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地圏科学研究センターでは平成 13 年 4 月の設立以来，第 I 期 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．また，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，自然災害に関する資料収
集とその解析に基づいて，社会の防災意識向上のための啓蒙活動を積極的に進めました．さらに，
地圏科学に関する国際共同研究を，ユネスコ，タマサート大学工学部，イラン遺跡遺物修復セン
ター，スイスのモンテリ地下研究所などと進めてきました．併せて，東ティモール大学などの教
育・研究体制構築の支援を JICA と共に推進してきました．
平成 20 年度はセンター活動の第 II 期がスタートする最初の年度であります．第 II 期の期間と
しては，平成 22 年度から始まる埼玉大学の次期中期計画期間 (6 年間) を念頭に入れ，その計画期
間の前半が終了するまでの 5 年間と考えております．この期間の目標としては，センターが第 I 期
で行ってきた活動の成果を踏まえ，まず地圏科学の国内的な研究拠点になり，さらに国際的拠点
になるべく研究活動を推進することであります．この目標達成は，現代社会の強い要求すなわち，
大きな国際的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，などを具体的に追求する所から可能になるものと考えております．そのためには，国
際的な研究動向を把握する不断の努力とともに，広く社会の意見を聞き，社会ニーズを先取りし
つつ研究活動を進める必要があると考えております．この事を考え，第 II 期最初となる平成 20 年
度の年報では，各教員の研究テーマと成果を内容の相互関係から 4 つの技術シーズ群にまとめな
がらも並列に社会に提示する編集としました．それらの技術シーズ群を，第 I 期と同様にプロジェ
クト研究 I,II,III,IV という名を付けていますが，かなり異なる内容となっております．
研究の推進に加えて，地圏科学研究センターには定常的に行わねばならない業務があります．そ
れらの主なものは，1) 自然災害科学関東地区資料センターの活動，2) 社会貢献・社会啓蒙に関す
る活動，3) 発展途上国の教育・研究活動の支援活動，4) 学生・大学院生教育であります．平成 20
年度もこれらの活動も積極的に行いました．その活動実績も本年報に記しております．
これらの活動については，第 I 期同様，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・評価委員会の御評価と御提言を頂きながら進めて参ります．
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表紙写真の説明

平成 20 年 6 月 14 日，岩手・宮城内陸地震（マグニチュード 7.2，震度 6 強）により甚大
な被害が発生した．地震による地盤災害を軽減するには，地震動というアクションに対し
て地盤がどのようにふるまうかを把握し，そのメカニズムを解明することが重要である．
表紙写真は，この地震で大規模な地すべりが起きた荒砥沢ダム上流部を桑野二郎教員と橘
伸也教員が調査している様子である．
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第I部

地圏科学研究センターの活動概要

概要
本年度は，埼玉大学地圏科学研究センターのメンバー構成が若干変わった．まずセンター発足
当時から地圏防災分野で活躍された風間秀彦教授が，平成 20 年 3 月をもって定年退職された．な
お風間教授には，引き続き客員教授として国際活動を中心にご助力いただいている．次に，平成
20 年 4 月には，待望の若手である橘伸也助教が新規に採用された．詳しくは，
「着任のご挨拶」を
ご覧ください．

第 I 部では，埼玉大学地圏科学研究センターの活動概要を

• 平成 20 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．
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着任のご挨拶

2008 年 4 月 1 日付けで地圏科学研究センター・地圏防災科学研究分野に助教として着任いたし
ました．私はこれまで，主に数値解析を通じて，地盤材料の力学挙動の予測に関する研究をおこ
なってまいりました．博士課程在籍中には，特に，地盤材料の変形の局所化を表現するための数理
モデルの構築やそれらを解くための数値解析手法に関する研究を進めてまいりました．また，以
前の勤務先であった神戸大学においては，不飽和状態にある地盤材料や岩石材料，ベントナイト
混合土などを対象とし，それらのモデル化に取り組んでまいりました．今後は，これまでの知見
を活かしていくと共に，社会ニーズを意識しながら，新たな気持ちで研究教育活動に取組んでい
きたいと思います．今後，地圏科学研究センターにおいて，以下の研究を進めていきたいと考え
ております．
1) 主応力軸の回転に伴う地盤材料の変形に関する研究
道路における交通荷重や地震時のユレに伴う荷重に限らず，地盤はさまざまな局面で主応
力軸が回転するような外的作用を受けています．断層のような局所変形の近傍でもこのよう
な応力状態にあります．したがって，主応力軸の回転に伴う変形を把握することは，地盤の
変形をより精緻に表現するということにとどまらず，地盤構造物自体の耐荷力・強度を評価
できることに結実します．地圏科学研究センターに着任以来，地盤材料にさまざまな応力を
載荷できる中空円筒ねじり試験器の開発をおこなってまいりました．これを用いた実験的研
究とこれまでおこなってきた理論的研究を併せて，地盤防災に役立つ知見を得たいと思って
います．

2) ベントナイトの力学挙動のモデル化
わが国では，原子力発電は他国に依存しないエネルギー保有の観点から 30 年以上前から
重要視されています．しかしながら，原子力発電では放射性廃棄物の生成が避けられません．
処分方法としては地中に埋設して処分する方法が検討されています．ベントナイトは，廃棄
物が遠い将来においても生物圏へ流出しないよう，地中で廃棄物をバリアするための材料の
ひとつとして注目されています．地圏科学研究センターではこれまでに，ベントナイトに関
する種々の力学試験がおこなわれてきました．これらの試験結果を援用しながらベントナイ
トの力学挙動をモデル化することにより，人間生活の長期的な安全に寄与できる研究をすす
めていきたいと考えています．

このたびご縁があってセンターの一教員として教育・研究に携わる機会を与えていただきまし
た．その幸運に感謝すると共に，センターのさらなる発展のために邁進したい所存でございます．
何かと戸惑うこともあり，至らない点が多々あるかと存じます．はなはだ微力ではございますが，
これからもご指導ご鞭撻を賜りますよう，どうぞよろしくお願い申し上げます．

橘 伸也
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地圏防災科学研究分野

助教 橘 伸也 (たちばな しんや)

専門分野 地盤工学
生年月日 1978 年 12 月 14 日
学歴
2001 年 3 月 神戸大学工学部建設工学科卒業
2003 年 3 月 神戸大学大学院自然科学研究科博士前期課程修了
2006 年 3 月 東京工業大学理工学研究科博士後期課程修了
学位取得 工学博士 2006 年 3 月（東京工業大学）
博士論文タイトル
「有限変形理論に基づく地盤材料の力学挙動の数理モデル」
略歴
2006 年 4 月〜2008 年 3 月
神戸大学２１世紀 COE プログラム 研究員

主な論文

• 不飽和土／水連成有限要素解析における空間離散化手法の検討，応用力学論文集，土木学会，
2008.
• 植生の吸水作用が地盤の安定性に及ぼす影響，応用力学論文集，土木学会，2008.
• 有効飽和度を剛性を表す状態量とした不飽和土の弾塑性構成モデル，土木学会論文集， 2007.
• Numerical Investigation on the Failure Criterion for Normally Consolidated Clays, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2007.
• Changes in the Instantaneous Shear Modulus of Normally Consolidated Clay with Shear
History, Soils and Foundations, 2005.
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平成 20 年 8 月 5 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 19 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 20 年 3 月 21 日に行なわれた第 8 回研究推進・評価委員会の議を踏まえ，平成 19 年度セン
ターの活動評価と提言を下記のように行なう．

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」を目的に平成 13
年 4 月に発足した．本年度で設立 7 年目が経過し，10 年を目途としている研究の節目を迎
えつつある．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おける COE としてその設立基盤を固めつつさらに発展し
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 18 年度の活動評価と提言の内容を平成
19 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」の分野で引き続き 4 件のプロジェクト研究が実施され，平成 19 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．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．
4. 本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第 7 巻を発刊するとともに，
「未来型社会建設の
ためのシーズ技術」を副題とする研究成果と技術開発の成果を紹介する技術資料をまとめる
とともに，ホームページを開設・運営してこれらの活動について情報発信していることは，
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. 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．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
を通じ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でき
る．特に，地圏科学研究センターのホームページ上で木造家屋の耐震性向上解析事例などを
紹介するとともに解析希望に応じる活動を行っていることに敬意を表する．
6. 地圏科学研究センターの特徴的なプロジェクトとして，文化人類学を専門とする教官の参画
も得て古代遺跡調査や修復がユネスコなどの協力を得て精力的に進められている．このプロ
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ジェクトが，高度危険廃棄物の生活環境からの隔離，地球温暖化や地下水保全など市民生活
に密接な地球環境・生活環境の変化に関わる総合的な学術研究へと体系化されていくことも
今後の課題ではないかと考える．

7. 継続的に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
関する共同研究および高等工学教育支援，平成 19 年度に導入したインターネット回線によ
る遠隔講義などは，わが国のアジア協力の実績としても高く評価されるべきである．今後と
も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を望む．
8. 地圏科学研究センターが先見性をもって取り上げたプロジェクト課題は，地域社会及び国内
外において近年重要性が増すとともに要求が多様化・高度化している社会の安全・安心に深
く関わっている．地圏科学研究センターは，この外部環境の変化をとらえ「生き残り」を賭
け積極的な活動を展開することを望む．
9. 社会の安全・安心に関わる研究成果を技術資料としてまとめるだけではセンターの活動とし
ては十分とは言えない．これらの技術情報を「入り口」とするならば，センターとして，都
市型社会の安全・安心に不安を抱きながら顕在化しにくい市民のニーズにどのように活用し
ていけるのか，例えば，プロジェクト研究の成果が「社会のニーズに応えられる処方箋」と
しての「出口」の部分についての提言をまとめて外部にうまく伝える努力とその方策の構築
が重要と考える．
10. 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 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-」（平成 20 年 1 月 23 日，大宮ソニックシティ・
市民ホール）が市民などの参加を得て開催された．このような企画は，大学が行政と一体と
なって県民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あり，継続的に活動する必要があるものと考
える．
11. センターの研究成果を多様な価値観を有する都市型社会が享受するためには，今まで実施し
てきた大きな集会における情報提供だけでなく自治会や市民の自主的なネットワークを活用
したワークショップに協力していくなど新たな手法も試みていくことも有効と考える．
12. そのためにも，年報等のとりまとめに当たっては，研究プロジェクトの目標設定，目標に対
する到達度などを統一的された形式で表示するとともに，これらの報告書を活用してほしい
対象者を念頭においた丁寧な記述をすることが重要かつ必要と考える．
13. 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も更なる努力を期待する．
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
は大きいものと判断する．地圏科学研究センターが，地域の防災・環境知識の向上に学術的な面
から一層の貢献をしていくためにも，教官の充実とともに事務体制の確保について埼玉大学本部
と協力した理解活動に十全を期すことを期待する．
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「平成 19 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 20 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，センターと略記します）は，研究推進・評価委員会（以下，評
価委員会と略記します）から平成 19 年度の活動に対して頂いた評価と平成 20 年度の活動に対す
る提言を受け止めて，本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ました
が，ここで各々の評価提言項目への対応を要約して記述します．

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」を目的に平成 13
年 4 月に発足した．本年度で設立 7 年目が経過し，10 年を目途としている研究の節目を迎
えつつある．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おける COE としてその設立基盤を固めつつさらに発展し
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．

対応：御提案のように，センターが名実共に地圏科学研究の COE となるよう，本評価
と提言を出来る限り取り入れますよう努力致しました．

2. センターが，研究開発推進・評価委員会による平成 18 年度の活動評価と提言の内容を平成
19 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：本年報に報告するように平成 20 年度も前年度に引き続き，本委員会からの提言と
評価をセンターの研究活動や事業に反映させました．

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」の分野で引き続き 4 件のプロジェクト研究が実施され，平成 19 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．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．
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対応：平成 20 年度は，センターの第 II 期の活動の初年度であります．そのため，プロ
ジェクト研究の内容も，より社会ニーズが高く，また，より国際的にも重要性が高いもの
にしてゆく必要があります．社会ニーズの動向を探るため，研究相互の連携を考えて 4 つ
の分野に分けつつも，基本的には教員個別に研究を進めました．これは，現在のセンター
教員が手がけている多くの研究内容と成果を将来の技術シーズとして社会に提示し，ま
た国内外に広く共同研究を呼びかけることを考えたことによるものです．つまり，新しい
活動期間の初期には，各教員が各々の研究課題の社会ニーズや共同研究としての発展性を
見直すことが必要と考えました．本年報に示されているように，各研究テーマとも，社会
ニーズや国際的な研究動向を踏まえて多大な成果を挙げたと考えております．この成果を
踏まえて次年度以降には，より組織的プロジェクトに発展させる事を考えております．

