提言にありますような「長期的な地球環境の変化とその影響」
を妥当に評価する技術の開発研究を進めました。

6. 引き続いて実施されている東南アジア地域の大学との地下水汚染・地震対策・地すべ
りなどに関する共同研究や高等教育支援は、わが国のアジア協力の実績として高く評
価されるべきである。地圏科学の分野でアジアの人材育成と知識の普及に貢献する活
動として国内外に積極的に情報発信していくことが望まれる。
対応：平成 19 年度、東南アジア地域を中心とした共同研究や高等教育支援を、プロ
ジェクト研究 に記述するように、理工学研究科の建設工学科と密接に連携して土木
工学分野を中心に行いました。とくに、東ティモール大学支援では JICA（国際支援
機構）のプロジェクトではセンター専任教員が中心的に活動しました。また、タイ国
タマサート大学には遠隔講義を発信しました。その他、フィリッピン大学、タジキス
タン工科大学などとの学術交流を行ないました。

7. 都市域の地震災害軽減に向けたプロジェクトは、安全・安心に対する都市社会の強い
関心に応える重要な研究であるが、パンフレットの作成配布・メディアを通じた成果
の普及活動など都市域の住民がこの研究成果を享受することに努力を払っていること
は高く評価されるべきである。しかし、地震防災や地圏環境の科学研究分野における
センターとしての活動の果実を社会が十分かつ時機を得て享受していくためには、セ

ンターと社会をつなぐ年報、パンフレット、ホームページなどを一層わかりやすく、
アクセス性を確保し、かつ、メッセージ性に配慮した内容としていくことが期待され
る。特に、ホームページはアクセスの状況などに留意しつつ鮮度の高い情報提供に努
めることが望まれる。さらに、センター専任教官がメディアに登場し常に社会を啓蒙
することに努力を惜しまぬことが望まれる。
対応：地震災害軽減については、基礎研究と併せて、木造家屋の耐震診断システム
の実用性向上などの「具体的で直接役に立つ研究」を進めました。また、この技術
を、「市民オープンフォーラム」や、センターのパンフレットなどで広く紹介しまし
た。ホームページのアクセスについてはリンク元なども分かるように改善中です。さ
らに、新聞、NHK、民放などのメディアに登場してセンターの成果を訴える努力を
行っております。

8. 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
ていることは特筆して評価される。本年度もセンターが主催した「第６回〝 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）が市民などの参加を得て開催された。ま
た、全国自然災害研究協議会の主催で開催された「自然災害科学総合シンポジウム」
（平成１８年１０月２７－２８日、さいたま市産学交流プラザ）にもセンターがホス
ト役を努め貢献した。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・安心知識の普及に努力する活動として評価できるが、オープンフォーラム
の場などを活用した「研究の出前やご用聞き」などにより、社会のニーズの掘り起こ
しと普及指導にあたることも重要ではないかと考えられる。
対応：本年度も、
「第７回 彩の国 市民科学オープンフォーラム-大地震から人命と
（平成 19 年 1 月 23 日、大宮ソニックシティ、市民ホール）を開催し、
社会を守る-」
とくに人命救助、災害廃棄物処理、家屋の耐震診断など、身近な問題に焦点を絞って
防災意識向上のための社会啓蒙活動を行ないました。

9. 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、競争的資金の
獲得や埼玉県との連携の強化などによる公的資金の確保に引き続き努力することを
期待する。また、産学連携に基づく多面的な研究費の確保に努力されたい。
対応：市民科学オープンフォーラムについては、全国災害協議会の予算を使用して
います。ただ、地域フォーラムやセミナー開催に関しては公的資金の獲得が難しい現
状であります。研究費については後述するように文部科学省の科学研究費を初めとし
て獲得の努力を行い、それなりに成果を挙げております。ただ、研究費獲得成果はま
だ満足できるレベルではなく、今後もさらに追及します。

10. 埼玉大学が地域社会をはじめとする学外から高い評価を受けるうえで、地震防災・温
暖化対策・地下水保全などの分野の知の創成と普及に組織的に取り組む地圏科学研究
センターが果たす役割は大きいものと期待される。設立６年が経過し、センターとし
てこのような特長ある学術的な成果を基に積極的に社会にその存在を訴求すること
が強く望まれる。

対応:その一環として、センターが開発してきた技術や研究成果について、分かり易
く説明したパンフレットを作成する事を決定し、学内予算が認められました。この点
については、今後もさらに追及します。

11. 地域の防災・環境知識の向上に学術的な面から一層の貢献をしていくためにも、教員
の充実とともに事務体制の確保に向けて埼玉大学の存立と発展の重要な一翼を担う
センターとして、埼玉大学本部と協力して危機感の上に立った理解活動に十全を期す
ことを期待する。
対応：教員の充実とともに事務体制の拡充については、大学当局の一層のご理解が
得られるよう、文部科学省の各種プロジェクト要求とあわせて追求して参りました
が、まだ成果を挙げておりません。この点については、今後もさらに追及します。

運営費交付金
平成１９年度地圏科学研究センター経費予算配分額
センター予算（運営費交付金）
センター経費
事業的業務費（実験室高機能化・）
教員研究費
センター長裁量経費
光熱水量
学長裁量経費（旅費）
教育経費・大学院生経費
合計

平成１９年度

平成１８年度実績

4,618,000
2,170,000
1,478,000
1,000,000
939,000
0
3,033,181
13,238,181

8,165,000
0
0
2,000,000
1,228,000
300,000
2,255,357
13,948,357

0
0

2,085,000
16,033,357

科学研究費補助金等間接経費１
＋

平成１９年度地圏科学研究センター経費使用予定
教員研究費 (含、旅費）
清掃費
修繕・工事費
保守点検 (リフト）
通信費
ガス・水道・電気代
コピー機レンタル料（含、用紙代）
共通備品
共通消耗品
印刷費
不用備品廃棄費用
災害資料室（賃金、消耗品）
受益者負担金（建設工学科分）
謝金・共通旅費・その他
合計

平成１９年度

平成１８年度実績

5,278,000
170,000
2,500,000
270,000
270,000
1,500,000
850,000
400,000
495,172
1,180,000
50,000
50,000
75,009
150,000
13,238,181

5,900,000
160,000
4,300,000
230,000
280,000
1,200,000
900,000
300,000
288,151
940,000
250,000
1,000,000
185,206
100,000
16,033,357

競争的資金の獲得状況
総額
1)
2)
3)
4)
5)

科学研究費補助金
共同研究費
受託研究費
学内競争的資金
委任経理金
総

計

(千円）
7,090
500
5,000
1,600
2,080
16,270

科学研究費補助金
課題番号

17360209
19007393
18360225
18680054

研究課題名

研究代表者

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

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

廃棄物処分を対象にした止水材料
の透水性と膨潤性に関する研究

桑野二郎

岩石土壌材料における塩害に関す
る研究

小口千明

研究種目

配分額

基盤研究
(B)

2,400 千円

基盤研究
(B)

3,900 千円

特別研究
員奨励費

若手研究
(A)

700 千円

900 千円

共同研究費
相手方

りんかい日
産建設 (株)

研究課題名

無載荷オープンケーソンの摩
擦抵抗に関する研究

研究代表者

風間秀彦

研究期間

2007. 7.12
～
2008. 3.31

共同研究費

500 千円

受託研究費
相手方

原子力環境
整 備促 進・
資金管理セ
ンター

研究課題名

「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

研究代表者
長田昌彦

研究期間

2007.10.16
～
2008. 3.31

受託研究費

5,000 千円

学内競争的資金
経費の種類

21 世紀総合研究機
構研究プロジェクト
(研究経費)
21 世紀総合研究機
構研究プロジェクト
(研究経費)
21 世紀総合研究機
構研究プロジェクト
(研究経費)

研究課題名

木造・RC 造・S 造建物に対する崩壊解析
耐震診断法の信頼性向上と実用化
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
盛土材料の力学特性に及ぼす応力条件と
圧密時間が及ぼす影響

研究代表者

配分額

川上英二

500 千円

風間秀彦

800 千円

桑野二郎

300 千円

委任経理金
寄

附

者

サクラ工業

平和中島財団

寄附金の名称
研究助成

外国人研究者等招致助成

研

究

者

桑野二郎

桑野二郎

寄附金額

300 千円
1,780 千円

第 II 部

平成 19 年度のプロジェクト研究報告

センターのプロジェクト研究について
本年報第 V 部に述べているように，埼玉大学地圏科学研究センターは平成 13 年度のセ
ンター設立以来、下記の 4 つのプロジェクト研究を立ち上げ、7 年計画で研究・技術開発活
動を進めてきた。
プロジェクト研究 ： 自然災害、特に地震災害に強い都市構築技術の研究
プロジェクト研究 ： 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
プロジェクト研究 ： 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
プロジェクト研究 ： ナチュラル・アナログ手法や遺跡修復を通した長期安定型都市基盤
構築技術の研究
これらのプロジェクト研究に加えて、一般の自然災害研究と社会啓蒙もセンター設立目的
に照らして重要な活動である。
下図中、平成 19 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、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。

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
地圏（地震）防災科学分野
地圏環境科学分野
災害に強い安全・安心な暮らし
都市の
耐震性向上

プロジェクト研究
Ⅰ

平成１９年度の主な
研究テーマ
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
長田昌彦准教授
小口千明准教授
若松加壽江客員教授
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

自然災害研究
及び社会啓蒙
・自然災害資料の継続
的収集
・彩の国市民オープン
フォーラム

地圏・地下水環境の長期保全
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

プロジェクト研究 プロジェクト研究 プロジェクト研究
Ⅲ
Ⅱ
Ⅳ
・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

主要研究テーマ

・地圏環境管理シス ・タジキスタン遺跡
テム開発
修復保全研究
・幌延及び瑞浪地下 ・岩石・コンクリート
研究所周辺地下水
の長期劣化研究
流動解析
・廃棄物処分用坑道
周辺の変形研究

副研究テーマ

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。各専任教員及び
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。

1

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

1.1

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」を目的とした本プロジェクトでは、
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、平成 13 年度から平成 19 年度までの 7 年をか
け、以下の課題を推進した。

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
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

1.2
1.2.1

プロジェクトの進捗状況と今後の活動予定
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
かは検討に値するため、これらの影響を明らかにした。また、近年の構造物の巨大化・長
大化に伴い、一地点での地震動を明らかにするだけでは不十分であり、本研究では、時空
間関数として地震動を把握した。

1.2.2

構造物の耐震性評価の高精度化：

阪神大震災の被害を見てもわかるように、地震に対する国民生活の安全確保のために必
要な最大の課題は、木造家屋などの建物の耐震性を向上させることである。本研究では、近
年の計算機の機能の向上を、建物の地震応答崩壊解析に活用し、建物の弱点を発見し、効
率的な補強を行うためのプログラムシステムを開発し、その信頼性、汎用性、実用性を向
上させることを目的としている。
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（http://www.
saitama-u.ac.jp/kawakami/）で公開しており、家主からの依頼の他、設計事務所や建設会
社からの依頼に基づき、壁量の変化に伴う家屋の応答の変化の解析や、壁の分布のバラン
スの違いに伴う建物の応答の違いなどの解析を行い、住民教育や社員教育に役立てている。