4. 本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第 7 巻を発刊するとともに，
「未来型社会建設の
ためのシーズ技術」を副題とする研究成果と技術開発の成果を紹介する技術資料をまとめる
とともに，ホームページを開設・運営してこれらの活動について情報発信していることは，
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：組織の透明性の確保，及び研究成果の社会還元は極めて大事な物と認識しており
ます．そういう意味で，本年度もセンター年報 8 巻を発刊しました．また，各教員の研究
内容と成果が分かり易いよう，また技術シーズや将来の共同研究のテーマが設定し易いよ
う，全体の研究を，大きく 4 分野に分けつつも基本的には個別テーマ別に成果を報告する
こととしました．

5. 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．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
を通じ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でき
る．特に，地圏科学研究センターのホームページ上で木造家屋の耐震性向上解析事例などを
紹介するとともに解析希望に応じる活動を行っていることに敬意を表する．

対応：平成 20 年度も，引き続き地震災害軽減や木造家屋の耐震診断に関する研究成果の
社会還元を通じて，防災意識の啓蒙に努めました．

6. 地圏科学研究センターの特徴的なプロジェクトとして，文化人類学を専門とする教官の参画
も得て古代遺跡調査や修復がユネスコなどの協力を得て精力的に進められている．このプロ
ジェクトが，高度危険廃棄物の生活環境からの隔離，地球温暖化や地下水保全など市民生活
に密接な地球環境・生活環境の変化に関わる総合的な学術研究へと体系化されていくことも
今後の課題ではないかと考える．
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対応：安全・安心な社会の構築のためには，社会基盤となる構造物の長期安定性や高度
危険廃棄物の安全な処分が必要であります．長期的な構造物の健全性や長期的な危険物の
隔離性能向上の研究では，ナチュラル・アナログの手法を用いて実際に長期間に渡って生
じた現象の解明を通して行う必要があります．そのナチュラルアナログの一方法として，
平成 20 年度も中央アジアを中心に一定環境下での遺跡の長期変化を研究しました．また，
この研究は人類の共通遺産である遺跡の修復と保存に関しても重要であることから，実際
の遺跡（タジキスタン，アジナテパ仏教僧院遺跡）の修復を行ないました．今後も，ご指
摘のような，
「地球環境・生活環境の変化に関わる総合的な学術研究」に繋がるように考
えながら研究を進める所存です．このような観点から，本年度，本年報中に記されている
ようにイラン文化遺産観光省参加の遺跡遺物修復保存センター（RCCCR）との学術交
流協定を延長しました．

7. 継続的に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
関する共同研究および高等工学教育支援，平成 19 年度に導入したインターネット回線によ
る遠隔講義などは，わが国のアジア協力の実績としても高く評価されるべきである．今後と
も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を望む．

対応：東南アジア地域の大学との交流や，教育・研究上の支援，遠隔講義の実践は，工
学部建設工学科と密接にタイアップして行っております．そのスキームの中で，センター
としては本年報に記しているように，前年度に引き続き風間客員教授を JICA 活動の一
環として東ティモール大学に派遣し，また 2 人のタマサート大学大学院生を 2ヶ月間受け
入れて共同研究を実施するなどの活動を行いました．また，タマサート大学が主催した
環境管理に関する国際会議（ISEM: International Symposium on Environmental
Management）の実行に協力し，2 名の専任教員と 2 名の大学院生を派遣しました．こ
れらは，東南アジア地域での地圏科学分野の人材育成と研究活動の普及に繋がるものと考
えています．

8. 地圏科学研究センターが先見性をもって取り上げたプロジェクト課題は，地域社会及び国内
外において近年重要性が増すとともに要求が多様化・高度化している社会の安全・安心に深
く関わっている．地圏科学研究センターは，この外部環境の変化をとらえ「生き残り」を賭
け積極的な活動を展開することを望む．

対応：大地と社会基盤との共存を研究する地圏科学は御指摘のように長期間に渡って安
定し，安全かつ安心な社会を建設する上で不可欠な物であります．そのような重要な研究
を行なっているセンターの存続と発展のため，文部科学省の新しいスキームである，共同
利用・共同研究拠点に申請する事を決断致しました．
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9. 社会の安全・安心に関わる研究成果を技術資料としてまとめるだけではセンターの活動とし
ては十分とは言えない．これらの技術情報を「入り口」とするならば，センターとして，都
市型社会の安全・安心に不安を抱きながら顕在化しにくい市民のニーズにどのように活用し
ていけるのか，例えば，プロジェクト研究の成果が「社会のニーズに応えられる処方箋」と
しての「出口」の部分についての提言をまとめて外部にうまく伝える努力とその方策の構築
が重要と考える．

対応：この提言に関しては，まだ手探り状態であります．例えば今年度，埼玉県環境科
学国際センターに本センター教員を客員研究員として派遣し，埼玉県下の地下水質の研究
に着手し問題点とその解決を探る活動を開始しました．また下記 10. 及び 11. の防災に対
する御提言に関しては，地方自治体との連携を深めました．そのような活動を始めました
が，この点についてはまだ課題が多く今後さらに追求すべきものと考えております．

10. 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 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-」（平成 20 年 1 月 23 日，大宮ソニックシティ・
市民ホール）が市民などの参加を得て開催された．このような企画は，大学が行政と一体と
なって県民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あり，継続的に活動する必要があるものと考
える．

対応：本年度も前年度に引き続き，第 8 回 彩の国 市民科学オープン・フォーラム「首
都圏直下地震による埼玉県の被害と防災」を開催し，250 名に達する方が参加されまし
た．多くの参加者があった理由は講師の方の人選にもよりますが，宣伝活動，とくに提言
11. で示すように埼玉県やさいたま市を通じた自主防災組織への呼びかけによりものと考
えています．またマスコミにも好意的に対応頂きました．このような活動を今後も継続し
て行き，御指摘の「社会のニーズの掘り起こしと普及指導」の実をさらに上げてゆきたい
と考えています．

11. センターの研究成果を多様な価値観を有する都市型社会が享受するためには，今まで実施し
てきた大きな集会における情報提供だけでなく自治会や市民の自主的なネットワークを活用
したワークショップに協力していくなど新たな手法も試みていくことも有効と考える．
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対応：本年度，埼玉大学とさいたま市との協力協定が締結された事を受け，さいたま市
防災対策課との連絡強化をお願いしました．その中で，さいたま市を仲介した形での，自
主防災組織との交流も考えております．前述の市民科学オープン・フォーラムの成功の理
由の 1 つに，自主防災組織の方の参加もありました．このような活動を今後も模索して
ゆく事を考えております．

12. そのためにも，年報等のとりまとめに当たっては，研究プロジェクトの目標設定，目標に対
する到達度などを統一的された形式で表示するとともに，これらの報告書を活用してほしい
対象者を念頭においた丁寧な記述をすることが重要かつ必要と考える．

対応：今回は，個別の研究テーマ別に記述することから，従来に比べて分かり易く丁寧
な書き方ができたと考えております．

13. 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も更なる努力を期待する．

対応：フォーラムやセミナーの開催について，埼玉県やさいたま市も後援団体であるこ
とから，支援をお願いしております．今年度，情宣活動などでは多大な御協力を頂きまし
たが，費用面ではご支援頂いておらず，今後も資金面での支援をお願いしてゆく考えで
す．産学連携による外部資金については，委託研究や寄付金などのスキームで受け入れて
おり，昨年度より多少増えましたが，さらなる拡大に向けて今後も努力する所存です．

14. 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判断する．地圏科学研究センターが，地域の防災・環境知識の向上
に学術的な面から一層の貢献をしていくためにも，教官の充実とともに事務体制の確保につ
いて埼玉大学本部と協力した理解活動に十全を期すことを期待する．

対応：大学執行部や事務との連携は十分ですが，今のセンターの体制では人員増は難し
い状況にありますが，引き続き努力致します．
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運営費交付金
平成 20 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

平成 20 年度

平成 19 年度実績

5,326,347
0
2,300,000
1,000,000
1,601,000
750,000
2,800,882
13,778,229

–A

4,572,775
1,982,000
1,478,000
1,000,000
1,635,582
0
2,958,172
13,626,529

間接経費 (科研費等)

2,374,400

–B

0

総計 (A ＋ B)

16,152,629

基盤的業務費
事業的業務費
基盤的研究費 (教員研究費)
センター長裁量経費
光熱水料
新任教員交付金
教育経費・大学院生経費
小計

13,626,529

平成 20 年度地圏科学研究センター経費使用予定
平成 20 年度
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
謝金・共通旅費・その他
合計

13

7,613,000
455,000
1,000,000
230,000
320,000
1,750,000
910,000
1,379,000
850,629
1,000,000
100,000
545,000
16,152,629

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）
16,900
1,416
5,000
987
7,200
31,503

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

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)

4,100 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)

800 千円

19760327

有限変形土／水連成解析による断
層形成メカニズムの定量的考察

橘 伸也

若手研究
(B)

1,100 千円

19-07393

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

特別研究
員奨励費

1,000 千円

20360208

補強土構造物を対象とした被災後
の残存性能評価及び復旧方法選定
の最適化に関する研究

桑野 二郎

基盤研究
(B)

9,200 千円

20-08391

地震時斜面崩壊の実験的および解
析的研究

桑野 二郎

特別研究
員奨励費

700 千円

共同研究費
相手方

研究課題名

高速道路総合
技術研究所

高盛土の沈下に関する研究

研究代表者

研究期間

共同研究費

桑野 二郎,
橘 伸也

2008.9.1〜
2009.3.31

1,416 千円

研究期間

受託研究費

2008.6.2〜
2009.3.24

5,000 千円

受託研究費
相手方

研究課題名

研究代表者

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
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長田 昌彦

学内競争的資金
経費の種類

研究課題名

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
（若手展開研究 (B))

研究代表者

配分額

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・汎用性向上と実用
化

川上 英二

644 千円

地形材料・建設材料の劣化メカニズム解
明–タイ国アユタヤ遺跡および埼玉県・吉
見百穴を事例として–

小口 千明

343 千円

委任経理金
寄

附

者

寄附金の名称

研

究

者

鹿島建設（株）

研究助成

渡邉 邦夫

財団法人土木研究センター

研究助成

桑野 二郎

サンコーコンサルタント

研究助成

長田 昌彦

応用地質株式会社

研究助成

長田 昌彦

アーススキャンニング研究会

研究助成

長田 昌彦

鹿島建設（株）

研究助成

橘 伸也

日本住宅保証検査機構

研究助成

橘 伸也
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寄附金額

1,000 千円
500 千円
2,500 千円
1,200 千円
500 千円
1,000 千円
500 千円

第 II 部

平成 20 年度のプロジェクト研究報告
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2008 年度の研究体制と研究内容・成果
2008 年度は，センター設立以来続けられた 7 年間の第 I 期の研究期間を終了し，第 II 期がスター
トした最初の年である．第 II 期の期間としては，2010 年度から始まる埼玉大学の時期中期計画の
前半終了時までの 5 年間を考えている．第 II 期の目標は，
「本年報 8 巻の発刊にあたって」でも述
べたように，
• センターが第 I 期で行ってきた活動の成果を踏まえ，まず地圏科学の国内的な研究拠点にな
り，さらに国際的拠点に発展すべく研究活動を推進すること
である．このことから本年度は第 II 期の最初として，各教員が他教員との連携を図りつつも，教
員個別の研究の社会ニーズの高さ，および，国際的に見て重要な研究である事を認識する年と位
置付けた．その上で，来年度からこれらの個別研究を統合して，より組織的な研究を展開してい
くことになる．
下図は，このような観点から 2008 年度の研究体制を概略的に描いたものである．地圏科学研究
センターの研究は，設立時から，地圏防災科学（例えば，都市域の地震災害軽減研究）と地圏環境
科学（例えば，高度危険廃棄物の地下処分研究）との接合する部分にある．実際の研究では，図中
矢印で例示される，関連した多くの重要なテーマがあり，全体に不可分な研究テーマ群を構成して
いる．図中のテーマ名は実際の研究テーマとは多少異なっているが本質的には同じである．その研
究テーマ群を便宜的に区分したものが，図中に示される I，II，III，IV である．これらを「2008
年度のプロジェクト研究」と呼ぶ．
各プロジェクト研究は，鎖のように繋がり，全体として地圏科学の体系を構成している．本年報
では，基本的に個別研究について，研究の背景や目的，成果を分かり易く説明することに主眼を
置いた．各研究の進展について御意見を頂くと共に，これらを研究シーズあるいは共同研究テー
マとしてとして広く社会に提示したい．