1.2.3

土構造物の耐震性に関する検討

近年大きな地震が続き、多くの土木構造物が被害を受けた中で、補強土構造物の被害は
比較的軽微であったことが報告されている。補強土工法の耐震性は広く認められ、工法の
更なる高度化が図られてきたこともあり、現在では重要構造物の建設にも多く用いられて
いるのみならず、災害後の強化復旧が唱えられていることもあり、土構造物の復旧工法と
しても広く用いられるようになっている。災害復旧に当たっては、耐震性の高い構造物の構
築がもちろん重要であり、本研究課題においても、盛土構造物の耐震性高度化に関する研
究が行われてきた。しかし災害復旧においては、新規高耐震構造物の建設のみならず、既
存構造物の震災直後の被災程度の緊急診断、復旧のための残存耐力の評価など、新規構造
物の建設とは異なる多くの研究課題が残されている。本年度はその中でも、震災直後の被
災程度の緊急診断と関係する、壁面変位と補強土構造物内部の被災程度の関係について検
討を行った。これは、緊急点検においては、壁面の傾きなど簡便でスピーディーに行える
ものが必要だからである。例えば、壁面パネルの傾斜が 3% を超えると補強土壁内部にす
べり線が生じ、変形が急増してすべり破壊へ近づくという結果が得られている。
2007 年度にはこの他に、液状化地盤の流動方向に縦に配置された群杭の水平抵抗につい
て、模型実験により検討を行った。

1.3

プロジェクト研究資金

平成 19 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)
平和中島財団外国人研究者等招致助成（代表：桑野 二郎）
埼玉大学総合研究機構プロジェクト経費 (代表：川上 英二)
埼玉大学総合研究機構プロジェクト経費 (代表：桑野 二郎)

2,400,000 円
1,780,000 円
500,000 円
300,000 円

1.4

研究組織と活動

教授
教授
准教授
准教授
講師
助教

川上英二
桑野二郎
岩下和義
齋藤正人
茂木秀則
谷山 尚

担当者

研究課題

(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
土構造物の耐震性に関する検討
地盤の動的性質に関する実験と解析
建物群の応答に関する実験と解析
地震動のばらつき 多重反射理論の改良
断層・地盤に関する解析

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

プロジェクトで実際に行ってきた研究開発の概要について図に示す。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た。

センター
設立
I

13

７年計画
14

15
個別研究

16
⇒

17

18

19

I

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
本プロジェクトの研究概要

1.5

平成 19 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 1,2 に示す。

図 1: 崩壊解析による耐震診断．地震外力を観測波形の１、1.5、２倍にした場合（震度はそ
れぞれ６弱強、６強、７に相当）のある時刻における補強前と補強後の建物の応答の違い．

図 2: (a) 水平震度と壁面パネル傾斜角の関係. (b) 水平震度 kh=0.445 の時の補強土壁内
部のひずみ分布壁面傾斜角と補強土構造部内部の被災程度の関係

1.6

平成１９年度発表論文など

• Kawakami, H., Tingatinga, E. and Chang, H.Y., Three-dimensional Seismic Damage Simulation of Wooden Houses Using Rigid Body-Spring Method, Earthquake
Resistant Engineering Structures VI, WIT Press, Vol. 93, pp.421-430, 2007.
• Kawakami, H., Mogi, H. and Tingatinga, E., A Note on Spatial Variations in Response Spectra of Earthquake Ground Motions, ISET Journal of Earthquake Technology, Vol. 44, No. 1, 2007.
• Kawakami, H., Tingatinga, E. and Chang, H.Y., Seismic Retroﬁtting of Woodframed Buildings Using Three-Dimensional Rigid Body-Spring Method, First International Workshop on Performance, Protection & Strengthening of Structures
under Extreme Loading, PROTECT2007, 2007.
• 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.
• Mogi H. and Kawakami H., Analysis of Scattered Waves on Ground with Irregular Topography Using the Direct Boundary Element Method and Neumann Series
Expansion, Bulletin of the Seismological Society of America,Vol.97, No.4, pp.11441157, 2007.
• 茂木秀則, 川上英二：境界要素－摂動解法による起伏地形の散乱波の波形の検討，土
木学会論文集Ａ，Vol. 63, No. 3 pp.454-463, 2007．
• Rhommel, G., Mogi, H. and Kawakami, H., Basement Rock in Metro Manila,
Philippines Inferred Using Receiver Function Analyses of Strong Motion Accelerograms, IUGG XXIV General Assembly, 2007.
• Rhommel, G., Mogi, H. and Kawakami, H., Identiﬁcation of Basement Rock Beneath Kanto Plain by Normalized Input-output Minimization (NIOM) Method and
Conventional Receiver Function Using Strong Motion Accelerograms, IUGG XXIV
General Assembly, 2007.
• 井澤淳，斉藤知哉，伊藤秀行，上野誠，桑野二郎, 改良土とジオグリッドを組み合わ
せた補強土壁の地震時挙動に関する研究, 地盤工学ジャーナル, Vol.2, No.2, pp.73-86,
2007.
• Izawa, J., Saitoh, T., Itoh, H., Ueno, M. and Kuwano, J., Seismic behavior of reinforced soil wall combined with soil cement, Proceedings of 2007 Taiwan-Japan
Symposium on the Advancement of Urban Earthquake Hazard Mitigation Technology, Taiwan, September 26-27, 2007, pp.33-40, 2007.

• Koseki, J. and Kuwano, J., Japanese experiences on seismic stability of geosyntheticreinforced soil retaining walls, Proceedings of the 3rd Sino-Japan Geotechnical
Symposium - New Frontiers in Chinese and Japanese Geotechniques -, Chongqing,
China, November 4-7, 2007, pp.46-56, 2007.
• Izawa, J., Kusaka, H., Ueno, M., Nakatani, N., Sato, H. and Kuwano, J., The eﬀect
of inclination of reinforcement on the horizontal bearing capacity of the ground
reinforcing type foundation, Proceedings of the 5th International Symposium on
Earth Reinforcement (IS-Kyushu), Fukuoka, Japan, pp.603-608, 2007.
• Ito, H., Saito, M., Ueno, M., Izawa, J. and Kuwano, J., Development of rational
design method for the geogrid reinforced soil wall combined with soil cement and
its application, Proceedings of the 5th International Symposium on Earth Reinforcement (IS-Kyushu), Fukuoka, Japan, pp.661-666, 2007.
• 井澤淳, 桑野二郎, 壁面変位を用いた補強土擁壁の地震時損傷度評価, ジオシンセティッ
クス論文集, Vol.22, pp.207-212, 2007.

2

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

2.1

プロジェクト研究の目的

地圏科学研究センター設立目的の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、
処分場の対象となる深層岩盤の地質学的・工学的性質と、 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、7 年間の成果概要」で述べ
たように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少しづつ変
化してきている。

2.2

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。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 19 年度はプロジェクト期間の最終年度にあたる。19 年度の個別技術の開発につい
て見ると、 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
グシステム、 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、 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 処分用坑道壁面周辺の劣化の研究、 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、 地下水中のフッ素など環境汚染物質の起源

研究、 地圏環境の長期予測などについては、地下研究所や余裕深度処分場の建設と併せ
て基礎的もしくは萌芽的な研究を行なった。
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いる。そ
の１つは、 処分場建設や、あるいは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、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。これらの研究を行うことも 19 年度の研究の重要な点であった。
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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

2.3

プロジェクト研究資金

平成 19 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）
校費
受託研究費 (代表：長田 昌彦)
総計

700,000 円
700,000 円
5,000,000 円
6,400,000 円

2.4

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

教授
准教授
准教授
准教授

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、 地下水質形成過程研究
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
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
小口千明
処分場岩盤の短期・長期の鉱物学的な
変質研究
山辺 正（理工学研究科、センター協力 岩盤の応力・地下水・熱の連成解析技
教員）
術の開発と、処分場トンネルの安定性
研究

協力教員を含めて 5 名の教員がこの研究に取り組んだ。しかしながら、このプロジェク
ト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不可欠である。そのため、とくに原子
力研究開発機構などの諸機関と密接に連携を取っている。

2.5

平成 19 年度の研究内容及び成果

平成 19 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。19 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。
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平成 19 年度発表論文

• 谷中保男、高橋章、星野吉昇、鈴木朋和、西垣誠、渡辺邦夫湛水時のロックフィルダ
ムの間隟水圧挙動予測と水理的安定性評価手法に関する研究、地下水学会誌、Vol.49,
No.1, pp.3-16, 2007.
• 若松尚則、渡辺邦夫、高瀬博康、松井裕哉水理地質にかかわる地下環境影響評価への
Evidential Support Logic の適用、応用地質、Vol.48、No.1、pp.2-14, 2007.
• Aﬀandi, A.K., Watanabe, K., Daily groundwater level ﬂuctuation forecasting using
soft computing technique, Nature & Science, Vol. 5(2), pp.1-10, 2007.
• Aﬀandi, A.K., Watanabe, K., Tirtomihardjo, H., Use of back-propagation artiﬁcial
networks for groundwater level ﬂuctuation, Asian Journal of Water, Environment
and Pollution accepted), Vol.5, No.1, 2008.
• Sohail, A., Watanabe, K., Takeuchi, S., Runoﬀ analysis for a small watershed of
Tono area Japan by back propagation artiﬁcial neural network with seasonal data,
Water Resources Management, Vol22(1), pp.1-22, Jan., 2008.
• Watanabe, K., Min M. M., Fujii Y. Fodde E., Evaporation measurement for the
preservation of historical Buddhist MonasteryAjina Tepa, Tajikistan, Ann. Jour.
Hydraulic Engineering, JSCE, Vol.52, 2008.
• Abdelrahman, M.A., Watanabe, K., Takeuchi, S., Laboratory test on the occurrence of ﬂuoride rich groundwater of the Tono area, Japan, Ann. Jour. Hydraulic
Engineering, JSCE, Vol.52, 2008.
• 若松尚則、渡辺邦夫、GA を用いた ESL の重み係数推定、Ann. Jour. Hydraulic
Engineering, JSCE, Vol.52, 2008.
• Tomoaki Mathushita and Masahiko Osada(2007) A new method for strain measurement of rock with conductive rubber, The 6th Asian regional conferenece on
Geohazards in Engineering Geology, p.106, 2007.
• Aung Ko Ko Soe and Osada,M.(2007) Deformation Behavior of Soft Sedimentary
Rocks in Response to Drying Phase, The 6th Asian regional conferenece on Geohazards in Engineering Geology. p.107, 2007.
• Park, H. and Osada, M.(2007) Shear-ﬂow properties of soft sedimentary rocks under
direct observation, The 6th Asian regional conferenece on Geohazards in Engineering Geology. p.108, 2007.
• Changwan Ahn, Masahiko Osada and Manabu Takahashi(2007) Image analysis for
evaluating the deformational behavior of rock, The 6th Asian regional conferenece
on Geohazards in Engineering Geology. p.130, 2007.

• R. Yoshinaka and M. Osada and H. Park and T. Sasaki and K. Sasaki (2008)
Practical determination of mechanical design parameters of intact rock considering
scale eﬀect. Engineering Geology, 96, pp.173-186.
• 松下智昭・新井謙太・長田昌彦・竹村貴人 (2007) 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土木学会年次講演会.
• 熊谷聡之・長田昌彦・朴赫 (2007) 一面せん断変形下における堆積軟岩の透水特性に
関する研究土木学会年次講演会.
• 安昶完・長田昌彦・高橋学 (2007) 岩石の破壊挙動評価のための画像解析手法に関す
る研究土木学会年次講演会.

スイス・モンテリ地下研究所でボーリングされたオパリナスクレイサンプルの3次元X線CT画像。乾燥変形
過程を経ることにより引張割れ目 (黒く見えている線状の部分)が，ほぼ層理面に平行に形成されている。
このような乾燥に伴う割れ目の形成条件を調べておくことが放射性廃棄物の地層処分プロジェクトでは必
要である。（撮影協力：産業技術総合研究所，高橋学博士）

原子力環境整備促進・資金管理センターからの受託研究費により，高精度形状測定システム（左図）を導入
した。リニアモーターカーで使われているものと同じ駆動系を有し，レーザー変位計と組み合わせて，xyz座
標の計測精度が格段に向上している。この装置を用いて，割れ目表面の形状計測(右上図)からの割れ目形
成メカニズムの推定手法の確立を目指している。（右下図は，割れ目の局所表面の法線ベクトル分布図。分
布が楕円形になっていることに注目）
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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

3.1

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や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。さらに、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と西アジア地域
である。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、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 交流協定の締結大学とのセミナー開催、将来の協定締結を計
画している大学や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連動し
て、交流協定を締結しているタイのタマサート大学、スリランカのモラトゥワ大学、
JICA プロジェクトの東ティモール国立大学等との間で国際遠隔講義・会議を行い、
ネットワークの構築を目指している。
(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。

3.2

プロジェクトの進捗状況と実施概要

本プロジェクトは前述の 4 つのテーマからなり、これらのテーマについてこれまでの実
施してきた内容と進行状況と実施概要、およびプロジェクト担当者と研究課題は下表のと
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 年計画としているので、一部のテーマ
は本年度で終了するものもある。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。以下、代表的なテーマの概要について記す。

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
18 19 20 21
地盤特性と地盤地下水汚染 地盤特性 地盤・地下水汚染
の拡大機構に関する研究
共 地下水資源と管理システム
同 に関する研究
都市および構造物の耐震性
アドベの静・動的特性
アドベ構造物の
向上に関する研究
耐震性
研
東ティモールの斜面崩壊特性
究 地すべり・表層崩壊・落石
等の斜面災害の研究
災害写真の編集
環境インパクトに対する社
液状化実験
会基盤の安全性向上に関す
る研究
研究指導・特別講義・留学生受入等
国際高等工学教育の支援
17

遠隔講義・会議ネット
ワークの構築
東ティモール国立大学工学部支
援（JICA プロジェクト）

担当者

構築準備・試行
事前調査・計画立案・事前支援

プロジェクト担当者と研究課題

教授

風間 秀彦 (プロジェクト・リーダー)

教授

渡邉 邦夫

教授
教授

川上 英二
桑野 二郎

准教授

長田 昌彦

准教授
准教授

小口 千明
岩下 和義（センター協力教員）

運用実施
第 1 Phase

研究課題

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
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
東ティモール国立大学工学部支援
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
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、遠隔講義・会
議の推進
東南アジアにおける地圏環境研究
アドベの物性特性と動的性状の研究

3.2.1

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。本年度もバンコクに隣接した Thaklong Municipaty の一般廃棄物処
分場の現地調査を行ったところ、平坦地 2m の厚さの廃棄物、0.5 の覆土の互層のみで、汚
染物質の浸透対策は全く施されていないこともあって立ち入り制限と写真撮影が禁止され
た。19 年度、センターでは、タジキスタンの古代シルクロードに沿った仏教遺跡アジナテ
パの修復に関する研究を、ユネスコ及びタジキスタン工科大学と共同で行なった。この中
で、理工学研究科の深堀清隆准教授に同遺跡の景観設計の研究を協力していただいた。耐
震性向上の研究では、アドベと目地のモルタルにジュート等の天然繊維を混ぜ込むことに
より、アドベ素材の要素としてのせん断強度と引張強度が向上し、ピーク応力を超えた後
に突然崩壊する事態を避けるのに有効であることを確認した。土と水と植物繊維の混合物
(アドベと同じ素材) をアドベブロック積層体の表面に塗ることで、曲げとせん断破壊に対
する強度を大きく向上できることを振動台試験で確認した。これ以外に、アドベブロック
積層体を竹のメッシュや繊維でできている網により補強する工法の効果を調べた。日本で
ゴミ捨て場のカラスよけネットとして用いられているビニールネットが、破壊後の倒壊を
防ぐのに効果的であることを確認した。これらの工法はどれも、低価格かつ未熟練でも可
能な工法であり、現地で代替の素材を入手するのも容易であり、今後が期待できると思わ
れる。
斜面災害は東ティモール、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、要因分析を行って斜面崩壊の特性と崩壊に寄与する要因を明ら
かにした。
環境インパクトに対する社会基盤の安定性向上については、フィリピン大学、カセサー
ト大学、東京工業大学などの研究者と協力して、過去の自然災害から学んだ教訓を写真を
主体に構成した「Learning Lessons from Natural Disasters in Asia: A Photo Archive」の
編集を行った。また、平和中島財団の助成を受け、2007 年 6 月～8 月の 3ヶ月間、フィリピ
「地震時の液状化に伴
ンのデ・ラサール大学から Jonathan R. Dungca 助教授を受け入れ、
う地盤の流動が杭基礎に及ぼす影響」について模型実験を行うなど、共同研究を実施した。

3.2.2

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、

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
などであり、その内容については、3.2.1、3.2.3、3.2.4 で述べる。

3.2.3

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、共同研究の打合せや研究成果の検討、現
地スタッフへの講義の実施などを行う。これまでにタマサート大学、東ティモール大学な
どとの間で ISDN 回線を使って試験的に実施してきた。しかし、ISDN 回線の使用料は高
額であるので、19 年度はインターネット回線を使用してタマサート大学に遠隔講義を送信
した。その結果、時間的な遅れはほとんどなく、音声も画像も鮮明に送ることができ、イ
ンターネット回線による遠隔会議や講義が十分に可能なことが明らかになった。今後はこ
のシステムを使って、国際的な教育・研究の推進が大いに期待される。

3.2.4

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。その後治安
が回復し、平成 19 年 9 月から再開され、短期専門家を 1ヶ月派遣した。このプロジェクト
の第１フェイズは平成 21 年 3 月までの予定である。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
のインフラ事業省の道路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。

3.3

プロジェクト推進研究資金

平成 19 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）
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）
科学研究費（特別研究員奨励費・外国人特別研究員、代表：桑野二郎）
平和中島財団外国人研究者等招致助成（代表：桑野二郎）
校費（運営費交付金）
合計

800,000
400,000
700,000
1,780,000
500,000
4,180,000

円
円
円
円
円
円

3.4

平成 1 ９年度の実施内容及び成果

本プロジェクトの平成 19 年度の実施内容をまとめると次の表のとおりである。

研究テーマ

平成 19 年度テーマの実施内容

全体目標

国際共同研究の実施 地圏科学に関する国際
共同研究の推進

アジア地域の地圏科学
に関する教育支援・研
国際高等工学教育支 究指導、
国際的なセミナーの開
援、
セミナーの開催等 催、共同研究成果の発
表
やインターネッ
遠隔講義・会議ネット ISDN
トを用いた遠隔講義・
ワークの構築
会議のネットワークの
構築
プロジェクト 国際支援国家プロジェ
等への協力
クトへの協力

JICA

3.5

平成 19 年度の実施内容
・タマサート大学との廃棄物処分場からの
地盤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
･ 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
･ 東ティモール国立大学工学部支援プロジ
ェクトに協力支援
･ タマサート大学と国際交流セミナー「ア
ジアにおける環境調和型社会基盤開発を
目指して」の開催支援（10 月 29 日～11
月 6 日）
・環境社会基盤連携大学院プログラムでタ
マサート大学と学生交流をタイで実施支
援（1 月 28 日～2 月 1 日）
・タジキスタン工科大学での土構造遺跡に
関する講義
・1 月 29 日にタマサート大学にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線
により遠隔講義を送信
・3 月 6 日にタマサート大学と遠隔会議を実
施
・東ティモール国立大学工学部支援プロジ
ェクトに短期専門家の派遣（9 月 9 日～10
月 7 日）
・東ティモール国立大学工学部教官の修士
課程学生の指導

平成 19 年度発表論文

• Lourenco Soares: Actual condition and characteristics of slope failure in East Timor
by multivariate statistical analysis, Master ʼs Thesis of Saitama University, 2007.
• Ali, M.M.Y. and Kuwano, J., Mechanical properties of old loam soil taken from
old highway embankment, Proceedings of 9th International Summer Symposium,
Yokohama, pp.163-166, 2007.

• Ali, M.M.Y. and Kuwano, J., Mechanical properties of old embankment soil, Proceedings of the 10th Australia New Zealand Conference on Geomechanics, Vol.1,
pp.288-292, 2007.
• Kuwano, J. and Tay, W.B., Eﬀects of curing time and stress on mechanical properties of cement-mixed sand, Proceedings of the 3rd Sino-Japan Geotechnical Symposium, pp.303-308, 2007.
• Islam, M. S. and Iwashita, K. Earthquake Resistance of Adobe Reinforced by Low
Cost Traditional Materials, Journal of Natural Disaster Science, Japan (submitted
in July 2007).
• Islam, M. S. and Iwashita, K.: Seismic Performance of Jute and Bamboo Reinforced
Masonry Structures, Proc. of the 62nd JSCE Annual Conference, Japan, Paper No.
1-253, pp. 501-502, 2007.
• Tsuda, N., Kato, H., Islam, M. S. and Iwashita, K. : Seismic Performance of
Adobe Structures Evaluated with Shaking Table Tests, Proc. of the joint seminar
organized by School of Civil Engineering & Technology, Siridhorn International
Institute of Technology, Thamasat University, Thailand and Department of Civil
& Environmental Engineering, Saitama University, Japan, pp. 87-92, 2007.

アドベ組積構造体の大型振動台による加振試験
（モルタルをセメントで補強したモデル）
強度・靭性もあまり向上しない

アドベ組積構造体の大型振動台による加振実験
（モルタルをセメントとジュート繊維で補強したモデル）
強度は向上し、最大加振でも破壊しない

◆ タイ タマサート大学との交流Ⅰ（平成 19 年 10 月 29 日～11 月 6 日「アジアにおける環境調和型社会基
盤開発を目指して」の国際交流セミナーを埼玉大学で開催）

国際交流セミナーの 開講式後の記念撮影

開講式後の自己紹介

学生発表に対する質疑応答

◆ タイ タマサート大学との交流Ⅱ（平成 20 年 1 月 28 日～2 月 1 日にタマサート大学で開催）

特別講義を聴講する埼玉大学とタマサート大学の学生等

タマサート大学国際交流担当副学長の表敬
訪問

バンコク－新空港間のスカイトレイン建設現場の見学
◆ タイ タマサート大学との遠隔講義の実施（平成 20 年 1 月 29 日）

埼玉大学から渡邉邦夫教授の「ハイブリット地下水
解析法と写真測量を用いた環境モニタリング」の
遠隔講義を発信(右モニター：埼玉大学の映像左
モニター：タマサート大学の映像)

◆ タジキスタン・アジナテバ仏僧院の遺跡修復（プロジェクト研究Ⅳ参照）

修復された遺跡の一部

ユネスコ、タジキスタン工科大学及び
タジキスタン文化省のスタッフ
◆ アドベの物性・動的性状の共同研究

供試体（破壊前）

無補強供試体

モルタル（目地）を
セメントで強化

モルタル（目地）を
石膏で強化

モルタル（目地）を
ジュート繊維で強化

アドベの一軸圧縮試験によるモルタル付着性能試験の結果

アドベ柱体モデルの小型振動台による
振動試験

タマサート大学で遠隔講義を聴講する学生と教官

埼玉大学からタマサート大学に送られてきた画像

◆ティモール国立大学工学部支援

東ティモール大学工学部教官と専門家による支援についての協議

専門家の指導で土の一軸圧縮試験を行っている
東ティモール大学の教官

東ティモール大学土木工学科教官と道路斜面の崩壊に
ついて現地調査

4

プロジェクト研究 IV 報告
ナチュラルアナログ手法や遺跡修復を通した長期安定型都市基盤構築技術研究

4.1

プロジェクト研究の目的

地震防災科学、地圏環境科学分野の研究の 1 つの特徴は、「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
た古代遺跡に残る技術の研究、
2. その遺跡を後世に残すため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
4. それらの情報を総合化して長期安定型都市基盤構築技術を開発する研究
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。このような研究を組織的に行なっている
大学機関は地圏科学研究センターが唯一である。
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。