ḫ

Ḫ

Ḭ

ḩ

᧸חעᅹܖ

חעᅹܖᄂᆮἍὅἑὊ

חעؾᅹܖ

ܖϋңщὍ˓Ճ
2008 年度の地圏科学研究体制概略図. I，II，III，IV は研究分野の区分．本年
度はこれらをプロジェクト研究と位置付ける.
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プロジェクト研究 I

大地震における地震動の評価とその特徴に関する研究
川上 英二 (地圏科学研究センター)
茂木 秀則 （理工学研究科）

背景：ニーズ
「大地震による特に都市域における地震被害の軽減と耐震性の向上」を目標とした研究の一環
として，大地震における地震動・地震外力に関する研究を行っている．

研究内容
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し，本研究ではこれらの影響を明らか
にしている．
また，近年の構造物は巨大化・長大化の傾向にあり，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．最近，東京電力株式会社柏
崎刈羽原子力発電所において観測された 2007 年新潟県中越沖地震とその前後の地震記録が公開さ
れた．これらの記録は，震源近傍の非常に高密度なアレー地震記録として極めて貴重なものであ
る．本研究では，これまでに開発してきた NIOM 法をこれらのアレー記録に適用して，中越沖地
震とその前後での地震波の伝播速度の経時変化や地盤・建物内の波動の伝播状況を視覚化した．

2007 年新潟県中越沖地震のアレー地震記録が得られた柏崎刈羽原子力発電所

関連発表論文
茂木秀則，Shrestha, S. M.，川上英二，岡村真也: 柏崎刈羽原子力発電所内の鉛直アレーにおけ
る新潟県中越沖地震とその前後の S 波速度の経時変化. 日本地震工学会論文集，第 9 巻，第 1 号，
2009.
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プロジェクト研究 I

構造物の耐震性評価–木造家屋の崩壊解析耐震診断法の開発–
川上 英二 (地圏科学研究センター)

背景：ニーズ
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．

解析方法
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に基づく地震動を，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．

研究成果
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．

補強の違いによる地震応答の違い

関連発表論文
Tingatinga, E., Kawakami, H. and Shrestha, S. M.: Three-dimensional Seismic Collapse Analysis of Wooden Houses Using Rigid Body-Spring Method. The Open Construction and Building
Technology Journal, Vol. 2, pp.116-123, 2008.
川上英二：http://www.saitama-u.ac.jp/kawakami/
21

プロジェクト研究 I

都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発
川上 英二 (地圏科学研究センター)

背景：ニーズ
埼玉県では地震被害想定調査を埼玉県震災対策行動計画策定委員会（委員長：角田史雄埼玉大
学名誉教授，副委員長：川上英二埼玉大学教授，纐纈一起東京大学教授）の指導のもとに実施し
た（埼玉県：埼玉県地震被害想定調査報告書，2007）．埼玉県が地震被害想定調査を行ったのは今
回で４回目であり，このような地震被害想定は，国・県・市・事業体などの多くのレベルで，新し
く得られた知見を順次取り入れながら 30 年以上にわたって繰り返し行われ，想定方法や使用する
パラメータが確立されつつある．また，前回の調査から 10 年が経過し，埼玉県内の社会状況もか
なり変わってきていることを受けて行われたものである．この概要を「第 8 回”彩の国”市民科学
オープンフォーラム : 首都圏直下地震による埼玉県の被害と防災：平成 19 年度埼玉県地震被害想
定調査について」で報告した．
また，2008 年中国四川大地震に関してもコメントを発し，日本の学校の耐震工事に対する国庫
補助率の引き上げの法案の成立への流れを加速した．

2008 年 5 月 16 日 (金) テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」より

2008 年 5 月 17 日 (土) テレビ朝日「やじうまプラス」より
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プロジェクト研究 I

ジオグリッドで補強された土構造物の性能評価
桑野 二郎（地圏科学研究センター）
Giang H. Nguyen（理工学研究科博士後期課程）
布施 優（工学部建設工学科）

背景：ニーズ
現在，わが国の土構造物において多くの種類のジオ
グリッド（特殊プラスティック網）が用いられ，その安
定性に大きく寄与している．ジオグリッド補強土の構
造物としての性能は，グリッドの形状・剛性・表面摩擦
と盛土を形成する土質材料の性質との相互作用に支配
される．最適な補強方法を提案するためには，これら
震災で倒壊を免れたジオグリッド補強構造物
の力学的な相互作用を把握することが必要である．

目的
本研究は，東京工業大学井澤淳助教と共同で，グリッ
ド開口部の形状と上載圧が土構造物のピーク強度，残
留強度に及ぼす影響を調べることを目的に，ジオグリッ
ド引抜き試験器を用いたモデル試験を豊浦砂について
実施する．
ジオグリッド引抜き試験器

研究成果と今後の課題
• 除荷-再載荷過程を含む一連の引抜き試験結果より，ピーク時および残留時において，除荷再載荷後の引抜き強度が低下することが明らかとなった．また，グリッド開口部の形状が強
度低下に及ぼす影響について定量的な考察を行った．
• 今後，モデル試験および実際の補強土構造物についてシミュレーションを行い，補強土構造
物の耐震性，被害度評価，災害復旧法について検討を行う．

関連発表研究
Nguyen, G. H., Kuwano, J., Izawa, J. and Seki, S.: Eﬀects of transverse ribs on pullout
resistance and deformation during the unloading-reloading process. ジオセンセティックス論文，
Vol.23，pp.37-44.

関連研究費
桑野二郎，科学研究費・基盤 B 一般，11,960 千円
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プロジェクト研究 I

下水埋設管の効率的な修復方法の提案
桑野 二郎（地圏科学研究センター）
竹内 康就（理工学研究科博士前期課程）

はじめに
昭和 30 年代からわが国で広く整備されてきた下水道設備は，平成 17 年度末で管渠の総延長が
39 万 km にも及んでいる．一方で，下水道管の老朽化も現在深刻な問題となっている．平成 18 年
の道路陥没発生件数は 4400 件にも及ぶ．道路陥没後の老朽管路の改築と言った事後的な対応では，
市民生活に大きな支障を与えるのみでなく，コストの面からも経済的ではない．このような背景
を受けて国土交通省では，日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然
に防止するため，長寿化対策を含めた計画的な改築を推進している．

目的
施設の長寿化を図る工法として，プ
ラスチック材により既存の下水管の
内面を皮膜する更正工法が提案され
ている．本研究では，東京大学桑野
玲子准教授と共同で，ライフサイク
ルコスト最小化の観点を踏まえつつ，
模型実験を行うことにより下水埋設
管の効率的な修復方法を提案するこ
とを目的としている．
モデル試験の土槽

研究の概要
実際の更正工法を模擬したモデル実験を
上に示す土槽内で行う．土槽内の地盤中に
は，予めひずみゲージを設置した模擬埋設
管を埋め込み，地盤に繰返し荷重を作用さ
せた際の埋設管の変形を測定する．このよ
うな模擬試験を構造の異なる種々の模擬埋
設管に対して行い，測定結果を比較検討す
ることにより，修復方法について安全性・
効率性・経済性の観点から考察する．
ひずみゲージを設置した模擬埋設管
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プロジェクト研究 I/II

固化処理された地盤材料の力学特性
桑野 二郎（地圏科学研究センター）
橘 伸也（地圏科学研究センター）
Deng Jianliang（センター招へい外国人研究員）
Abu Taher Md. Zillur Rabbi（理工学研究科博士前期課程）

はじめに
土構造物の高強度化を目的として，地盤材料に
セメントなどの固化材を混合する固化処理工法が
提案されている．固化材の化学的な作用により土
粒子間の結合を高めるものである．こうした人工
地盤材料は，固化材の配合方法により力学的性質
を変えることのできる材料であり，合理的な設計
法を確立しニーズにかなった土構造物の強度や剛
性を確保するためには，その力学的性質の把握が
求められる．

目的

室内試験装置

本研究では，人工的に地盤材料にセメントを混
合し，室内力学試験を実施することにより，その
力学的性質を評価する．また，その結果を踏まえ
固化処理土の力学モデルを構築し，土構造物の力
学挙動を予測することが目的である．

研究の概要
以上のような観点から，図に示す「三軸試験装
置」および「中空ねじりせん断試験装置」を作成
し，固化処理土に対する室内力学試験を行ってい
る．試験では主に，
軸圧とトルク力を制御

1) セメント配合率，
2) 養生時間，
3) 拘束圧

供試体への外圧・内圧を制御

が力学特性に及ぼす影響を調べている．土中の固
化処理土は実際には上載圧を受けた状態で固化が
進むが，これまで異なる拘束圧下で養生時間を経
た固化処理土の力学特性についてはあまり調べら
れていない．これを把握することで，固化処理さ
れ長期間経過した土構造物の品質評価に寄与する
ことができると考える．
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プロジェクト研究 I/II

高速道路高盛土の建設時における圧縮沈下特性
桑野 二郎（地圏科学研究センター）
橘 伸也（地圏科学研究センター）
清水 浩一（工学部建設工学科）

背景：ニーズ
近年の高速道路建設は第二東名高速道
路に代表されるように，山間部を通過す
ることが多い．トンネル・切り土からの
建設発生土の有効利用等の理由から，通
常の道路盛土の範疇を大きく超えるもの
となっている．第二東名高速道路では静
岡県区間において，盛土高さ最大 90m
の盛土が施工されている．今後の高速道
路盛土建設においても，静岡での施工実
績を踏まえ，長期にわたって安全性の高
い道路盛土を施工する必要がある．

山間部での建設される高速道路

目的
本研究は，高速道路総合技術研究所（NEXCO 総研）と共同で，高盛土建設時における圧縮沈下
特性を把握することを目的とする．高盛土建設に用いられた盛土材の室内一次元圧縮試験の結果
を踏まえつつ材料の力学特性のモデル化を行い，施工履歴を反映した盛土圧縮沈下の推定を行う．

研究成果と今後の課題
• 本年度は，高盛土の中心軸での圧縮
沈下に注目し建設時の挙動を推定し
た．室内試験での圧縮挙動を簡易に
モデル化したが，現場で計測された
沈下量を概ね表現することができた．
また，建設時の締固め度が沈下量に
及ぼす影響についても考察を行った．
• 建設時の降雨浸透による浸水コラプ
スの考慮，高盛土全体での多次元的
な変形の把握が課題である．

推定沈下量と実測沈下量の比較

関連研究費
桑野二郎, 橘 伸也，共同研究費 (高速道路総合技術研究所)，1,416 千円
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東ティモールにおける斜面崩壊の実態調査と対策
風間 秀彦 (地圏科学研究センター)
Gomes B. de Caldas (インフラ省試験研究所長)
Lourenco Soares (東ティモール大学工学部講師)

はじめに
東ティモールは東西約 280km，南北 75km，面積約 14,000 km2 (東京，埼玉，神奈川，千葉の
面積)，人口約 106 万人の国である．この国には 3,000m 近い最高峰があり，地形的には日本より
も急峻である反面，地すべり地域が広範囲に分布している．一方，道路網が唯一の交通機関であ
るため，雨期に数多くの斜面崩壊によって道路交通が寸断され，社会的に大問題なっている．イ
ンフラ省は，斜面崩壊の防御策と被害の軽減策が国家的に急務な課題として取り上げている．
そこで，地圏科学研究センター，東ティモール大学工学部土木工学科，東ティモールのインフ
ラ省試験研究所 (National Directorate of Research and Development DRD) は斜面崩壊に関する
国際共同研究を 2005 年に開始し，その後内紛のために中断したが，2008 年から再開された．

Laclubar の大規模斜面崩壊

ジョイントフォーラム. 特別講演する風間客員教授

平成 20 年度の研究成果
東ティモール東部地域の道路災害を対象に斜面崩壊の実態と特性を明らかにし，今後の具体策
の基礎資料を得る目的で三者による現地調査行った．その結果，Ossu 地域は典型的な地すべり地
域であり，そのための道路被害が多発しているが，道路全体が破壊される大規模なものはほとんど
ない．したがって，崩壊の可能性のある山側の斜面先と路肩を布団篭などで補強することによって
多くは防止できる．Viqueque，Karauluhar の地域は，表層崩壊と地すべり，および両者が関わっ
た破壊が多い．Laclubar は，昨年 4 月 8 日発生した大規模な表層崩壊 (幅 200m，高さ 150m) で
あり，崩落土砂の末端部は地すべり地である．現在も崩落の可能性が高いために崩壊域に入れな
いので細部は不明である．既存の道路の復旧はできないので，付け替え道路で対応している．
今回の調査地域の斜面崩壊による道路災害は，側溝の破壊や崖の滑落によって側溝が埋まって水
が溢れて道路が川のようになって路肩や斜面先を浸食するケースが多い．日常の道路の保守・点検
によって多くの被害をある程度防げること，あるいは被害を軽減することは十分可能である．東
ティモールでは日頃の保守・管理をほとんど行わずに，破壊した箇所を中心に復旧工事をするこ
とが多く，しかもその対策は目先的な部分を重視し，その主たる原因となっている箇所の対策工
が行われないことが多く，技術，資材，管理などの面で相当の遅れが認められる．
このような調査研究の成果を公表するために，2008 年 6 月 20 日に東ティモール大学とインフラ
省共催のセミナー”Actual Conditions of Slope failure in Tinor-Leste” が開催され，風間客員教授
は Slope Failure in East Timor の特別講演を行った．ファーラムには東ティモールの多くの
技術者が出席し，熱心に聴講・活発に質疑が行われ，技術者の関心の高さを痛感した．
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常時微動測定による岩塊の落石危険度判定システムの開発
茂木 秀則 (理工学研究科)
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)