4.2

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。
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プロジェクトの研究開発テーマ、進行状況、今後の予定

4.3

プロジェクト研究資金

本プロジェクトに関して、平成 19 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）
ユネスコ（渡邉 邦夫、調査旅費等）
校費
総計

3,900,000 円
500,000 円
400,000 円
00,000 円

4.4

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、井口欣也准教授が加わっている事が挙げられる。
担当者

教授
教授
准教授
准教授
准教授
助教

4.5

渡邉邦夫（プロジェクト・
リーダー）
風間秀彦
長田昌彦
小口千明
井口欣也（教養学部、
センター協力教員）
谷山 尚（理工学研究科、
センター協力教員）

研究課題

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。
遺跡土材料の微小構造と強度の研究
DDA を用いた土構造物の変形・破壊解析
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
遺跡修復・保全に係わる文化人類学的研究
日干しレンガ構造物の耐震性向上研究

平成１ 9 年度の研究内容及び成果

平成 19 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。19 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。
遺跡修復技術と長期安定性建築
材料･工法の研究

タジキスタン、
アジナテパ仏教
遺跡修復

イラン、バム遺跡修復
研究

地震で崩壊した
土材料構造物の
モデル化とＤＤＡに
よる解析

写真測量に
よる遺跡の
３次元画像
化

崩壊構造物の
３次元画像処
理

地震で崩壊した土構造物の
修復方針の提案

イラン、チョガ・
ザンビール遺跡
修復

遺跡修復
計画

修復作業実行

長期の遺跡景観保全等
のとりまとめ

成果
遺跡修復のための調査・解析方法の体系化

遺跡修復保全国際協力の推進

遺跡修復保存に関する研究開発及び成果

さらに特筆すべき事として、昨年度に引き続き、平成 19 年 6 月に、長田准教授、小口准
教授が中国文物研究所からの招聘を受け、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。
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についても、着実に研究
を進めている。

4.6

平成 19 年度発表論文・報告等

• 藤井幸泰、渡辺邦夫、村上和哉、写真測量技術を用いた文化遺産の三次元調査：アジ
ナテパ仏教遺跡（タジキスタン）における修復・保全活動、応用地質、Vol.48、No.5,
pp.258-264. 2007.
• Watanabe, K., Min M. M., Fujii Y. Fodde E., Evaporation measurement for the
preservation of historical Buddhist Monastery Ajina Tepa, Tajikistan, Ann. Jour.
Hydraulic Engineering, JSCE, Vol.52, 2008.
• Watanabe, K., Fujii, Y., Murakami, K., Report on the 2007 UNESCO missions to
Ajina Tepa, Tajikistan, Part-1 –Mapping and 3-D visualization of the whole area
over the historical site and monument in Ajina Tepa–, 13p., 2007.
• Watanabe, K.., Report on the 2007 UNESCO missions to Ajina Tepa, Tajikistan,
Part-2 –Conservation works should be conducted in 2007–, 15p, 2007.
• Watanabe, K.., Report on the 2007 UNESCO missions to Ajina Tepa, Tajikistan,
Part-3 –Shelter coat over the Stupa–, 8p, 2007.
• Watanabe, K.., Report on the 2007 UNESCO missions to Ajina Tepa, Tajikistan,
Part-4 –Evaporation measurement and salt crystallization on historical walls–, 11p.,
2007.
• P. H. Dong and Osada, M., Eﬀects of dynamic friction on sliding behavior of block
in DDA, ICADD8, pp.129-134, 2007.
• Mogi,H., Osada,M. and Hashida,T., Microtremor measurement for rock-fall hazard assessment, The 6th Asian regional conferenece on Geohazards in Engineering
Geology, p.174-176, 2007.
• Oguchi, C. T. and Yuasa, H. (under review) : Eﬀects of Rock Properties on Salt
Weathering of Oya-tuﬀ -An Experimental Study. Geological Society of London.
• Song, W., Ogawa, N.，Oguchi，C. T., Hatta, T. and Matsukura, Y. (2007): Eﬀect
of Bacillus subtilis on Granite Weathering: A Laboratory Experiment. Catena,
Vol. 70, pp.275-281.
• 高屋康彦・青木卓朗・小口千明 (査読中): 海水によるモルタルの表面変質に関する一
実験. 粘土科学.

• 原子朋也・小口千明・高屋康彦 (2007): 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 2007 年春季大会
• 山田哲士・小口千明 (2007): 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 2007 年春季学術大会

修復前（２００７年５月）

修復後（２００７年11月）

修復後の雪（2008年２月）
修復により、崩壊の進行が
大幅に軽減された

アジナテパ遺跡修復の進行
修復前（２００７年８月）
修復作業（２００７年９月）

修復後（２００７年11月）

作製したアジナテパ遺跡の3次元鳥瞰図

深田地質、藤井幸泰氏作製

NHKのBSハイビジョン番組「夢の古代文明紀行」前編（ 2007年3月31日19：00～
22：00放送）に出演した渡邉センター長。出演者を前に，日干し煉瓦について語った。

壁土被覆の長期安定性現地実験
日干しレンガと
壁土の併用

木綿縄による壁土補強
壁土のみ

棕櫚縄による壁土補強

ストゥーパ

実験全景

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

中国シルクロード人材育成での
現場実習指導。(a)針貫入試験に
よる壁面保護材料の強度評価，
(b)-(d)墓室壁面からの蒸発量測
定の指導と観測，(e)実習終了後
の記念撮影。右奥が調査した墓
室。(f)遺跡周辺には鉄線が張り
巡らされ，軍の管理下にある。

(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

中国シルクロード人材育成での現場調査指導および採取試料の簡易分析指導. (a) 西安県韓城市
における遺跡発掘現場. (b) (c) 簡易環境測定の実習風景. (d) 塩類試料の採取(e) 採取試料の簡
易分析. 現場の土壌からカルサイトCaCO3成分が検出された.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

フランス・ランス市郊外における1076年に建てられた大聖堂、Abbaye Saint-Jean-des-Vignes の風化
程度評価の調査. (a) 正面のみを残す大聖堂建築物. 現在修復が進められている. (b) 境内側面の建
物の劣化状況. (c) 壁面に晶出した塩類鉱物. (分析の結果、主としてテナルダイト (Na2SO4) と確認さ
れた. (d) 境内内側からの建物劣化状況. 見学しているのは、地圏センター非常勤研究員の高屋康
彦博士. (e) 壁面に析出した塩類を採取するランス大学准教授のCeline Thomachot 博士.

2mm

実験前の早強セメントモルタル試料

0.5mm

写真(a) 上面からの実体顕微鏡観察

写真(a), 写真(b)

500µm

写真(c)

50µm

写真(b) 上面からのSEM観察

20µm

5µm

写真(c) 断面のSEM観察と元素濃度マッピング
早強ポルトランドセメントモルタルと海水との反応実験 モルタルと海水とが反応すると、まずセメント中のポ
ルトランド（Ｃａ(ＯＨ)2）のカルシウムが溶解し、海水中に含まれているマグネシウムと置換してブルーサイト
（Mg(OH)2）が生成され、モルタル表面に沈積する。溶出したカルシウムは、海水中に溶存している二酸化
炭素と反応し、アラゴナイト（CaCO3）としてブルーサイト上に沈積する。一種の二酸化炭素固定と考えられ
る。アラゴナイトはカルサイトの多形であり、通常の大気圧下では稀な鉱物であり、その生成環境条件を特
定することが次の課題である。

第 III 部

センターの対外活動等

第7回

彩の国 市民科学オープンフォーラムの開催

–大地震から人命と社会を守る– 平成 20 年 1 月 23 日大宮ソニックシティ・市民ホール
平成 19 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る。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，
「大地震から人命と社会を守る」として，災害医療対応，災害廃棄物
の現状，建物被害の軽減策についてご講演を頂いた。具体的な講演テーマは下記ポスター
内に記載されている。
震災対策として，まだまだ多くの課題が残されていることがよく理解できた。その中で
も徐々にではあるが，来るであろう首都圏の震災対策が進みつつあることがわかった。
雪の降る中での開催であったが，自主防災組織の方々の参加を得て，約 70 名の出席者が
あり，各講師と活発な質疑応答が行われた。

会場からの質問に答える講演者

みらいこくど新技術フェアへの参加
埼玉新都心で開催された「みらいこくど新技術フェア ʼ07」にブースを設置。このフェ
アは，
「みらいの暮らし」をテーマにした参加・体験型のイベントであり，建設技術が私た
ちの生活にどのように関わっているのかを楽しみながらわかりやすく伝えるために企画さ
れたものである。

センターで開発した技術を、埼玉大学発ベンチャー、さいたま Package-D を通して社会還
元することを説明する渡邉センター長。

埼玉県環境科学国際センターとの講演会の実施
平成 20 年 2 月 18 日、埼玉県環境科学国際センターの研究員（総勢 7 名）が地圏科学研
究センターを訪問され、うち 2 人から「埼玉県における自然由来の重金属」に関する内容
でご講演いただいた。演者は、地質地盤騒音グループ主任の八戸昭一博士（写真）、およ
び、水環境グループ主任の石山 高 博士。石山氏は、埼玉大学大学院理工学研究科の非常
勤准教授も兼務されている。ご講演内容は大変興味深いものであり、活発な質疑応答が交
わされた。今後の研究交流が期待される。

講演していただいた八戸昭一博士

第 IV 部

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活動・教育活動および社会的な活動は，まとめる
と次のようである。

研究活動
研究論文： 28 編
著著，資料，解説，講義等： 8 編
学術講演： 27 編
海外出張： 20 件

教育活動（学生指導）
大学院博士後期課程修了者： 4 名 (うち留学生
大学院博士前期課程修了者： 9 名 (うち留学生
卒業研究指導生： 15 名 (うち留学生 1 名)

社会活動 (委員等)
学協会関連： 39 件
省庁関連： 6 件
地方自治体関連： 5 件
その他： 4 件

2 名)
7 名)

2. 研究活動
a. 論文
論文タイトル
A Note on Spatial Variations in
Response Spectra of Earthquake
Ground Motions
Analysis of Scattered Waves on
Ground with Irregular Topography Using the Direct Boundary
Element Method and Neumann
Series Expansion
境界要素－摂動解法による起伏地
形の散乱波の波形の検討
Three-dimensional Seismic Damage Simulation of Wooden Houses
Using Rigid Body-Spring Method
結晶質岩における粘土プラグの閉
鎖性能に関わる原位置試験および
解析結果
改良土とジオグリッドを組み合わ
せた補強土壁の地震時挙動に関す
る研究

Mechanical properties of old loam
soil taken from old highway embankment
Seismic behavior of reinforced
soil wall combined with soil cement

Mechanical properties of old embankment soil

著者名

雑誌名等

発表年月

Kawakami, H.,
Mogi, H. and
Tingatinga, E.
Mogi H. and
Kawakami H.

ISET
Journal
of
Earthquake Technology, Vol.44, No.1
Bulletin of the Seismological
Society
of America, Vol.97,
No.4, pp. 1144-1157

2007

茂木秀則, 川上
英二

土 木 学 会 論 文 集 Ａ,
Vol. 63, No. 3, pp.
454-463

Kawakami, H.,
Tingatinga, E.
& Chang, H.Y.

Earthquake Resistant
Engineering
Structures VI, WIT Press,
Vol. 93, pp. 421-430
藤田朝雄、杉田 原子力バックエンド研
裕、升本一彦、 究, 第 14 巻 1 号
風間秀彦
井澤淳，斉藤知 地 盤 工 学 ジャー ナ ル,
哉 ，伊 藤 秀 行 ， Vol.2, No.2, pp. 73-86
上野誠，桑野二
郎
Ali, M.M.Y. & Proceedings of 9th
Kuwano, J.
International Summer
Symposium,
Yokohama, pp. 163-166
Izawa,
J., Proceedings of 2007
Saitoh,
T., Taiwan-Japan SymItoh, H., Ueno, posium on the AdM. & Kuwano, vancement of Urban
J.
Earthquake Hazard
Mitigation Technology, pp.33-40
Ali, M.M.Y. & Proceedings of the
Kuwano, J.
10th Australia New
Zealand Conference
on
Geomechanics,
Vol.1, pp.288-292

2007

2007

2007

2007.10

2007.7

2007.9

2007.10

2007.1

論文タイトル

著者名

雑誌名等

発表年月

Japanese experiences on seismic stability of geosyntheticreinforced soil retaining walls

Koseki, J. &
Kuwano, J.

2007.11

Eﬀects of curing time and
stress on mechanical properties
of cement-mixed sand

Kuwano, J. &
Tay, W.B.

The eﬀect of inclination of reinforcement on the horizontal
bearing capacity of the ground
reinforcing type foundation

Izawa,
J.,
Kusaka,
H.,
Ueno,
M.,
Nakatani, N.,
Sato, H. &
Kuwano, J.
Ito, H., Saito,
M., Ueno, M.,
Izawa, J. &
Kuwano, J.

Proceedings of the 3rd
Sino-Japan Geotechnical
Symposium,
pp.46-56
Proceedings of the 3rd
Sino-Japan Geotechnical
Symposium,
pp.303-308
Proceedings of the
5th
International
Symposium on Earth
Reinforcement
(ISKyushu), pp.603-608

Proceedings of the
5th
International
Symposium on Earth
Reinforcement
(ISKyushu), pp.661-666
井澤淳, 桑野二 ジオシンセティックス
郎
論 文 集, Vol.22, pp.
207-212
谷中保男、高橋 地下水学会誌, Vol.49,
章、星野吉昇、 No.1, pp. 3-16
鈴木朋和、西垣
誠、渡辺邦夫
Vol.48,
若松尚則、渡辺 応 用 地 質,
邦 夫 、高 瀬 博 No.1, pp. 2-14.
康、松井裕哉
Aﬀandi, A.K. Nature & Science,
& Watanabe, Vol. 5(2), pp.1-10.
K..
藤井幸泰、渡辺 応 用 地 質,
Vol.48,
邦夫、村上和哉 No.5, pp.258-264.

2007.11

Development of rational design
method for the geogrid reinforced soil wall combined with
soil cement and its application
壁面変位を用いた補強土擁壁の
地震時損傷度評価
湛水時のロックフィルダムの間
隟水圧挙動予測と水理的安定性
評価手法に関する研究
水理地質にかかわる地下環境影
Sup響評価への Evidential
port Logic の適用

Daily groundwater level ﬂuctuation forecasting using soft
computing technique
写真測量技術を用いた文化遺産
の三次元調査：アジナテパ仏教
遺跡（タジキスタン）における
修復・保全活動、
Use of back-propagation artiﬁcial networks for groundwater
level ﬂuctuation

Aﬀandi, A.K.,
Watanabe,
K.
&
Tirtomihardjo,
H.

Asian Journal of Water, Environment and
Pollution (accepted),
Vol.5, No.1

2007.11

2007.11

2007.11

2007.4

2007.4

2007.9

2007.12

2008.1

論文タイトル

著者名

雑誌名等

Runoﬀ analysis for a small watershed of Tono area Japan by
back propagation artiﬁcial neural network with seasonal data
Evaporation measurement for
the preservation of historical Buddhist MonasteryAjina
Tepa, Tajikistan
Laboratory test on the occurrence of ﬂuoride rich groundwater of the Tono area, Japan

Sohail,
A.,
Watanabe, K..
& Takeuchi, S.

Water
Resources
Management,Vol.22(1),
pp,1-22.
Ann.
Jour.
Hydraulic Engineering
(Accepted),
JSCE,
Vol.52
Ann.
Jour.
Hydraulic Engineering
(Accepted),
JSCE,
Vol.52
Ann.
Jour.
Hydraulic Engineering
(Accepted),
JSCE,
Vol.52
Catena

GA を用いた ESL の重み係数推
定

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

Eﬀects of dynamic friction on
sliding behavior of block in
DDA
Practical determination of mechanical design parameters of
intact rock considering scale effect
首都直下地震による液状化の発
生と被害

Causes of Showa Bridge Collapse in the 1964 Niigata
Earthquake Based on Eyewittness Testimony

Watanabe, K.,
Min M. M., Fujii Y. & Fodde
E.,
Abdelrahman,
M.A., Watanabe,
K. &
Takeuchi, S.
若松尚則、渡辺
邦夫

発表年月

2008.1

2008.3

2008.3

2008.3

Song,
W.,
Ogawa,
N.，
Oguchi，C. T.,
Hatta, T. &
Matsukura, Y.
P. H. Dong & ICADD8, pp.129-134.
Osada, M.

2007. 6

Yoshinaka,
R.,
Osada,
M., Park, H.,
Sasaki, T. &
Sasaki, K.
若松加寿江

2008.2

N.
Yoshida,
T. Tazoh, K.
Wakamatsu,
S. Yasuda, I.
Towhata,
H.
Nakazawa, &
H. Kiku

Engineering Geology,
Vol.96, pp.173-186.

地 学 雑 誌, Vol.116,
No.3/4, pp.480-489

Soils and Foundations, Vol.47, No.6,
pp.1075-1087

2007.8

2007.8
2007.12

b. 著書，資料，解説，講義等
タイトル
大地震による人命被害とライフラ
イン途絶

著者名

川上英二

木造建物に対する崩壊解析 耐震診
断法の開発

川上英二

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
(II)

風間秀彦，
岩下和義，
岩間正人，
五味信治，
中出 睦

「土遺跡文化財の劣化状況調査法」
に関する講義

小口千明

比表面積測定

小口千明，
高屋康彦，
八田珠郎

「土遺跡文化財の劣化状況調査法」
に関する講義

長田昌彦

第2章

岩盤の強度特性

長田昌彦

DDA の動的摩擦係数に関する研
究

長田昌彦

備考

第 7 回”彩の国”市民科
学オープンフォーラム
: 大地震から人命と社
会を守る、pp.13～22

社団法人 埼玉県経営
者協会会報 埼経協ニ
ュース 338 号

埼玉大学地域共同研究
センター紀要，第７号，
pp.97～100

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

第 127 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

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

設計用地盤定数の決め
方ー岩盤編ー，分担執
筆，pp.23～41

第 31 回不連続性岩盤解
析実用化研究会講演会
資料，pp.9～15

発表年月

2008.1

2007.4

2007.10

2007.6.3
～9

2008.2

2007.6.10
～16

2007.7

2007.9

c. 学術講演
タイトル
Seismic Retroﬁtting of Woodframed Buildings Using ThreeDimensional Rigid Body-Spring
Method

Identiﬁcation of Basement Rock
Beneath Kanto Plain by Normalized Input-output Minimization (NIOM) Method and Conventional Receiver Function Using Strong Motion Accelerograms
Basement Rock in Metro Manila,
Philippines Inferred Using Receiver Function Analyses of
Strong Motion Accelerograms
Earthquake Damage to Wooden
Houses in Japan

近接建物群が建築基礎の逸散減衰
効果に与える影響の解明

p ʼ一定平面における豊浦砂の降伏
特性に関する実験的考察
Mechanical properties of loam
soil in old highway embankment
Groundwater level estimation in
wide area

著者名

講演会名

発表年月

Kawakami, H.,
Tingatinga, E.
& Chang, H.Y.

First
International
Workshop on Performance, Protection
& Strengthening of
Structures
under
Extreme
Loading,
PROTECT2007
IUGG XXIV General
Assembly

2007.8

IUGG XXIV General
Assembly

2007.7

Rhommel, G.,
Mogi, H. &
Kawakami, H.

Rhommel, G.,
Mogi, H. &
Kawakami, H.
Kawakami, H.
& Tingatinga,
E.

International
Exchange Seminar on
Environmentally
Sustainable
Infrastructure Development
in Asia
坂田太郎、齊藤 土木学会第 62 回年次学
正人、川上英二 術講演会
大川広，桑野二 第 42 回 地 盤 工 学 研
郎 ，日 下 部 治 ， 究発表会発表講演集,
太田秀樹
pp.409-410
Ali, M.M.Y., 第 42 回 地 盤 工 学 研
Tannnai, M. & 究発表会発表講演集,
pp.1145-1146
Kuwano, J.
Ishiyama, K., 平成 19 年度土木学会年
Azhar, A. & 次講演会論文概要集
Watanabe, K.

2007.7

2007.10

2007.9
2007.7

2007.7

2007.9

タイトル

著者名

Eﬀects of rock properties on salt
weathering of Oya-tuﬀ building
stone

Oguchi, C. T.
& Yuasa, H.

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
モルタルの溶解機構に関する実験
的研究
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
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
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

A new method for strain measurement of rock with conductive
rubber
Deformation Behavior of Soft
Sedimentary Rocks in Response
to Drying Phase
Shear-ﬂow properties of pumice
tuﬀ including initial failure and
direct observation of shear deformation
Image analysis for evaluating the
deformational behavior of rock

Microtremor measurement for
rock-fall hazard assessment

日 本 の 地 盤 液 状 化 履 歴 (4162006)GIS デ ー タ ベ ー ス の 構
築

講演会名

Europearn
Geosciences Union, General Assembly 2007,
Vienna, Austria.
青木卓朗・高屋 日本地球惑星科学連合
康彦・小口千明 2007 年 合同大会
原子朋也・小口 日本地形学連合 2007
千明・高屋康彦 年秋季大会
松下智昭・新井 平成 19 年度土木学会年
謙太・長田昌彦・ 次講演会論文概要集
竹村貴人
熊谷聡之・長田 平成 19 年度土木学会年
昌彦・朴赫
次講演会論文概要集
安昶完・長田昌 平成 19 年度土木学会年
彦・高橋学
次講演会論文概要集
Mathushita, T. The 6th Asian re& Osada, M.
gional conference on
Geohazards in Engineering Geology, 106.
Aung
Ko The 6th Asian reKo
Soe
& gional conference on
Osada,M.
Geohazards in Engineering Geology. 107.
Park, H. & Os- The 6th Asian reada, M.
gional conference on
Geohazards in Engineering Geology. 108.
Ahn, C., Os- The 6th Asian reada,
M. & gional conference on
Takahashi, M.
Geohazards in Engineering Geology. 130.
Mogi, H., Os- The 6th Asian reada,
M. & gional conference on
Hashida, T.
Geohazards in Engineering Geology. 174176.
若松加寿江
第 42 回地盤工学研究発
表会平成 19 年度発表講
演集, pp.1961-1962

発表年月

2007. 4

2007. 5
2007.11
2007. 9

2007. 9
2007. 9
2007.10

2007.10

2007.10

2007.10

2007.10

2007.7

タイトル

著者名

Development of GIS Database
for Historic Liquefaction Sites in
Japan

2007 年新潟県中越沖地震後の KNET 柏崎（NIG018）の様子

青井真, 功刀卓,
中村洋光, 吉田
望, 若松加寿江,
藤原広行, 白坂
光行

九州の地形・地盤分類 250m メッ
シュマップの構築

若松加寿江，松
岡昌志

九州の地形・地盤分類 250m メッ
シュマップを利用した 2005 年福岡
県西方沖地震の地震動分布推定

松岡昌志，若松
加寿江

講演会名

発表年月

Proc., 4th International Conference on
Earthquake Geotechnical
Engineering,
Thessaloniki, Greece,
June 25-28, 2007,
Paper No.1300
日本地震学会 2007 年
秋季大会講演予稿集,
p.185