背景：ニーズ
道路や鉄道などの維持管理において落石の危険度の診断は必
要不可欠である．しかし，診断を要する地点が多いことや，経年
変化によって危険度が増加するため，継続的に診断を行う必要が
あることなどから，簡易な診断方法の確立が必要である．
また埼玉県においても左の写真のように，岩盤崩落による事
故が発生している．このような痛ましい事故を未然に防ぐため
にも，ここで開発しようとしている技術が必要不可欠である．

目的

長瀞の岩盤崩落現場 (朝日新聞より)

本研究では，常時微動測定によって岩塊の落石危険度を判定す
ることを目標とし，その予備検討として，岩塊の常時微動を観測
し，岩塊の振動特性を検討した．

常時微動の観測方法と解析
観測方法は，非常にシンプルであり，右
図のように，岩塊の下部と上部にセンサー
をそれぞれ一つずつとりつけて同時観測す
る．ここで岩塊下部のセンサー出力を CH1，
上部を CH2 と呼ぶ．
このようにして得た振動波形をスペクト
ル解析することにより，スペクトル比の大
きさの変化や位相差スペクトルとの関係を
導き，岩塊の振動モード (ロッキング振動
やスウェイ振動など) を特定していく．

斜面上の不安定岩塊に対する常時微動観測

研究成果と今後の課題
• 岩塊の振動特性は並進振動とロッキング振動の重ね合わせとして考えることができ，また，
その振動特性は振動数と入力振幅に依存する．実際に，ロッキング振動やスウェイ振動が観
測され，加振の有無による振動特性の変化も重要な情報を与えることがわかった．
• 今後，岩塊の振動モデルの構築を行い，振動性状と岩塊の形状や摩擦定数などを考慮した落
石の危険度判定基準の作成を行いたい．

関連発表論文
茂木 秀則, 高橋 学, 長田 昌彦, 荒井 進吾: 常時微動観測による岩塊の振動特性の検討. 第 12 回
岩の力学国内シンポジウム講演論文集, pp.53-58, 2008.
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応力履歴が軟弱地盤上の戸建住宅の沈下に及ぼす影響
桑野 二郎（地圏科学研究センター）
橘 伸也（地圏科学研究センター）
橋本 翔（工学部建設工学科）

背景：ニーズ

地表の軟らかさ分布 (埼玉県地震被害想定調査より)

埼玉県は関東平野西部に位置し，県西
部に山地・丘陵地が，県央から県東部に
かけては台地や低地が分布している．特
に，荒川・中川流域の低地では，沖積層が
広く分布する軟弱地盤を形成している．
ここに住宅利用を考える場合，住宅の荷
重による地盤の沈下，それに伴う既設構
造物への影響を鑑みた上で，地盤改良や
基礎形式の選定など慎重な対策を講じる
必要がある．

このような問題に対し，効率的な対処法を提案するためには，1) 基礎となる軟弱地盤がどのよ
うな力学的性質であるか，2) 過去にその地盤がどのような応力履歴を受けてきたかを把握し，そ
れらが地盤の変形に与える影響を定量的に予測する技術が不可欠である．

目的
本研究では，日本住宅保証機構と共同で，地下水の過剰揚水など軟弱地盤が過去に受けてきた
応力履歴が住宅建設後の地盤の変形に対して及ぼす影響を検討するために，種々の応力履歴を想
定し有限要素解析手法によりシミュレーションを実施する．

研究成果と今後の課題
• 高度経済成長期における地下水汲み
上げによる地下水位の低下と，その
後の揚水規制などにより地下水位が
回復したことにより，軟弱地盤は応
力履歴を受け過圧密化する．この履
歴により，住宅載荷時の軟弱地盤の
変形は軽減されることがわかった．
• 今後，住宅建設前にその土地がどの
ように利用されていたのかも踏まえ，
検討を行いたい．
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有限要素法による解析結果の一例

関連研究費
橘 伸也，奨学寄附金 (日本住宅保証検査機構)，500 千円
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極限状態場物性評価システム (MTS) を用いた高温高圧三軸圧縮試験
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
朴 赫 (センター・外国人招へい研究者)

ニーズ
岩盤を対象とした最近のトピック的なプロジェク
トには，

• 放射性廃棄物の地層処分
(高レベル放射性廃棄物の場合には，地下 500
〜1000m の深さに埋められ，生物圏への影響
がないようにする計画)
• リニアコライダー計画

極限状態場物性評価システム (MTS)

(リニアコライダーとは，世界史上最大最高の
高エネルギー電子加速器のことであり，これを
約 40km の直線トンネル内に構築する計画であ
り，日本もその誘致に力を尽くしている)
• リニア中央新幹線
(起点である東京から終点の大阪までを時速
500km で走行する超伝導磁気浮上型リニアモー
ターカーで結ぼうという計画)
などがある．いずれにおいても，地下深くの岩盤を
掘削することになる．地下深くになればなるほど，作
用する力は大きくなり，さらに温度も高くなる．
したがって，これらのプロジェクトを成功させる
ための基盤的な研究として，高温高圧下における岩
石物性の把握が必要不可欠である．

システム概要
軸変位計と周方向変位計を設置した供試体

本システムは，国内にも数台しか設置されておら
ず，埼玉大学の目玉的な装置である．

一般的な三軸圧縮装置と比較して，その容量が大きく，軸圧縮荷重 4600kN，拘束圧 140MPa，
間隙水圧 140MPa であり，これらを独立してコントロールすることができることが大きな特長で
ある．また温度は，室温から 200 ℃まで上げることができる．大まかな目安としては，地下 5km
までの温度圧力条件を再現可能である．

関連研究費
長田 昌彦，奨学寄附金 (応用地質株式会社)，1,200 千円
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単一割れ目の変形と透水連成挙動
山辺 正 (理工学研究科)
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
高橋 学 (産業総合技術研究所)

はじめに
割れ目を含んだ岩盤の中の水の流れは，割れ目自体の空
間的な分布や開口幅，および連続性に大きく支配されてい
る．地下空洞を掘削することにより岩盤内の応力状態は変
化し，これに伴い割れ目面上に作用する力も変化するため
に，割れ目の開口幅が変化する．開口幅の変化は岩盤の透
水性を大きく変化させるので，この特性を十分に把握して
おくことが重要となる．

閉口による間隙構造の変化

高精度形状測定システム

左図上の高精度形状測定システムにより測定した，対と
なる割れ目の表面粗さをコンピュータ上で重ね合わせるこ
とにより，左図中央のように開口幅の空間的な分布を把握
することができる．
このようなモデルに対して，ナビエ・ストークス方程式
を数値解析的に解くことにより，左図下のような間隙内で
の速度分布を計算することができる．流れの方向を変化さ
せることによって，間隙構造による透水異方性を表現する
こともできる．

X 線 CT による割れ目の三次元構造の把握

閉口による間隙構造の変化

下図は，田下凝灰岩の圧裂引張試験により形成されたク
ラックをマイクロフォーカス X 線 CT により撮影したもの
である．左は試料全体，右は 2 値化処理により取り出した
クラックを示している．

間隙内の速度分布

関連発表研究
岩永 啓佑, 遠藤 孝志, 山辺 正: 透水特性の応力依存性と掘削影響領域への導入に関する基礎的
研究. 第 12 回岩の力学国内シンポジウム講演論文集, pp.259-264, 2008.
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割れ目構造を考慮した岩石の変形・透水連成挙動
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
朴 赫 (センター・外国人招へい研究者)
熊谷 聡之 (理工学研究科博士前期課程)
佐々木 泰 (日本原燃株式会社)

はじめに
単一割れ目の場合には，応力状態の変化
に対して非常に敏感に透水特性を変化させ
る．一方，実際に自然のなかで形成される
せん断に伴う割れ目はエシェロン状などの
構造をもっており，変位量が大きくなると
せん断帯を形成するようになる．このせん
断帯中にある割れ目の透水特性は相対的に
応力状態の変化に対して鈍感である，すな
わち安定して存在しうる，言い換えれば主
要な水みちとなる可能性が大きい．

開発したせん断ー透水ー可視化試験装置

本研究の概要
上記のような観点から，上図に示したような
「せん断ー透水ー可視化試験装置」を開発し，軽
石凝灰岩や珪藻泥岩に対して実験を行っている．
割れ目構造の時間発展を記録するために，一面
せん断中の割れ目表面のデジタル観察を行ってい
る．取得した画像からはテンプレートマッチング
などの画像解析により，変位場や開口幅の変化を
計測することができる (右図)．このような作業を
通して，各段階での割れ目の幾何学的な情報と，
透水特性の変化を合わせて考慮することが可能と
なる．

テンプレートマッチングによる変位場推定

関連発表研究
朴 赫, 長田 昌彦, 渡邉 邦夫: 岩石のせん断–透水–可視化同時試験装置の開発とそのデータ解析
法. 応用地質, Vol.49, No.5, pp.266-276, 2008.
Park, H., Osada, M., Sasaki, T., Takahashi, M. and Kumagai, S.: Shear-ﬂow-visualization
coupling test and triaxial shear-ﬂow coupling test for soft sedimentary rock. The 12th Japan
symposium on Rock Mechanics, pp.391-396, 2008.
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古代シルクロードに沿ったタジキスタンの仏教僧院アジナテパの修復
渡辺 邦夫 (地圏科学研究センター)
藤井 幸泰 (深田地質研究所)
Enrico Fodde (Bath University，イギリス)
Yuri Peskkov (UNESCO, カザフスタン)
深堀 清隆 (埼玉大学大学院理工学研究科)

背景・ニーズ・目的
遺跡修復を行う場合，考古学的・歴史学的研究と同時に，1) 遺跡立地の地質的・地形学的研究，
2) 遺跡建設材料の研究，3) 遺跡の劣化メカニズムの研究が必要である．その上で，4) 修復および
保全に向けたプランの作製と，5) 実際の修復作業の立案と実行，6) 将来的な遺跡および周辺の景
観プラン作製，が必要となる．さらに，遺跡が発展途上国にある場合は，7) 最新の遺跡修復に関
わる技術移転，8) 相手国の遺跡修復技術者の育成，が不可欠の課題となる．遺跡修復・保全では，
これら 8 つの問題を総合的に考える必要があるが，従来は個別課題に対応することが多かった．つ
まり，全体的に遺跡の修復を立案し実行しその中で問題点を見つけ解決する経験や研究が少なく，
そのことが遺跡修復・保存技術の発展の阻害になっていたと考える．渡辺は，タジキスタンの仏
教僧院アジナテパ修復に関するユネスコプロジェクト（2005-2008）の国際専門家リーダーとなり，
共同研究者と共に，総合的に修復の立案から将来の遺跡景観設計までの 8 つの問題に取り組んだ．

研究内容
今回のプロジェクトで行った研究上の主な項目は，

• 遺跡建設材料の物性および鉱物学的研究と遺跡修復材料選定（実行年 2005-2006）
• 写真測量による，遺跡修復前後の測量と３次元立体図作製 (2006-2008)
• 遺跡を崩壊させる塩類風化の，析出鉱物分析と蒸発量計測による解明（2007-2008）
• アジナテパ遺跡に適合した修復コンセプトの立案と野外実験，及び実行 (2007-2008)
• 遺跡修復後の景観設計 (2008)
である．上記に関する技術移転とタジキスタン技術者の人材育成は継続的に行った．
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選定した修復コンセプトの基本概念（同一材料による遺構の被覆）
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研究成果
以下に研究成果例を示す．結果として，アジナテパ遺跡の修復が学術的に妥当に行われた．ま
た，塩類風化による劣化メカニズムの解明やその対策工法が開発された．
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修復コンセプトに基づくアジナテパ遺跡の修復