2007.6

日本地震工学会大会－
2007 梗概集，pp.102103

日本地震工学会大会－
2007 梗概集，pp.104105

2007.10

2007.11

2007.11

地形・地盤条件と過去の液状化履
歴からみた首都圏における液状化
危険地域

若松加寿江

首都直下地震および海 2007.11
溝型巨大地震と超高層
建築の地震防災対策，
日本建築学会関東支部
構造専門研究委員会，
pp.9-15

Testimony from eyewitnesses of
the Showa Bridge Collapse in
1964 Niigata earthquake

K. Wakamatsu,
T. Tazoh, N.
Yoshida,
H.
Nakazawa,
H. Kiku, S.
Yasuda, & I.
Towhata
N.
Yoshida,
T. Tazoh, K.
Wakamatsu,
S. Yasuda, I.
Towhata,
H.
Kiku, & H.
Nakazawa

Proc., International
Workshop on Earthquake Hazards and
Mitigations (EHAM2007),
Guwahati,
India, Dec., 7-8, pp.
280-287
Proc., International
Workshop on Earthquake Hazards and
Mitigations (EHAM2007),
Guwahati,
India, pp. 288-295

Cause of the Collapse of the
Showa Bridge in the 1964 Niigata
Earthquake

2007.12

2007.12

3. 社会活動
川上 英二

日本自然災害学会
土木学会地震工学委員会
埼玉県震災対策行動計画策定委員会
さいたま市環境影響評価技術審議会
Seventh International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures 2009
(Cyprus)- International Scientiﬁc Advisory
Committee

風間 秀彦

(社) 埼玉県設計コンサルタント技術研修協会
JICA 東ティモール大学工学支援プロジェクト
桑野 二郎
地盤工学会 ジオシンセティックス工学委員会
地盤工学会 地盤工学ジャーナル編集委員会
国際ジオシンセティックス学会日本支部
地盤工学会関東支部
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)」
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」
武蔵工業大学「学位論文審査委員会」
土木研究センター 盛土・地盤補強用ジオグリッ
ド「トレグリッド」建設技術審査証明委員会
The 5th International Symposium on Earth
Reinforcement, Steering and Scientiﬁc Committee
国際ジオシンセティックス学会日本支部「災
害復旧技術委員会」

評議員
委員
副委員長
委員
委員

期間

1999
1990
2007
2003
2007

～
～
～
～
～

期間

理事
委員

2000
2004

～
～

委員
委員
副支部長
評議委員
専門委員

2003
2005
2006
2006
2006

～
～
～
～
～

副委員長

2006

～

委員
委員長

2007
2007

～
～

2007
2007

委員

2007

～

2007

委員長

2007

～

期間

渡邉 邦夫

ユネスコ 世界遺産修復・保存国際専門家
日本原子力研究開発機構 湧水抑制対策検討
委員
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
日本原子力研究開発機構 水文地質：専門部
会
茨城県 地下水利用審査会
自然災害研究協議会
防衛省北関東防衛局総合評価アドバイザー
文化遺産国際協力コンソーシアム

長田 昌彦

日本応用地質学会 地下水問題研究小委員会
日本応用地質学会 研究企画委員会
日本応用地質学会
地盤工学会 岩盤工学委員会
不連続性岩盤解析実用化研究会
岩の力学連合会 電子ジャーナル編集委員会
独立行政法人産業技術総合研究所
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
埼玉県 環境アセスメント技術審議会
日本原子力研究開発機構 地下坑道施工技術
高度化開発委員会
長大斜面安定・対策検討委員会
日本応用地質学会 論文賞選考委員会

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～
日本地理学会 総務専門委員会
日本地理学会 災害対応委員会
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
埼玉県環境科学国際センター

期間

専門家
委員

1995
2005

～
～

委員

2005

～

委員

2005

～

2005
2003

～
～

2006

～

2007

～

委員
委員・関東
地区部会長
アドバイ
ザー
委員

期間

委員
委員
代議員
委員
幹事委員
委員
客員研究員
委員

2001
2002
2002
2003
2003
2005
2005
2006

～
～
～
～
～
～
～
～

委員
委員

2006
2007

～
～

委員長
委員

2007
2007

～
～

講師

2002

～

委員
委員
委員

2004
2005
2005

～
～
～

客員研究員

2006

～

期間

2007

若松 加寿江

地盤工学会 Asian Technical Committee on
Geotechnical Hazards
地盤工学会 Geotechnology for Natural Hazards 国内委員会
土木学会 地震工学委員会地震被害調査小委員
会
東京都地質調査業協会
日本地震工学会
損害保険料率算出機構 液状化被害予測に関
する研究委員会
地盤工学会 災害記録普及研究委員会
土木学会 地震工学委員会
日本地震工学会 事業企画委員会
国土交通省 土地状況変遷基礎調査に関する検
討委員会
国土交通省 土地状況変遷基礎調査のための
調査図検討部会
地盤工学会 新潟県中越沖地震災害調査委員会

期間

委員

1994

～

委員

1995

～

幹事委員

1998

～

理事
理事
委員

2002
2006
2006

～
～
～

委員
委員
委員長
委員

2007
2007
2007
2007

～
～
～
～

部会長

2007

～

委員

2007

～

4. 海外活動
氏名

行き先

桑野二郎

カナダ

小口千明

オーストリア

小口千明

フランス

桑野二郎

渡邉邦夫
小口千明

長田昌彦

川上英二
若松 加寿江

川上英二

長田昌彦

渡邉邦夫

フィリピン

活動内容

日本学術振興会拠点大学交流事業
Safety and Stability of Infrastructure against Environmental Impacts 研究打ち合わせ

Manitoba 大学学位論文学外審査
員
Europearn Geosciences Union,
General Assembly 2007 （ヨーロ
ッパ地球科学会議 2007 年大会）で
の研究発表
フランスの教会建築物の風化調査

期間
2007.3.20
～
2007.3.22

2007.4
2007.4.16
～
2007.4.20

2007.4.21
～
2007.4.27
タジキスタン
アジナテパ遺跡修復研究
2007.5.10
～2007.6.1
中国
「土遺跡文化財の劣化状況調査法」 2007.6.3～
に関する講義. 日中共同によるシ 2007.6.9
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
中国
「土遺跡文化財の劣化状況調査法」 2007.6.10
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 2007.6.16
技術人員の育成プログラム
イタリア
第６回耐震構造工学国際会議にお 2007.6.9～
いて招待講演
2007.6.20
ギリシャ
4th International Conference on 2007.6.25
Earthquake Geotechnical Engi- ～
neering (第 4 回地震地盤工学に関 2007.6.28
する国際会議) への参加・発表
カナダ、アメリ 「極限荷重下の構造物の挙動、保 2007.8.13
カ合衆国
護、補強に関する第１回国際ワー ～
クショップ」において研究発表、セ 2007.8.26
ッション座長
中国
ICADD8 への参加・発表
2007.8.16
～
2007.8.19
タジキスタン
アジナテパ遺跡修復研究
2007.8.21
～2007.9.1

氏名

行き先

活動内容

風間秀彦

東ティモール

長田昌彦

韓国

桑野二郎

中国

渡邉邦夫

タジキスタン

アジナテパ遺跡修復研究

桑野二郎

フィリピン

若松 加寿江

インド

日本学術振興会拠点大学交流事業
Safety and Stability of Infrastructure against Environmental Impacts 研究打ち合わせ

風間秀彦

タイ

風間秀彦

タイ

期間

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教官
の指導

2007.9.9～
2007.10.7

The 6th Asian regional conference on Geohazards in Engineering Geology への参加・発表
3rd Sino-Japan Geotechnical
Symposium 座長・発表

2007.10.15
～
2007.10.20
2007.11.3
～
2007.11.10
2007.11.6
～
2007.11.17
2007.12.3
～
2007.12.5

International
Workshop
on
Earthquake Hazards and Mitigations （地震災害と減災に関する
国際ワークショップ) への参加・
発表
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
「環境社会基盤国際連携大学院プ
ログラム」におけるタマサート大
学との学生交流と大学院連携の検
討

2007.12.7
～
2007.12.8

2008.1.13
～
2008.1.17
2008.1.27
～2008.2.3

5. 学生指導実績
博士後期課程
氏名

論文タイトル

若松尚則

水理地質に関わる意思決定ツールとしての階
層分析手法の開発

Azhar K. Affandi
Min Maung
Maung

Estimation of groundwater ﬂuctuation using
soft computing technique
Development of evaporation measurement
techniques and its application to the analysis of unsaturated ﬂow
高レベル放射性廃棄物地層処分における粘土
プラグの閉鎖性能に関する研究

藤田朝雄

博士前期課程（修士課程）
氏名

Lourenco
Soares
Assad Nimer
Fahid
Myo Thant
M.
M.
Younus Ali
Dejidmaa
Damdingdorj

新井

謙太

村上

和哉

Phan
Dong

Huy

Thanda Thatoe Nwe Win

論文タイトル
Actual conditions and characteristics of
slope failure in East Timor by multivariate
statistical analysis
Developing a new analytical nodel for predicting pore pressure changes in deep fractured rock
Study on the hydro mechanical propertites
of bentonite for waste disposal
Eﬀects of time on the mechanical properties
of old embankment soil
The GIS Database for the Environmental Management in Tavantolgoi Coal Mine:
Coal Characterization and the predicted environmental inﬂuence due to mining.
掘削影響領域における堆積軟岩の浸透特性評
価のための基礎的研究
割れ目からの幾何学的情報の取得とその評価
に関する基礎研究
Reevaluation of controlling parameters in
DDA and its application to rock slope stability analysis
Experimental investigation into deformation
behavior of Shirahama Sandstone in moisture transfer process under no applied load

指導教員

渡邉邦夫
渡邉邦夫
渡邉邦夫

風間秀彦

指導教員

備考

2008 年 3 月
学位取得
2008 年 3 月
学位取得
2008 年 3 月
学位取得
2008 年 3 月
学位取得

備考

風間秀彦

平成 19 年
9 月修了

渡邉邦夫

平成 20 年
3 月修了

風間秀彦

平成 20 年
3 月修了

桑野二郎
小口千明

長田昌彦
長田昌彦
長田昌彦

長田昌彦

平成 20 年
3 月修了
平成 20 年
3 月修了

平成 20 年
3 月修了
平成 20 年
3 月修了
平成 20 年
3 月修了
平成 20 年
3 月修了

学部生
氏名

島津 絵里
園田 悠
内藤 晃弘
野々村 恭兵
竹内 康就
北城 昌樹
椎名 彰子
斎藤 恭平

論文タイトル

RC 造建築物の耐震診断プログラムの適用に
関する研究
木造建物の耐震診断プログラムの実用性向上
に関する研究
剛体バネモデル解析のための入力データの作
成に関する研究
RC 造建築物の耐震診断プログラムに関する
研究
砕石混入に伴う SS ケーソンの摩擦抵抗に関
する実験的研究
千葉県下の土砂災害警戒避難基準雨量の検討

指導教員

川上英二
川上英二
川上英二
川上英二
風間秀彦
風間秀彦

籾殻粉や藁を用いた浚渫スラリーの改良と養
生の効果

桑野二郎

ジオグリッドの引抜き特性に及ぼす除荷・再
載荷の影響

桑野二郎

長期間経過後のローム質盛土材の圧縮特性

桑野二郎

宮木 洋幸

ファジー理論による地下水変動解析の研究

渡邉邦夫

乳根 達矢

遺伝的アルゴリズムを用いた、花崗岩中の地
下水質の評価に関する研究

渡邉邦夫

史跡吉見百穴の温湿度環境に伴う塩類析出と
壁面破壊に関する研究

小口千明

富樫 ゆり香

張 寒冰
大西 亮平
中山 丈士
宮崎 裕一

写真測量による構造物の変形評価に関する研
究

渡邉邦夫

海水によるモルタルの変質に関する研究

小口千明

白浜砂岩の破壊強度における中間主応力の影
響に関する実験的考察

長田昌彦

備考

平成 20 年
3 月卒業

平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業

平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業

平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業
平成 20 年
3 月卒業

第V部

プロジェクト研究 7 年間の成果概要と
今後の発展

1. 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、
客員教員については教員プロフィールを参照)。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 (協力教員リスト参照)。
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。