関連発表論文
Fujii, Y.，Watanabe, K. and Enrico, F.: Construction of topographic map using close-range
photogrammetry for the preservation of the Buddhist monastery of Ajina Tepa, Tajikistan.
Proc. Int. Symp. Conservation of Ancient Sites 2008, ISRM, pp.244-248, 2008.
Fujii, Y., Enrico, F., Watanabe, K. and Murakami, K.: Digital Photogrammetry for the
documentation of structural damage in earthen archeological sites: The case of Ajina Tepa,
Tajikistan. Engineering Geol. (受理，2009 年中に印刷).
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新聞記事紹介
これら一連の渡邉センター長の活動は，平成 21 年 2 月 19 日付けの産経新聞に紹介された．
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史跡・吉見百穴における析出塩の種類と壁面破壊に関する研究
小口 千明 (地圏科学研究センター)
高屋 康彦 (地圏科学研究センター)
山崎 麻衣・大西 亮平 (工学部建設工学科)
Thidar Aye・Swe Yu (理工学研究科博士後期課程）

はじめに
塩類風化は岩石の劣化原因の一つであり，そのメ
カニズムを解明することは，石造文化遺産を保存し
ていくことにも貢献する．本研究では，埼玉県比企
郡吉見町に位置する国指定遺跡「吉見百穴」を研究
対象として，壁面に析出した塩類と崩落物質の分析・
考察を行った．

研究概要
軍需工場跡トンネル内に 12ヶ所の調査箇所を設置
し，約一ヶ月ごとに壁面温度と気度・湿度を測定し
た．また，析出塩や崩落物を持ち帰り，鉱物同定と
重量測定を行った．入口付近では主にアルノーゲン,
が析出しているのに対し，奥の通路では石膏, ジャロ
サイト, ハロトリカイト, ナトリウムミョウバン, が
主に析出し，季節によりその析出状況に差異が見ら
れた．このような塩類析出の特異性を反映し，壁面
からの崩落岩屑量にも季節変化が見られた．

吉見百穴（上）と軍需工場跡地内に
おける調査サイト（下）

遺跡保存に対する展望
当該遺跡において，これ以上の風化，ひいては壁
面崩落を制御するためには，坑道内部の温湿度を一
定に保つことが有効である．たとえば入口付近に策
を設けることなどが考えられるが，降水や地下水の
アルノーゲン（Al2 (SO4 )3 ·17H2 O）の析出
問題や生物の影響など塩類風化以外の要因や，遺跡
状況．塩類析出時に破壊されつつも膠結し
の景観および施設の維持管理の問題など，多角的な
ていた岩屑は，塩の潮解とともに落下する．
見方からの総合的な議論が必要である．

関連発表論文
小口 千明, 大西 亮平, Thidar Aye, 高屋康 彦, Swe Yu: 史跡吉見百穴の温湿度環境に伴う塩類
風化に関する研究. 日本地球惑星科学連合 2008 年合同大会, CD-ROM, 2008.

関連研究費
小口 千明, 高屋 康彦，埼玉大学総合研究機構研究プロジェクト (若手展開研究 (B))，343 千円
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海水および硫酸塩溶液によるモルタル変質機構に関する実験的研究
小口 千明 (地圏科学研究センター)
高屋 康彦 (地圏科学研究センター)
関口 昭宏 (工学部建設工学科)

はじめに
コンクリートの耐用期間は周辺の気候，土壌な
どの環境により大きく変動する．とくに，海水や
硫酸塩等の塩類による塩害の被害報告が多く報告
されているが，破壊に至る詳細な過程については
不明な点が多い．コンクリート構造物の耐久性を
考える上で，島国かつ火山国である日本に普遍的
に存在する塩化物や硫酸塩によるコンクリートの
変質過程を調べることは重要である．

研究概要
早強ポルトランドセメントおよびアルミナセメ
ントを用いて打設した各モルタル供試体を，20 ℃
環境下で 2 時間，海水および硫酸ナトリウム飽和
溶液中に 浸漬させ，40 ℃環境下で 20 時間乾燥さ
せた後，2 時間室内で冷却し重量を測定する，と
いうサイクルの実験を行った．予め多くの供試体
を用意し，途中で一部のモルタルを取り出し，表
面の観察を行うとともに一軸圧縮試験も行った．

硫酸ナトリウム溶液に浸漬させた
早強ポルトランドセメントモルタルの劣化

モルタル表面の変化（上段：実験前，下段：実験後）
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研究成果
海水に浸漬させた早強ポルトラン
ドセメントモルタルでは，棘状の形
をした物質が表面全体に析出して表
面を白く変化させていたが，重量お
よび圧縮強度のいずれにもほとんど
影響が見られなかった．海水に浸漬さ
せたアルミナセメントモルタルでは，
白い粉末状物質がセメントペースト
と骨材との境界から析出し，結晶系
の異なる炭酸カルシウム 2 種が確認
できた．また，見た目の変化はほと
んど無かったものの，強度について
は初期の 60〜80 ％で推移した．硫酸
ナトリウムに浸漬させた早強ポルト
ランドセメントモルタルでは，エト
リンガイトが生成し激しい劣化が起
こった．重量は 5 サイクル以降で急激
に減少し，強度低下も顕著であった．
硫酸ナトリウムに浸漬させたアルミ
ナセメントモルタルでは，角が少し
削られ，硫酸ナトリウムの白色粉末
が表面全体に析出した．重量減少は
わずかであったが強度は 40 ％程度ま
で低下した．

重量変化

一軸圧縮強度の変化

まとめ
これらの観察結果より，海水に対して耐性があるのは早強ポルトランドセメントモルタル，硫
酸ナトリウムに対して耐性があるのはアルミナセメントモルタルであることが判った．

関連発表論文
高屋 康彦, 青木 卓朗, 小口 千明: 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,
Vol.47, pp.25-33, 2008.
Oguchi, C. T. and Yamada, T.: Study in salt weathering on concrete: ﬁeld observation and
experiment. Europearn Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, CDROM, 2008.
Takaya, Y., Aoki, T., Nakayama, T. and Oguchi, C. T.: Experimental study on surface alteration of limestone and mortar attacked by seawater. International Symposium on Environmental
Management, CDROM, 2008.

関連研究費
小口 千明, 科学研究費・若手 A, 800 千円
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塩類および凍結融解作用による石材風化に与える岩石物性と硫酸塩の影響
小口 千明 (地圏科学研究センター)
高屋 康彦 (地圏科学研究センター)
大澤祐子 (工学部建設工学科)
Swe Yu (理工学研究科博士後期課程)

はじめに
現存している石造建築物や石造遺跡などの貴重な文
化財の保全において，風化は避けることができない問
題である．逆説的な言い方をすれば，風化を軽減する
ことができれば，保全につながるともいえる．

凍結破砕実験
本研究では，被害程度が大きいとされている凍結破
砕と塩類風化の複合作用を検討するために，Na2 SO4 溶
液を用いて，岩石物性と塩溶液が凍結破砕にあたえる
影響について，岩石の毛管現象の影響も併せてみるた
めに，下部 1cm 程度のみを溶液に浸して実験を行った．
また，実験前後における間隙径分布測定を行った．

凍結破砕実験の概要

まとめ
実験に用いた凝灰岩では，供試体下部において，11
サイクルで破砕が生じ始めた．間隙径分布測定では，直
径が大きい間隙が増えていた．これらのことから，間
隙率や引張強度だけでなく間隙径の分布状態が，石材
の凍結破砕に影響を与えていることが明かになった．

実験前後における間隙径分布の変化

実験後の岩石供試体

関連発表論文
Oguchi, C. T. and Yuasa, H.: Eﬀects of Rock Properties on Salt Weathering of Oya-tuﬀ -An
Experimental Study. Geological Society of London (印刷中）.
Swe Yu and Oguchi, C. T.: Is sodium sulfate invariably eﬀective in destroying any type of
rock? Geological Society of London (印刷中）.

関連研究費
小口 千明, 科学研究費・若手 A, 800 千円
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炭素同位体分析に基づく泥質堆積軟岩中の天然ガス移動に関する研究
渡辺 邦夫 (地圏科学研究センター)
石山 宏二 (西松建設技術研究所)
早稲田 周 (石油資源開発株式会社 技術研究所)
加藤 進 (地球科学総合研究所)
国丸 貴紀 (日本原子力研究開発機構)

背景・ニーズ・研究目的
高レベル放射性廃棄物地層処分の候補岩盤の 1 つが，新第三紀の泥質堆積軟岩である．一般に
泥質堆積岩は天然ガスを含み，その適切な処置が，処分場の建設時や処分操業時では大きな問題
となると考えられる．例えば，処分用のトンネル周辺にガスが貯留されれば，爆発の危険も生ず
る．そのため，岩盤中のガス移動を適切に評価することが大事となる．天然ガスの起源には２つ
考えられる．1 つは，地下深部で生ずる熱分解起源であり，他は，地下浅部の微生物起源である．
地下深部のガスは，透水性の大きい断層などの割れ目を経路として地下浅部に上昇し微生物起源
のガスと混合すると考えられているが，その移動・混合過程はよくわかっていない．本研究は，岩
盤内天然ガスの炭素の同位体の分布を調べてこの過程を研究するものである．

研究内容
岩盤の透水性とガス流動と混合との関係を明らかにするために，日本原子力研究開発機構幌延
深地層研究所構内に掘削された 500m 深ボーリングから 10m 毎に岩石試料を採取し，岩石に吸着
されたガスの炭素素同位体をヘッドスペース法で分析し，その分布を調べる．

研究成果
まず，ガスとしてはメタンガスが主要であり，
エタン，プロパンガスが少量含まれることがわ
かった．同位体については，熱分解起源のガスほ
ど 13 C が多い．今回分析した 13 C 濃度分布と別
途計測された透水試験結果を比較して，透水性の
大きい割れ目部で 13 C が多いことがわかった．割
れ目から離れるに伴って，13 C 濃度が小さくなる．
これは，深部のガスが透水性の大きい割れ目を移
動し，割れ目から周囲に拡散し，その過程で微生
物起源のガスと混合することを示している．今年
度はさらに，掘削中の別のボーリング孔の試料に
ついて分析を進めている．
ボーリング孔内のガス噴出状態

関連発表論文
石山 宏二，渡辺 邦夫，早稲田 周，加藤 進，国丸 貴紀: 堆積軟岩中のガス移動現象評価の試み.
土木学会年次講演会，CD-ROM, 2008.

40

プロジェクト研究 III/IV

岐阜県瑞浪地域の高フッ素地下水の起源に関する研究
Abdel-rahman M. Abdel-gawad （理工学研究科博士後期課程）
渡辺 邦夫 （地圏科学研究センター）
竹内 真司 （日本原子力研究開発機構）

背景：ニーズ
岐阜県瑞浪市の日本原子力研究開発機構，瑞浪超深地層研究所の立坑掘削時に，高フッ素地下
水が湧出した．地下水のフッ素イオン濃度が環境基準を越えるものであったため，その濃度を下
げて排水する事が求められた．フッ素の起源としては，花崗岩中の蛍石や黒雲母などが想定され
たが，花崗岩と地下水の反応時間によって，どのようにフッ素濃度が上昇するかなどはわかって
いない．

本年度の研究目的
80 日間にわたる水-岩石反応実験によってフッ素イオン濃度の変化を調べた．岩石試料は，瑞浪
超深地層研究所内に掘削された MIZ-1 ボーリングコアから，9 個採取した．ついで，フッ素イオ
ン濃度に与える共存イオンの影響を定式化した．さらに，自然の地下水に含まれるフッ素イオン
濃度と共存イオン濃度から，地下水の滞留時間の推定を行った．
-

F =1.09*TC

0.26

研究成果
まず，フッ素イオン濃度の上昇には，用
いる岩石によって大きな差があることがわ
かった．これは，主に，岩石試料中の蛍石の
含有量に影響されたものである．また，そ
れぞれのフッ素イオン濃度の上昇が時間の
指数関数で近似できることを示した．つい
で，遺伝的アルゴリズムを用いて，フッ素
濃度に与える共存イオンの影響を調べ定式
化した．また，実際の地下水の水質から，地
下水滞留時間を推定し，その結果を地下水
流動解析結果と比較した．その結果，滞留
時間は深度によって異なるものの，数年か
ら数十年程度と推定された．この滞留年に
ついては，今後さらに研究が必要である．
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関連発表論文
Abdelgawad, A.M., Watanabe, K., Takeuchi, S., and Mizuno, T.: Geochemical studies on the
occurrence of the ﬂuoride-rich groundwater in Mizunami area, Japan, Proc. 8th Int, Conf. on
Hydro-science and Engineering (ICHE08), CD-ROM, 2008.
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数千年オーダーの物質移動過程に関するナチュラルアナログ研究
長田昌彦 (地圏科学研究センター)
松下智明 (理工学研究科博士前期課程)