2. 地圏科学研究センターのプロジェクト研究 7 年間の成果概要
埼玉大学地圏科学研究センターは平成 13 年度のセンター設立以来、4 つのプロジェクト
研究を立ち上げ、7 年計画で研究・技術開発活動を進めてきた。
プロジェクト研究 ： 自然災害、特に地震災害に強い都市構築技術の研究
プロジェクト研究 ： 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
プロジェクト研究 ： 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
プロジェクト研究 ： ナチュラル・アナログ手法や遺跡修復を通した長期安定型都市基盤
構築技術の研究
それらは、平成 19 年度で 7 年寒の計画期間の終了となる。それらの研究成果の取りまと
めは、現在編集中のパンフレット、
「埼玉大学地圏科学研究センターの研究と技術開発」で
も行われているが、本年報の中でも概略的に全体像を明らかにしておきたい。

地圏科学研究センターの設立目的とプロジェクト研究の内容
地圏科学研究センターの最大の目的は「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、センターには２つの研究
分野が置かれている。１つは地圏（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。センター設立時のこの研究分野
の名称は地震防災科学研究分野であったが、
「地震災害ばかりでなく、降雨に伴う斜面災害
や地盤沈下などの研究も埼玉という地域性を考えた時重要である」、との研究推進・評価委
員会の指摘を受け、ここでは名称を地圏（地震）防災科学研究分野と記している。
この分野では、7 年間を通してみた時「都市の耐震性技術研究」と「自然災害研究及び
社会啓蒙」の活動を主に行ってきた。このうち、前者の研究をプロジェクト研究 I と位置
「自然災害、特に地震災害に強い都市構築技術の研
づけている。プロジェクト I の名称は、
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診断システム開発も重
要な研究課題となってきており、実用的なシステム開発を行なった。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る。これはセンターの業
務となっているものである事から、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、現在は対
象を放射性廃棄物処分に限定しておらず、放射性廃棄物処分の分野で開発された技術の一
般廃棄物処分への適用も大きな研究課題であった。
プロジェクト研究 IV の名称は、「ナチュラル・アナログ手法や遺跡修復を通した長期安
定型都市基盤構築技術の研究」である。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。

プロジェクト研究の成果
研究あるいは技術開発は一般的に言って、いろんな段階がある。それらは、

1. 研究や技術開発が進んでほぼ実用に達し、今後は実際問題への適用性を一層高めてゆ
く事が重要となる段階（実用段階）
2. 社会ニーズが高いテーマで、将来の実用的な技術開発に向け基礎的な研究を着実に進
める段階（基礎研究段階）
3. 将来的に社会ニーズが大きくなると考えられる研究を進める段階（萌芽研究段階）
である。1 つのプロジェクト研究の中には多くの個別テーマがあり、各個別テーマによっ
て様々な段階の研究が存在し、それが全体として研究をダイナミックに進行させて行くし、
次のプロジェクト研究を生み出す原動力になると考える。つまり、各段階にある種々の個
別研究テーマは相互に有機的に結合しており、それらを総合的に見て行く事が肝要である。
しかしながら、個別の研究テーマの成果を定量的・客観的に評価する場合には、上記 3
つの到達段階に分けて説明した方が分かり易い。その点を考慮し、各プロジェクト研究成
果についても上記の段階に分けて報告する。

下図は、各プロジェクト研究の中の個別研究テーマを各到達段階に分けて統一的に示し
たものである。図に示すように、地圏科学研究センター設立以来７年間で、社会ニーズに
応えて研究を進め、いくつかの実用段階の技術に結びつけた。
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センター研究の到達段階
以下、各々のプロジェクト研究の７年間の成果の概要を研究テーマ別に報告する。

プロジェクト研究 I
実用段階に到達した研究：木造建築物の耐震性評価システム
阪神大震災の被害を見てもわかるように、地震に対する国民生活の安全確保のために必
要な最大の課題は、木造家屋などの建物の耐震性を向上させることである。本研究では、近
年の計算機の機能の向上を、建物の地震応答崩壊解析に活用し、建物の弱点を発見し、効
率的な補強を行うためのプログラムシステムを開発し、その信頼性、汎用性、実用性を向
上させることを目的としている。
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な
どの地震動を、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
るかを可視化した。
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。
また、以上の研究論文の発表と並行して、本研究では研究成果の実用化を目指している
ため、大学のホームページ（http://www.saitama-u.ac.jp/kawakami/）で研究成果を公開
している。本ホームページでは、阪神大震災の地震動などを、幾つかの建物に対して与え
た場合の応答を動画で示している。建物がどのように安全であるか、または崩壊するかを
見ることができる。
本ホームページは、ＮＨＫ「ゆうどきネットワーク」
（2006 年 11 月 10 日）、テレビ朝日
「J チャンネル：Ｊのこだわり」（2006 年 1 月 27 日および 3 月 16 日）、毎日新聞社「サン
デー毎日」（2006 年 1 月 29 日）、「日刊 建設産業新聞」（2006 年 3 月 7 日）などの一般向
けの番組・記事でも紹介された。また、本ホームページは、YAHOO の登録サイトにも採
用（カテゴリ名：地震学＞地震対策）されたため、訪問者数も多く、本耐震診断法は、実
用化に向けて着実に進みつつある。

基礎研究：地震外力の評価の高精度化に関する研究
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）反射理論に基づき、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り、地表面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。また、近年の構造物の巨大化・長大化に伴い、一地点での地震
動を明らかにするだけでは不十分であり、時空間関数として地震動を把握する必要がある。
本研究は、これらの点に関する研究である。

基礎研究：地盤の液状化に関する研究
砂地盤の液状化は、地震時の地盤災害の大きな原因の一つである。液状化が比較的起き
にくいと考えられていた細粒分を含む砂の液状化特性について調べるとともに、液状化し
て流動する地盤が杭基礎などの構造物に及ぼす作用を遠心模型実験などを通して調べ、土
構造物や基礎構造物などの耐震性の高度化へ通ずる基礎研究を行った。

基礎研究：地盤補強に関する研究
地震などにおける地盤防災を目的として、斜面補強法についての研究を行った。補強土
壁構造物の地震時挙動と耐震性などを、遠心模型実験などを通して調べ、土構造物や基礎
構造物などの耐震性の高度化、災害への緊急対応や復旧のための検討を行った。さらに、
自然斜面の補強工法としてのマイクロパイル工法やトンネル切羽の安定性についても基礎

的な研究を行った。

プロジェクト研究 II
実用段階に到達した研究：地圏環境のモニタリング管理技術
内容：従来、地圏環境におけるモニタリングの研究では地下水位や地下水質などのデータ
を取得する事に主眼点が置かれ、そのデータの変動の意味を解釈し環境管理に役立てる方
向の技術開発が少なかった。しかしながら、データの変動の意味を解釈し、的確な対策を立
案する事は、専門家でも難しいことが実状である。そのため、専門家でなくとも観測デー
タの意味が読み取れ、対策を提案できる事を目標に技術開発を行なってきた。その結果、
地下水流れの解析とニューラルネットや遺伝的アルゴリズムを組み合わせた所謂、Hybrid
モデルを基礎とした新技術を開発し、多摩川の橋梁工事に伴う地下水変動、北海道、幌延
や岐阜県、瑞浪の立て坑建設に伴う地下水変動、ダム建設の管理などの実際の問題に適用
し、その実用性を検証した。実際の問題に適用した結果、

• 工事に伴って生じた 20 － 30cm 程度の地下水変動を把握でき、その原因が、排水路
工事による事を明らかにした。
• 立て坑建設による地下水変動を高精度で予測し、工事管理ができる事を明らかにした。
• ダム湛水に伴う間隟水圧変動を高精度で予測できた。
などの成果を挙げた。

基礎研究：ベントナイト及びベントナイト混合土による地中の危険物隔離性能の研究
現在、放射性廃棄物などの危険物を地中に埋設する事が計画され、その安全性の研究が
強く求められている。本研究は、危険物をベントナイト及びベントナイト混合土で覆い、
危険物の漏洩を防ぐ技術の開発を目的として、それらの隔離性能を基礎的に研究したもの
である。

基礎研究：地下深部の地下水流れの調査・解析に関する研究
岩盤や蒸発に伴う地下水流れの調査解析の研究は、センターで長年続けてきた研究であ
る。最近の研究の特徴としては、

1. 岩盤浸透流に関わる水理定数などの調査と地下水流れの解析の研究
2. 蒸発に伴う地下水分移動と、不飽和水理定数同定の研究
3. 浅部及び深部地下水の水質形成メカニズムに関する研究
などがある。いづれのテーマにおいても基礎的研究を進展させ、着実に成果を挙げた。

基礎研究：岩石・岩盤中の水の移動に関する基礎研究
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。この領域における水の移動が放射性廃棄物の地層処分場としての性能評価に大き
な影響を与える。そこで，本研究では，掘削影響領域に形成される割れ目を通した水の流
れに関する実験的検討と，割れ目を成長させうる乾燥過程の力学的な影響について検討を
行い、成果を挙げた。

基礎研究：岩盤の強度・変形特性と自然防災に関する研究
岩盤の変形・強度特性は，割れ目の挙動に大きく支配されている。その影響を一般的に
評価するための手法，特に対象とする岩盤の寸法による強度特性への効果の影響などを調
べた。またこれらの影響を取り込んだ数値解析手法や，実岩盤における安定性評価手法な
どの開発を行った。

萌芽研究：地圏環境の長期予測に関する研究
廃棄物処分場付近の環境の長期的な安全性を考えると、氷河期等の到来による海水面変
動や地球温暖化などによる気象条件の変動を考慮する事が必要となる。これについて、風
化や地形変化などの自然現象の解明を基に長期予測を行う研究を行なっている。また、そ
れらの変化により、地下水の流れなどが変化する現象を研究している。

萌芽研究：廃棄物処分における合意形成に関する研究
廃棄物処分場建設などでは、受け入れ先の住民の理解を得る事が不可欠である。理解を
得るためには、例えば専門家で無い住民に、処分に関係する技術の体系を分かり易く説明
する事も必要である。このテーマでは、ESL(Evidential Support Logic) などの適用性を研
究し、学術誌論文として発表している。

プロジェクト研究 III
プロジェクト研究 は、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が大
きく他のプロジェクト研究とは質が違う点もある。

実用段階に達した研究：国際遠隔講義システムの高度化
国際的に高等工学教育を支援する方法の 1 つにインターネットを利用した遠隔講義があ
る。遠隔講義を行なうにあたっては情報基盤の整備などの技術的な問題がある。技術的問
題としては、実際に質疑応答の方法、学生の理解度の評価など講義実行上の問題がある。。
しかし、それ以上に難しいのは、相手側大学とのスケジュールや講義内容の合意、単位認
定制度の整備など教育体制・人的交流を含めたシステムに関わる問題である。このような
問題は実験を重ねて乗り越えられるべきである。地圏科学研究センターでは、とくにタイ

国タマサート大学工学部を対象として、実際に遠隔講義を積極的に行い、システム上のノ
ウハウを蓄積し、その高度化を追及してきた。その結果、国際遠隔講義が実用的であり、埼
玉大学の国際性の向上に大きく貢献する事を明確に示した。