はじめに
屋久島は，九州の南端から南に約 60km ほどに位置する周
囲約 105km の円形の島である．島の中心には左の写真のよう
な屋久杉が観察され，1993 年にユネスコの世界自然遺産に登
録されたことで有名である．島の生態系は海によって隔たれ
ているので，生態学的には興味深いシステムであり，これま
で多くの研究がなされている．

研究対象

紀元杉 (樹齢 3,000 年)

屋久島は亜熱帯地域に位置しており，部分的にサンゴ礁も
形成されている．ここで研究対象としたのは，過去に形成さ
れたサンゴ礁が相対的な海水面変動によって隆起した，いわ
ゆる”離水サンゴ”周辺における割れ目である．

離水サンゴと割れ目充填物の年代
右の写真は，離水サンゴ (右下) 周辺を撮
影したものである．この離水サンゴから伸
びている数条の割れ目はみな硬化して盛り
上がっている．離水サンゴと割れ目充填物
を採取して年代を測定すると，離水サンゴ
が 5,000 から 6,000 年前の値を示すのに対
して，割れ目充填物は 2,000 年前など若い
値を示す．充填物を詳しく調べると，サン
ゴそのものが割れ目に入り込んだのではな
く，離水サンゴから CaCO3 が溶解して，割
れ目で沈殿したことを示す．

離水サンゴから伸びる割れ目

放射性廃棄物の地層処分技術との関連
ここで得られた結果は，放射性廃棄物の地層処分技術と密接に関連している．まず，考慮すべ
き時間のオーダーが一致していること，またコンクリートやグラウトの主成分は，サンゴとほぼ
同じであること，などである．したがってこの現象を詳しく調べることによって，様々な示唆が
得られることが期待される．またその他の工学的な問題，例えば CO2 の地下貯蔵の問題にも応用
できる可能性を秘めている．

関連発表研究
長田 昌彦, 高橋 学, 松下 智昭 (2008); 松下 智昭, 長田 昌彦, 竹村 貴人, 高橋 学 (2009)

関連研究費
長田 昌彦, 小口 千明, 高屋 康彦, 受託研究 (原子力環境整備促進・資金管理センター), 5,000 千円
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間隙水圧解析による，地下水環境管理システムの開発
渡辺 邦夫 （地圏科学研究センター）
竹内 真司 （日本原子力研究開発機構）
Mebruck M. Nurhusein （理工学研究科博士後期課程）

背景：ニーズ
地下構造物，例えばトンネルや立坑などの建設では，突発湧水や地表付近の地下水低下などの
所謂地下水障害への配慮が不可欠である．また，廃棄物処分場から有害物質が漏洩していないか
を常時監視する必要がある．さらに，汚染された土壌や地下水を浄化する場合，その効果を定量
的に把握することが重要となる．もし，地下水障害や物質漏洩が検知され，また，浄化効果が小
さいならば，速やかに有効な対策を講ずる必要がある．本地下水管理システムは長年にわたって
研究してきたものであり，地下水流れや水質の変化とその原因をいち早く把握するものでありそ
の重要性は大きい．

本年度の研究目的
本年度の研究目的は，今までの研究成果を踏まえて，地下水管理に有効なソフトウエアを開発
し，その実用性を実際のデータを用いて検証することである．

研究成果
データベース機能を持ち，
人工ニューラルネットワーク
（ANN）の理論を基礎にして地
下水位変動の速やかな検知を行
い，その結果を図示するソフト
ウェアを開発した．そのソフト
ウェアを用いて，日本原子力研
究開発機構が進めている瑞浪超
深地層研究所の立坑掘削に伴う
周辺の間隙水圧変動を解析し，
実用性が高いことを検証した．
開発したソフトウェアの入力・出力画面例

関連発表論文
若松 尚則，渡辺 邦夫，竹内 真司，三枝 博光: 線形回帰モデルと遺伝的アルゴリズムを用いた
観測井戸の地下水位変動データ分類. 応用地質，Vol.49, No.3, pp.126-138, 2008.
Mohammed, M., Watanabe, K. and Takeuchi, S.: Combined use of ﬁnite element method
and neural networks for the prediction of pore pressure change. Ann, Jour. Hydrauic Eng.,
CD-ROM, 2009.
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プロジェクト研究 IV

遺伝的アルゴリズムを用いた，タイ，バンコク平野の地下水管理研究
渡辺 邦夫（地圏科学研究センター）
Uruya Weesakul（タマサート大学工学部長）

背景：ニーズ
東南アジア諸国の平野部では地下水は大きな水資源となっている．しかし，過剰な揚水は地盤
沈下や地下水の塩水化などの環境問題をもたらすため，合理的な管理が必要となる．こういった
事情は，東南アジア諸国の中では最も開発が進んでいるタイ国のバンコク平野でも同様であり合
理的な地下水管理システムが求められている．この問題に対して，遺伝的アルゴリズム（GA）を
用いた地下水位変動解析を基礎とした管理システムの開発を国際共同研究として進めている．

本年度の研究目的
遺伝的アルゴリズムによって，地下水位変動がどの程度解析でき，また，バンコク平野の地下
水位変動の地域的な違いを研究した．これらは，地下水管理システムの基礎となる．

研究成果
Pathumthani

Nonthaburi
Bangkok

Samutprakan
Samutsakorn
Chao Phrara

バンコク及びその周辺地域の地下水変動区分

解析データは，バンコク市内
およびその周辺で 20 年間にわ
たって測定された約 30 の井戸
データ（月変動）を用いた．ま
ず，バンコク周辺の地下水位変
動特性から，いくつかの地域分
けができることが明らかとなっ
た．特に，チャオプラヤ川を境
に変動パターンが異なる．また
各地下水区が，南北に伸びてい
る傾向が認められた．この方向
は，本地域の大きな地下水流動
方向とほぼ同じである．また，
地下水変動の予測がかなり良い
精度でできることが明らかとな
った．

関連発表論文
Aﬀendi, A. K. and Watanabe, K.: Analysis of groundwater level ﬂuctuation in a plain area
using genetic algorithms and an artiﬁcial neural network. Lowland Technology Int., Vol.10,
No.2, pp.76-85, 2008.
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プロジェクト研究 IV

モンテリ地下研究所との共同研究–長期蒸発量・ひずみ量計測の開始–
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
Aung Ko Ko Soe (理工学研究科博士後期課程)
Paul Bossart (Director Mont Terri Project; swisstopo )

地下研究所に展示してあるパネルを撮影．右欄に埼玉大学の名前がある．

モンテリ地下研究所とは
モンテリ地下研究所は，スイス北西部のジュラ山脈内に建設された高速道路トンネルの避難ト
ンネル (security gallery) を利用した国際地下実験場である．上図の国旗にも現われているように，
ヨーロッパ各国と日本の機関が共同出資して，放射性廃棄物の地層処分に関連した堆積岩の研究
が数多く実施されている．1996 年当初は，避難トンネル側壁に掘り込み部（ニッチという）を利
用して各種の実験が行われていたが，その後試験坑道を拡張してさらに多彩な実験が行われるよ
うになった．2007 年度からさらに試験坑道の拡張工事が進められており，掘削直後からの長期蒸
発量計測およびひずみ計測を行うには，最適の期間となった．

今年度の作業内容
上記の拡張工事が進められている中での作業であり，灰塵を排出するための空気ダクトの影響
を考慮し，新規掘削坑道の壁面に small niche を掘り込み (左図)，蒸発量センサーと歪ゲージを埋
設した (右図)．落雷や工事に伴う停電に悩まされながらも，現在も計測が継続されている．

長期計測のための原位置測定装置のセットアップ

設置したひずみゲージと蒸発量センサー

関連発表論文
Aung Ko Ko Soe, Osada, M., Takahashi, M., and Sasaki, T.: Characterization of dryinginduced deformation behaviour of Opalinus clay and Tuﬀ in no-stress regime. Environmental
Geology, 2009 (now on web).
45

国際活動

国際高等の教育の支援 –東ティモール大学工学部支援プロジェクト–
風間 秀彦 (地圏科学研究センター)
渡辺 邦夫 (地圏科学研究センター)
川上 英二 (地圏科学研究センター)

まえがき
国際高等教育支援の一つとして，地圏科学研究センターと工学部建設工学科は国際協力機構
（JICA）の「東ティモール大学 (UNTL) 工学部支援プロジェクト」の土木工学科支援を平成 15〜
21 年度の予定で実施している (18 年 5 月〜19 年 7 月は内紛のため中断)．工学部の他学科は機械工
学科を長岡技術科学大学，電気工学科を岐阜大学が支援している．本プロジェクトは，

• 工学部教官の英語，数学，物理などの基礎
科目の学力向上，
• 工学部運営能力の向上と教育の質の改善，
• 東ティモールの現状とニーズに沿った工学
部のカリキュラム・シラバスの整備すること
を目的としている．これまで，土木工学科の支援
は，毎年本学教員 4 名を短期専門家として 2〜4
週間派遣して専門科目の指導，修士課程や短期研
修に教官の受け入れ，JICA の調査団員としての
派遣などである．地圏科学研究センターは，これ
まで長田准教授，風間客員教授を短期専門家とし
て派遣した．また，Mr. Lourenco を修士課程に
受け入れ，学位取得後に，2007 年から UNTL の
指導的立場で活躍している．

平成 20 年 6 月東ティモール大学とスラバヤ
工科大学との学術交流協定書に立会人の署
名する風間客員教授

平成 20 年度の支援
本年度から風間客員教授が本プロジェクトのチーフアドバイザーの職に就き，プロジェクト責
任者として年間の半分以上現地に滞在してプロジェクトの管理・運営，教育方法の改善等のために
工学部教官の指導を行うとともに，関連する工学部支援の業務にも携わっている．また，渡辺セ
ンター長は本プロジェクトの埼玉大学の責任者であるとともに，プロジェクト国内委員会のメン
バーである．2009 年 2 月にはプロジェクトの運営指導調査団として東ティモールに派遣され，プ
ロジェクト計画と進捗状況における課題の分析，課題解消に向けた措置の検討，今後の支援方針
とプロジェクト終了後の支援の是・否の検討などを行った．また，川上教授は学内の東ティモー
ル大学支援委員会の委員として支援方法，カリキュラム，シラバス検討等を行った．本年度 4 月
末から 3ヶ月間，土木工学科教官 Mr. Leandro を建設工学科でコンクリート・土質・水理実験の
研修を行った．
これらの支援によって，工学部の教官の英語，数学，物理の基礎学力は，2007 年 8 月に比べて
大幅にレベルアップしたが，工学基礎はアップの幅が小さかった．短期専門家はコンクリート・土
質・構造 (荷フレーム) の基礎理論と実験の指導を行い，実験方法，結果の整理と解釈，実務への
応用，機材の保守・管理方法などの技術移転を行い，教官は独自に学生教育ができるようになり
つつある．
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共有設備

走査型電子顕微鏡
日本電子株式会社製

JSM-5600LV

ニーズ
岩石，土壌，およびコンクリート等の地圏材料
の長期安定性を知るためには，最表面において反
応した物質を特定して風化変質機構を把握し，疲
労破壊等で形成された微細なクラックを詳細に観
察する必要がある．また，粘性土の微細組織の観
察にも有用である．数千から数万倍の観察画像を
コンピュータに取り込んで処理することが可能で
ある．

JSM-5610LV

システム概要
本装置は，固体材料の最表面におけるマイクロ
メートルサイズのものを見ることができる．高真
空〜低真空雰囲気における観察を行うことができ，
温度制御が可能なチャンバも附属している．岩石
や土壌，コンクリート等の地圏材料の場合，表面
を金属や炭素でコーティングして導電性を高めて
から観察を行う必要がある．

観察例
海水への浸漬と乾燥を繰り返した早強ポル
トランドセメントモルタルの表面

３つの観察事例を写真に示す．

圧裂引張試験によって形成された稲田花崗岩中の
石英の破面. 水平に通っている既存のマイクロク
ラックによって破面が乱されていることがわかる.
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ガラス質流紋岩の風化により形成された亀
裂（矢印）

共通設備

自動表面張力計
協和界面化学株式会社

CBVP-Z 型

ニーズ
岩石を多孔体とみなすと，岩石中にはマイクロポアからマクロポ
アまで様々な間隙が存在している．このような岩石中の毛管現象を
考える際には，間隙径のほかに溶液物性として液体の表面張力が必
要になる．すなわち，火山灰土で霜柱が高く立つように，マイクロ
ポアが多い材料の場合は溶液の吸い上げが高くなる．したがって，
固相-液相との反応フロントを推定する際には，不可欠のパラメー
タである．

装置の概要と表面張力測定の意義
本装置はきわめて単純な原理からなっている．用意した溶液中に
白金プレートがあたると，メニスカスが生じるが，それを電気的に
とらえることにより，張力に換算する．化学便覧によれば，水の場合
は約 71.96 dyne/cm (25 ℃) であるが，水銀の場合は 482.1 dyne/cm
(25 ℃) にも達する．なお，海面活性剤の場合は，通常，水よりも小
さい値となり，海水や塩溶液の場合は大きくなる．ただし，海水な
どの混合物や塩類風化を考える際の各種塩類溶液については，ほと
んど求められていない．これは，溶液の表面張力は，温度依存性と
ともに濃度依存性があり，これらの組み合わせのデータを得ること
は容易ではないからである．

表面張力計

本装置によるデータ例
溶液
表面張力
溶液温度
(mN/m) 計測時 (℃)

Na2 SO4
75.7
19.5
77.5
21.1
MgSO4
77.2
20.8
Na2 CO3
人工海水
73.7
21.8
蒸留水
73.4
18.5
※ 硫酸塩および炭酸塩溶液は，
20 ℃における飽和溶液を用いた

展望

0 ℃における蒸留水および硫酸ナトリウム
飽和溶液に，6 時間浸漬させて放置した白浜
砂岩および結晶片岩の毛管上昇高さ (いず
れも直径 5 cm，高さ 5 cm の円柱状供試体)

この値を綿密に調べることにより，海水（塩水）
浸入域や地下水帯における岩石-水相互反応の特
質や，塩害を受ける可能性がある地域における石
造構造物や土構造物の劣化の過程を研究が格段に
進歩する可能性を秘めている．
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第 III 部

センターの対外活動等
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第 8 回 彩の国 市民科学オープンフォーラムの開催
–首都圏直下地震による埼玉県の被害と防災–
平成 21 年 1 月 15 日大宮ソニックシティ・市民ホール

平成 20 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
玉県教育委員会，さいたま市，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 5 団体から後援を頂いた．
本年度のテーマは，
「首都圏直下地震によ
る埼玉県の被害と防災」として，

• 埼玉県地震被害想定調査について，
• 地震に強い家と耐震補強，
• 埼玉県の地盤と地震災害
についてご講演を頂いた．

本年度は，著名な講演者をお呼びする
とともに，若松客員教授と桑野教授によ
る関係各所への積極的な働きかけ，およ
び左図に示したように，日経新聞やさい
たま市報への掲載を通して，市民ならび
に自主防災組織への呼びかけにより，予
想を遥かに上回る 244 名の方々にご参加
いただきました．
パネルディスカッションでは，市民の
方々から多くの質問がなされた．例えば,

ᣣ⚻ᣂ⡞(2009ᐕ17ᣣ)ឝタ

䈘䈇䈢䉁Ꮢႎ䈻䈱ឝタ

• 震度 7 の地震が来たら，地震保険
はどうなるのかまたそのとき現在
の耐震基準でよいのか
• 伝統技法で作られた建物の補強は
可能か
• 高層ビルの耐震はどうなっている
のか
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䊐䉤䊷䊤䊛⸥

ᣣೀᑪ⸳Ꮏᬺᣂ⡞ (2009ᐕ119ᣣឝタ)

ၯ₹ᣂ⡞(2009ᐕ119ᣣឝタ)

満席となった会場.

• 東京直下型地震が起こるとすれば，どの駅が
安全か
• プレート型地震に伴うマグニチュード 8 クラ
スの地震についての被害想定はどうなってい
るか

質問に答える講演者ら

などである．これらについて，講演者からは，耐震
基準のスタンスや住宅品質確保促進法（品確法）の
説明，長周期地震やプレート型地震に対する現況の
説明がなされた．またお住まいの地点における地震
の揺れ方や地盤に関する情報については，埼玉県の
ホームページや地形分類図などを参考にするとよい
との回答があった．
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イラン遺産・遺物修復センター (RCCCR) との学術協定延長

地圏科学研究センターは，イランの遺跡遺物修復保存センター（RCCCR）との学術交流協定を
2002 年に締結した．その後，2005 年 5 月 24 日に，イラン文化遺産観光省を埼玉大学に招いて招
待講演を行った他，同国の世界遺産チョガザンビル遺跡やバム遺跡などの修復保存研究を共同で
行ってきた．例えば，2005 年 12 月には３名のセンター教員がバム遺跡で日干しレンガ構造物の地
震被害状況を調査した．2006 年 12 月には，地圏センターは RCCCR やユネスコなどと共に，チョ
ガザンビル遺跡で遺跡修復に関する研修会を共催した．
このような実績を背景にして，2008 年 8 月 12 日に，テヘランのイラン文化遺産観光省次官
Hashemi 氏の執務室において，RCCCR 長 Vatandoust 氏と学術交流協定延長に関する調印を行っ
た．この協定の下で，さらに共同研究を推進する．とりわけ，日干しレンガ構造物の耐震性向上
に関して貢献する予定である．

ỶἻὅ૨҄ᢡငᚇήႾ
иٻᐫᵦᵿᶑᶆᶃᶋᶇ൞ỉؓ
ѦܴỂỉܖᘐңܭ
ࡨᧈᛦҮẇ
ᛦҮỊẆᵒᵎЎᆉࡇỉॖ
ᙸʩ੭ỉࢸỆᘍỪủẺẇ
ᵐᵎᵎᵖ࠰ᵖஉᵏᵐଐẇ

ỶἻὅᢡငὉᢡཋ̲ࣄ
ἍὅἑὊίRCCCRὸểỉܖᘐңᧈࡨܭ
חעᅹܖᄂᆮἍὅἑὊỊẆỶἻὅRCCCR
ểܖᘐңܭửኽỎẆʻộỂẆỶἻὅϋỉ
ỉἓἹỾἈὅἥἽᢡួẆἢἲᢡួễỄỉ
̲ࣄὉ̬܍ѣửσӷᄂᆮểẲềᘍẾềẨ
ẺẇẸỉܱጚỆ
ؕỀẨẆܖᘐңܭửࡨᧈẲềẆσӷᄂᆮὉ
ऴإʩ੭ửᡶỜỦẇ

CCCR との学術交流協定調印．
左端は Hashemi 次官．下の写真の署名者が RCCCR 長，Vatandoust 氏
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第 IV 部

研究・社会活動等資料
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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： 41 編
著書，資料，解説，講義等： 7 編
学術講演： 32 編
海外出張： 25 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 3 名)
大学院博士前期課程修了者： 5 名 (うち留学生 2 名)
卒業研究指導生： 13 名 (うち留学生 1 名)

社会活動 (委員等)
学協会関連： 40 件
省庁関連： 12 件
地方自治体関連： 7 件
その他： 12 件
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2. 研究活動
a. 論文
論文タイトル
Three-dimensional Seismic Collapse Analysis of Wooden Houses
Using Rigid Body-Spring Method
Seismic Collapse Analysis of
Wooden Houses in Japan Using Nonlinear Rigid Body-Spring
Method
Experimental Studies on Nonlinear Response of Soil-PileStructure Systems Subjected to
Strong Ground Motion
柏崎刈羽原子力発電所内の鉛直ア
レーにおける新潟県中越沖地震と
その前後の S 波速度の経時変化
Geotechnical centrifuge tests on
the lateral response of double-pile
group subjected to lateral spreading liqueﬁed sand
Nonlinear stress-strain relation of
sand for expanding dynamic analysis

著者名

雑誌名等

Tingatinga,
E.,
Kawakami, H. and
Shrestha, S. M.

The Open Construction
and Building Technology Journal, Vol.2,
pp.116-123
14th World Conference on Earthquake
Engineering, CD-ROM

2008

Goit, C. S., Saito,
M., Kawakami, H.
and Nishiyama, S.

14th World Conference on Earthquake
Engineering, CD-ROM

2008

茂木 秀則, Shrestha,
S.M., 川上 英二, 岡
村 真也

日本地震工学会論文集，
第 9 巻，第 1 号, pp.19-31

2009

Dungca,
J. R.,
Izawa, J., Seki, S.
and Kuwano, J.

Proceedings of 5th International Conference on
Urban Earthquake Engineering, pp.257-261
Proceedings of 5th International Conference on
Urban Earthquake Engineering, pp.359-363
地 盤 工 学 ジャー ナ ル,
Vol.3, No.1, pp.55-71

Kawakami, H. and
Tingatinga, E.

Ohkawa, H.
Kuwano, J.

and

水平荷重を受ける地盤補強型基礎
における補強材打設角度の影響評
価

井澤 淳, 日下 寛彦,
中谷 登, 上野 誠, 佐
藤 博, 桑野 二郎

補強土工法の災害への対応

桑野 二郎

Centrifuge shaking table tests on
saturated reinforced soil walls

Izawa,
J.
Kuwano, J.

中空ねじり試験機を用いた豊浦砂
の変形特性に関する研究

大川 広, 桑野 二郎,
日下部 治, 太田 秀樹

Evaluation of damage of geogrid
reinforced soil wall based on wall
displacement

Izawa,
J.
Kuwano, J.
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and

and

発表年月

2008

2008.3

2008.3

2008.3

ジオシンセティックス技
術 情 報, Vol.24, No.1,
pp.1-4

2008.3

Proceeding of the 4th
Asian Regional Conference on Geosynthetics,
pp.191-196
応用力学論文集, 土木学
会, Vol.11, pp.377-388
Proceedings
of
4th
European Geosynthetics
Conference, CD-ROM
No.117

2008.6

2008.8
2008.9

論文タイトル

著者名

雑誌名等

Mechanical properties of compacted loam soils in old embankments

Kuwano,J., Younus
Ali, M. M., Kusaka,
H. and Tannai, M.

Eﬀects of geogrid shapes on pullout resistance in Toyoura sand

Nguyen, G. H.,
Kuwano J., Izawa,
J. and Seki, S.

Temperature eﬀect on swelling
characteristics of compacted bentonite

Shirazi,
S.
Kazama, H.
Kuwano J.

M.,
and

The inﬂuence of temperature on
swelling characteristics of compacted bentonite

Shirazi,
S.
Kazama, H.
Kuwano, J.

M,
and

Eﬀects of transverse ribs on pullout resistance and deformation
during the unloading-reloading
process
Yield surface and plastic strain
increment direction of Toyoura
sand on p’ – constant shear stress
plane
The critical state theory applied
to porous rock considering the
distructuration eﬀects

Nguyen, G. H.,
Kuwano J., Izawa,
J. and Seki, S.

Proceedings of 4th International Symposium on
Deformation Characteristics of Geomaterials,
IS-Atlanta 2008, Vol.1,
pp.335-340
Proceedings of the 10th
International Summer
Symposium,
JSCE,
pp.113-116
Proceedings of the 10th
International Summer
Symposium,
JSCE,
pp.241-244
International
Symposium on Environmental
Management
(iSEM
2008), EPT008
ジオシンセティックス論
文集, Vol.23, pp.37-44

不飽和土/水連成有限要素解析にお
ける空間離散化手法の検討

金澤 伸一, 橘 伸也,
河井 克之, 大野 進太
郎, 飯塚 敦

植生の吸水作用が地盤の安定性に
及ぼす影響

Eﬀect of void ratio on swelling
and permeability of bentnite

常時微動のＨ／Ｖスペクトル比と
地形・地盤分類を用いたスペクト
ル増幅率の推定

発表年月

2008.9

2008.9

2008.9

2008.9

2008.12

Proceeding of 6th Regional Symposium on
Infrastructure Development, GEO-21
Proceeding of 6th Regional Symposium on
Infrastructure Development, GEO-25
応用力学論文集, 土木学
会, Vol.11, pp.331-338

2009.1

河井 克之, 山田 竜太
郎, 飯塚 敦, 橘 伸也,
大野 進太郎

応用力学論文集, 土木学
会, Vol.11, pp.443-450

2008

Shirazi,
S. M.,
Kazama,
H.,
Chim-oye, W. and
Kuwano, J.
先名 重樹, 翠川 三
郎, 若松 加寿江

Australian Geomechanics, Vol.43, No.2, pp.919

2008.6

日本地震工学会論文集,
Vol.8, No.4

2008.11

Ohkawa,
H.,
Kuwano, J., Iizuka,
A., Kusakabe. O.
and Ohta, H.
Tachibana,
S.,
Iizuka,
A. and
Kuwano, J.
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2009.1

2008

論文タイトル

著者名

雑誌名等

Combination of genetic algorithm
and inverse solution technique for
estimating hydraulic properties
of unsaturated soft rock
線形回帰モデルと遺伝的アルゴリ
ズムを用いた観測井戸の地下水位
変動データ分類
Analysis of groundwater level
ﬂuctuation in a plain area using
genetic algorithms and an artiﬁcial neural network
Evaluation of uncertainties originating from the diﬀerent modeling approaches applied to analyze
regional groundwater ﬂow in the
Tono area, Japan

Min Maung Maung,
Watanabe
K.,
Sasaki T., Osada
M.
若松 尚則, 渡辺 邦
夫, 竹内 真司, 三枝
博光
Aﬀendi, A. K. and
Watanabe, K.