実用段階に達した研究：東ティモール大学支援
これは、研究とは異なる内容である。地圏科学研究センターでは、理工学研究科建設工
学専攻と密接な関係を持って、東ティモール大学工学部土木工学科の教育能力向上支援を
JICA プロジェクトの一環として行なってきた。その結果、いわゆる開発途上国の高等工学
教育支援のノウハウを蓄積してきた。これは今後の国際支援の実を上げることに繋がるも
のと考えている。

基礎研究：タイ国タマサート大学、フィリッピン大学、ネパール、トリブバン大学等との
地圏科学に関する共同研究
地圏科学研究センターは、東南アジアの大学、とくにタイ国タマサート大学、フィリッ
ピン大学、ネパール、トリブバン大学の教官と共同研究を行い、成果を学術誌や学術会議
などで発表してきた。その内容は下記である。

1. タマサート大学教員との共同研究
• 蒸散量の測定と、植生が地中水分分布に与える影響の解析
• バンコク平野の地盤物性の研究
• バンコク平野の地下水解析に関する研究
2. フィリッピン大学教員との共同研究
• 軟弱地盤上盛り土の補強に関する研究
3. ネパール、トリブバン大学教員との共同研究
• 廃棄物処分場の地下水質の研究
このような共同研究を通じて、アジア地域の地圏環境保全技術の開発を着実に行なってきた。

プロジェクト研究 IV
実用段階に達した研究：乾燥地遺跡の土構造遺跡修復システム
地圏科学研究センターは、イラン文化観光庁、遺跡遺物修復センター（RCCCR）と学
術交流協定を結び、また、ペルー、イラン、中央アジア等の乾燥地域の遺跡修復に関する
ユネスコプロジェクトに専門家として参加し、主に土構造物遺跡の修復について研究して
きた。この中で、
「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」に延べ５回、専任教員を講師として派遣した。平成 17 年から、センター専任教員
をユネスコのタジキスタン、アジナテパ遺跡修復の国際専門家リーダーとして派遣し、今

までの研究成果の集大成を、実際の修復として集大成した。この中で、遺跡の記載と崩壊
モニタリングのための写真測量技術、塩害評価のための蒸発散測定技術、土材料による遺
跡被覆の長期安定性実験、修復計画立案、施工管理、また、理工学研究科教員と共同での
遺跡景観設計など多岐にわたる活動をシステム的に行った。アジナテパ遺跡の修復は来年
度まで続くが、これにより、修復技術はもとより修復に関係する諸技術のノウハウを体系
的に得る事ができた。また、それら成果を学術誌などに発表した。

基礎研究：遺跡と建設材料の長期風化に関する研究
建設物は長期間に渡って少しづつ風化劣化してゆく。そのメカニズムを、遺跡の土や石
材材料を使って、鉱物学的、化学的、力学的など多面から研究している。また、現代の一
般的建築材料であるコンクリートの長期劣化を調べている。これらを総合して、耐環境性
に優れた、長期安定的な建設材料を開発する。

萌芽研究：遺跡修復と耐環境素材の開発
遺跡修復は、基本的に現地で入手できる材料を用いて伝統的な技術を使って行なわれる。
しかし、実際に何処から自然材料を入手し、どの程度の割合で植物片などを加えれば長期
安定性を高めうるかが問題である。この解決には、降雨の浸透や塩分析出による崩壊メカ
ニズムを最先端の科学的分析技術や現場実験を積み重ねて研究する必要があり、現在進め
ている。

萌芽研究：岩石風化論の新しい展望に関わる研究
岩石の風化研究は、地形学、岩盤工学、土質工学、地球化学、鉱物学、岩石学等をバッ
クグラウンドに持つ学際的な研究分野であり、これらの研究分野が相互に協力しあい、研
究が発展し得る研究課題である。最近では、微生物の影響や、粘土鉱物の生成過程に有機無機反応現象を取り入れた研究が、国際的にも進展しつつある状況であり、下記の研究は、
それらに匹敵する成果を挙げたものである。既存研究では、生きている状態を保持したま
ま微生物を利用した実験を行うことが不可能であったが、実験を工夫することによりそれ
を克服し、微生物により最も影響を受けやすい鉱物の種類を特定し、その影響を定量化し
た。この研究成果の応用例としては、高レベル放射性廃棄物処分地の立て抗掘削後の抗壁
における微生物風化の機構解明にも役立つものと考える。また従来、熱帯半乾燥地域にお
ける低肥沃土性土壌の一因とされているカオリナイトが、その結晶構造の層間に有機物を
保持する（インターカレーション）能力を持つことを証明したものである。本研究はまた、
半乾燥地域における農耕手法の是非と、従来、常識的かつ一律に行われていた粘土鉱物の
水簸による分離法の是非にも言及しており、農業技術開発を視野に入れた将来展望が期待
される。

3. 20 年度以降のプロジェクト研究について
前述したように、今までのプロジェクト研究は平成 19 年度で研究期間を終え、社会が強
く求める「快適で安全安心な」未来型社会基盤の整備に向けて新技術を開発した他、多く
の基礎研究や萌芽研究を推進しそれぞれに大きな成果を得た。しかしながら、未来型の社
会基盤の構築と言うセンターの大目標に照らし考えると、都市の防災力の向上や長期的な
地圏環境の保全のため今後一層の研究・技術開発努力が必要な課題が多く浮かび上がって
きた。そのため、地圏科学センターとして今までの成果を踏まえて新たなプロジェクト研
究を設定し、さらに研究・技術開発を積極的に推進することが必要と考える。
新たなプロジェクト研究の設定のために、基本となる目標が必要である。その目標とし
て、次の２点を考えている。

• 自然災害に強くまた良好な地圏環境の上に構築された、長期安定的な所謂「千年都
市」形成のための研究・技術開発
• 誰にでも理解できその効果がわかる「住民目線」の技術開発と社会啓蒙
前者は、長時間あるいは突発的な変動に耐える技術の開発であり、後者は、住民の不安を
1 つでも軽減してゆく技術の開発を基本姿勢とする事である。
今までのプロジェクトにおいても、遺跡修復や建築材料の長期変化の研究は前者であっ
たし、木造家屋の耐震性診断システムの研究などは後者であった。それらの方向をさらに
明確にし、よりダイナミックに研究を進めて行く事が、次期のプロジェクト研究では一層
必要と考える。
次期プロジェクト研究の研究期間は 5 年とし、テーマとしては下記を考えている。
地圏防災科学研究分野
プロジェクト研究 I 都市地震防災のための技術の改良と実用化
プロジェクト研究 II 地盤・土構造物の災害対策と長期安定化に関する研究
地圏環境科学研究分野
プロジェクト研究 III 地圏現象の総合評価・解析方法の研究
プロジェクト研究 IV 長期的な地圏環境と建設材料変化の研究
これらの各プロジェクト研究の内容は概ね下記のように設定される。

I 地震外力の評価、構造物の耐震性評価、都市システムの被害想定のための手法を改良
すると共に、実用的な都市耐震対策方法を開発する。
II 土構造物の実際の長期変化踏まえ、地震や大降雨などの自然災害に強い補強工法を開
発する。
III 岩や土などの地圏材料の物理的・化学的性質を踏まえ、その中で起こる変形・破壊透
水・化学変化などの現象を総合的に把握する。当面、浸透流と岩盤変形を総合的に評
価するシステムを開発する。この研究の中で、例えば廃棄物処分では長期的な安全性
評価が必要な事から、地圏環境の長期変化予測手法も併せて研究する。

IV 遺跡修復等に関する合理的技術を開発すると共に、実際の環境下で生じた建設材料の
長期変化を把握し、現在起こっている建設材料の変化と合わせて耐環境性の高い建設
材料や工法を開発する。
もちろん、これら内容はまだ漠然としている。今後、研究推進評価委員会の御意見を頂き
ながら、到達目標を設定するなど、より具体性を高めてゆく事が不可欠と考えている。そ
のため、当面、平成 19 年度の研究推進・評価委員会において忌憚の無い意見を頂ければ幸
いと考えている。
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教員プロフィール
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.

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
准教授 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
准教授 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
客員教授 若松 加寿江（わかまつ かずえ）
専

門分野 地盤工学・地震防災工学

最終学歴 早稲田大学理工学研究科修士課程建設工学専攻修了
学位取得 博士（工学）早稲田大学，1993年12月
博士論文タイトル「わが国における地盤の液状化履歴と微地形に
基づく液状化危険度に関する研究」

主な論文
・N. Yoshida, T. Tazoh, K. Wakamatsu, S. Yasuda, I. Towhata, H. Nakazawa, and H. Kiku: Causes of
Showa Bridge Collapse in the 1964 Niigata Earthquake Based on Eyewittness Testimony, Soils
and Foundations, Vol.47, No.6, pp.1075-1087, 2007.
・若松加寿江：首都直下地震による液状化の発生と被害，地学雑誌, Vol.116, No.3/4, pp.480-489, 東京
地学協会, 2007.
・ K. Wakamatsu and M. Matsuoka: Development of the 7.5-Arc-Second Engineering
Geomorphologic Classification Database and its Application to Seismic Microzoning, Bulletin of
Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Vol.81, pp.317-324, 2006.
・若松加寿江，吉田 望，規矩大義：2004 年新潟県中越地震による液状化現象と液状化発生地点の地形・
地盤特性，土木学会論文集 C, Vol.62, No.2, pp.263-276, 2006.
・若松加寿江, 松岡昌志, 久保純子, 長谷川浩一, 杉浦正美：日本全国地形・地盤分類メッシュマップの
構築，土木学会論文集, No.759/I-67, pp. 213-232, 2004.
主な著書
・若松加寿江, 久保純子, 松岡昌志, 長谷川浩一, 杉浦正美：日本の地盤・地形デジタルマップ CD-ROM
付，東京大学出版会, 2005, 11.
・国際地盤工学会 TC-4 編：Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards (Revised Version)
(分担執筆), 地盤工学会, 1999. 7.
・若松加寿江：日本の地盤液状化履歴図, 東海大学出版会, 1991. 12.

地圏科学研究センター協力教員リスト

山辺 正 准教授 (理工学研究科、建設工学科)
生年: 1954 年

工学博士

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 准教授 (理工学研究科、建設工学科)
1960 年
生年:
専門:

工学博士

動土質力学、粒状体の数値実験、耐震工学

井口 欣也 准教授 (教養学部、文化人類学) 文学修士
1964 年
生年:
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)
生年:
1965 年
専門:

地震工学、地盤振動

谷山 尚 助教 (理工学研究科、建設工学科)
生年:
1965 年
専門:

博士 (工学)

博士 (工学)

地震工学

斎藤 正人 准教授 (理工学研究科、建設工学科)
1971 年
生年:
専門:

耐震工学、地震工学

博士 (工学)

研究推進・評価委員会委員名簿
会務

氏名

委員

青木 繁夫

委員

伊藤 洋

委員

落合 淳

委員

片山 恒雄

委員

鴨志田 公男

委員

酒井 俊朗

委員

塩野谷 寛行

委員

武田 精悦

委員

坪谷 隆夫

委員

山田 正晴

任期 H19.10.1～H21.9.30 2007.9 現在
所属機関・役職

サイバー大学世界遺産学部
教授

(財) 電力中央研究所 地球工学研究所
研究参事
NHK 制作局 科学環境番組部
チーフプロデューサー
東京電機大学 工学部・未来科学部
教授
毎日新聞社 科学環境部
副部長
東京電力（株）原子力設備管理部
土木グループマネージャー
りそな総合研究所 (株) 埼玉本社
執行役員 埼玉営業部長
(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
(財) 原子力環境整備促進・資金管理センター
技術統括参事
埼玉県 環境部水環境課
課長
以上 10 名
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