Jour. Japan Soc. Eng.
Geol., Vol.49, No.2,
pp.64-77

2008

応用地質, Vol.49, No.3,
pp.126-138

2008

Lowland
Technology
Int.,
Vol.10,
No.2,
pp.76-85

2008

Jour.
Contaminant
Hydrology,
Vol.103,
pp.168-181

2009

Proceedings of International
Symposium
Conservation of Ancient
Sites 2008 & ISRMSponsored
Regional
Symposium, pp.244-248
Ann, Jour. Hydrauic
Eng., CD-ROM

2008

Proc. 8th Int, Conf. on
Hydro-science and Engineering (ICHE08), CDROM
地 盤 工 学 ジャー ナ ル,
Vol.3, No.4, pp.287-294
応用地質, Vol.49, No.5,
pp.266-276
第 12 回岩の力学国内シ
ンポジウム講演論文集,
pp.959-964
第 12 回岩の力学国内シ
ンポジウム講演論文集,
pp.559-562

2008

Construction of topographic map
using close-range photogrammetry for the preservation of the
Buddhist monastery of Ajina
Tepa, Tajikistan
Combined use of ﬁnite element
method and neural networks for
the prediction of pore pressure
change
Geochemical studies on the
occurrence of the ﬂuoride-rich
groundwater in Mizunami area,
Japan
導電性ゴムを用いた岩石のひずみ
計測方法の適用性検討
岩石のせん断–透水–可視化同時試
験装置の開発とそのデータ解析法
割れ目の幾何学的構造と水みちに
関する一考察; 屋久島花崗岩の露
頭を例として
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

Ijiri, Y., Saegusa,
H., Sawada, A.,
Ono, M., Watanabe, K., Karasaki,
K., Daughty, C.,
Shimo,
M. and
Fumimura, K.
Fujii, Y., Watanabe, K. and Enrico,
F.

Mohammed,
M.,
Watanabe, K. and
Takeuchi, S.
Abdelgawad,
A.
M., Watanabe, K.,
Takeuchi, S., and
Mizuno, T.
松下 智昭, 長田 昌
彦, 竹村 貴人
朴 赫, 長田 昌彦, 渡
邉 邦夫
長田 昌彦, 高橋 学,
松下 智昭
宮崎 裕一, 長田 昌
彦, 高橋 学
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発表年月

2009

2008.12
2008.12
2008.9

2008.9

論文タイトル

著者名

雑誌名等

常時微動観測による岩塊の振動特
性の検討

茂木 秀則, 高橋 学,
長田 昌彦, 荒井 進吾

第 12 回岩の力学国内シ
ンポジウム講演論文集,
pp.53-58

2008.9

ラフネス計測による割れ目の形成
に関する情報取得の試み

村上 和哉, 長田 昌
彦, 藤井 幸泰, 松下
智昭

第 12 回岩の力学国内シ
ンポジウム講演論文集,
pp.855-860

2008.9

Evaluating the deformation behaviour of Shirahama sandstone
in moisture transfer process
Shear-ﬂow-visualization coupling
test and triaxial shear-ﬂow coupling test for soft sedimentary
rock.
Characterization
of
dryinginduced deformation behaviour
of Opalinus clay and Tuﬀ in
no-stress regime
Eﬀects of Rock Properties on Salt
Weathering of Oya-tuﬀ -An Experimental Study
Is sodium sulfate invariably effective in destroying any type of
rock?
海水によるモルタルの表面変質に
関する一実験

Aung Ko Ko Soe;
Osada, M. and Win,
T. T. N.
Park, H., Osada,
M., Sasaki, T.,
Takahashi, M. and
Kumagai, S.
Aung Ko Ko Soe,
Osada, M., Takahashi,
M.
and
Sasaki, T.
Oguchi, C. T. and
Yuasa, H.

The 12th Japan symposium on Rock Mechanics, pp.385-390
The 12th Japan symposium on Rock Mechanics, pp.391-396

2008.9

Environmental Geology,
DOI:10.1007/s00254008-1616-2

(in press)

Geological
London

Society

of

(in press)

Swe Yu and Oguchi,
C. T.

Geological
London

Society

of

(in press)

高屋 康彦, 青木 卓
朗, 小口 千明

粘土科学, Vol.47, pp.2533

61

発表年月

2008.9

2008.5

b. 著書，資料，解説，講義等
タイトル
平成 19 年度埼玉県地震被害想定調
査について

著者名

発表先等

川上 英二

第 8 回”彩の国”市民科学オープン
フォーラム: 首都圏直下地震によ
る埼玉県の被害と防災

2009.1

Introduction: Earthquake Damage to Wooden Houses in Japan

Kawakami,
H.

2008.11

ジョグジャカルタ近郊集落におけ
る地盤条件の調査報告

橘 伸 也,
Djoko Soelarno, 飯塚
敦

Special Lecture in University of
Hawaii, Earthquake Engineering
and Mitigation of Earthquake
Hazard
神戸大学都市安全研究センター研
究報告, Vol.12，pp.33-41

無載荷オープンケーソンと周辺砂
利層の摩擦抵抗に関する研究（ )

風間 秀彦,
竹内 康成,
五味 信治,
中出 睦

埼玉大学地域共同研究センター紀
要, 第８号, pp.102-105

2008.7

比表面積測定

小口 千明,
高屋 康彦,
八田 珠郎

第 135 回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

2009.2

解説 営力と大地形 1「ギャオ（ア 小口 千明
ルマンナ・ギャオ, アイスランド）」

地理・地図資料 2008 年特別号, 帝
国書院

2008.8

解説 営力と大地形 2「楯状地（ギ
アナ高地, ベネズエラ）」

地理・地図資料 2008 年特別号, 帝
国書院

2008.8

小口 千明
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発表年月

2008

c. 学術講演
タイトル
柏崎刈羽原子力発電所内の鉛直ア
レー観測記録の NIOM 解析

著者名

講演会名

発表年月

茂木 秀則, Shrestha
S. M., 川上 英二, 岡
村 真也

第 6 回日本地震工学会・
大会

2008.11

改良土とジオグリッドを組み合わ
せた補強土壁「ハイビーウォール
工法」の開発と施工事例

伊藤 秀行, 桑野 二
郎, 井澤 淳

第 17 回調査・設計・施工
技術報告会, 地盤工学会
中部支部,

2008.6

密な豊浦砂の降伏面と塑性ひずみ
方向についての実験的検討

大川 広, 桑野 二郎,
飯塚 敦, 日下部治,
太田 秀樹

第 43 回地盤工学研究発
表会発表講演集, pp.399400

2008.7

Eﬀects of unloading-reloading on
pullout resistance of geogrid in
Toyoura sand

Nguyen, H. G.,
Araki, Y., Saito,
K., Kuwano, J.,
Izawa, J. and Seki,
S.
井澤 淳, 桑野 二郎

第 43 回地盤工学研究発
表会発表講演集, pp.589590

2008.7

第 43 回地盤工学研究発
表会発表講演集, pp.621622

2008.7

Eﬀects of time on the mechanical properties of old embankment
soil
The critical state theory applied
to porous rock considering the destructuration eﬀects

Younus, Ali M. M.
and Kuwano, J.

第 43 回地盤工学研究発
表会発表講演集, pp.809810

2008.7

Tachibana,
S.,
Suzuki, T., Iizuka,
A. and Kuwano, J.

2009.1

陰解応力積分法を導入した地盤構
成式の検討

金 澤 伸 一, Thirapong
Pipatpongsa, 竹山 智英,
橘 伸也, 飯塚 敦

Proc. of the 6th Regional Symposium on
Infrastructure Development
第 5 回地盤工学関東支
部発表会 GeoKanto2008,
地盤工学会, GK-113

破砕によるダイレイタンシー特性
を考慮した岩石材料の弾塑性構成
モデル

佐伯 拓也, 橘 伸也,
飯塚 敦

第 63 回年次学術講演会,
土木学会，III-4

2008.9

Ground deformations and their
eﬀects on structures in Midorigaoka district,
Kushiro,
Hokkaido, Japan during recent
successive earthquakes

Wakamatsu, K. and
Yoshida, N.

2008.7

地形・地盤分類 250m メッシュマッ
プ全国版の構築

若松 加寿江, 松岡 昌
志

常時微動のＨ／Ｖスペクトル比と
地形・地盤分類を用いた スペクト
ル増幅率の推定

先名 重樹, 翠川 三
郎, 若松 加寿江

Proc.,
2008 Seismic
Engineering Conference
Comemorating the 1908
Messina and Reggio
Calabria
Earthqiauke
(Reggio Calabria, Italy)
日本地震工学会大会 –
2008 梗概集（仙台）
日本地震工学会大会 –
2008 梗概集（仙台）

壁面の傾きを用いた補強土擁壁の
地震時損傷度評価

63

2008.11

2008.11
2008.11

タイトル

著者名

講演会名

The inﬂuence of temparature on
swelling characteristics of compacted bentonite for waste disposal

Shirazi
S.
Kazama H.
Kuwano J.

Slope failure in East Timor

Kazama, H.

シルクロードに沿ったタジキスタ
ン南部の仏教遺跡アジナテパの修
復

渡辺 邦夫, 藤井 幸
泰, Enrico Fodde

軟岩の不飽和透水パラメーター同
定における，遺伝的アルゴリズム
の収束性の基礎研究

渡辺 邦夫, 石山 宏二

堆積軟岩中のガス移動現象評価の
試み

International
Symposium
on
Environmental
Management;
HazardousEnvironmental Management Toward Sustainability, Nakorn Nayok,
Thailand, pp.16-17
Seminar on actual condition of slope failure in
Timor-Leste, Organized
by National Directorate
of Research and Development, Ministry of Infrastructure
地盤工学会, 歴史的地盤
構造物の構築技術および
保存技術に関するシンポ
ジウム講演論文集
土木学会年次講演会，
CD-ROM

2008.9

石山 宏二, 渡辺 邦
夫, 早稲田 周, 加藤
進, 国丸 貴紀,

土木学会年次講演会，
CD-ROM

2008

Application of photogrammetry
as a tool of environmental monitoring

Zhang, H., Watanabe, K. and Fujii,
Y.

Analytical study on the origin of
Fluoride-rich groundwater in the
MIzunami area, Japan

Abdel-gawad,
A.M., Chinone, T.,
Mebruck, M.N. and
Watanabe, K.

稲田花崗岩の天然の割れ目系の性
質と成因について

藤井 幸泰, 高橋 学,
長田 昌彦, 竹村 貴人

International
Symposium
on
Environmental
Management;
HazardousEnvironmental Management Toward Sustainability, Nakorn Nayok,
Thailand, CD-ROM.
International
Symposium
on
Environmental
Management;
HazardousEnvironmental Management Toward Sustainability, Nakorn Nayok,
Thailand, CD-ROM.
日本応用地質学会平成 20
年度研究発表会講演論文
集, pp.187-188

64

M.,
and

発表年月

2008.6

2008

2008

2008.9

2008.9

2008.10

タイトル

著者名

講演会名

発表年月

空間スケールに応じた割れ目と水
みちの評価手法 (その１)

竹内 真司, 三枝 博
光, 塩崎 功, 細谷 真
一, 長田 昌彦

日本応用地質学会平成 20
年度研究発表会講演論文
集, pp.197-198

2008.10

一面せん断変形下における岩石の
透水特性の変化

熊谷 聡之, 長田 昌
彦, 朴 赫

第 38 回岩盤力学に関す
るシンポジウム, pp.296299

2009.1

ヘッセ行列を用いた画像解析に基
づく岩石の割れ目断面積の評価

安 昶完, 長田 昌彦,
高橋 学

第 38 回岩盤力学に関す
るシンポジウム, pp.358362

2009.1

花崗岩における水みち近傍の硬化
原因に関する化学的検討

松下 智昭, 長田 昌
彦, 竹村 貴人, 高橋
学

第 38 回岩盤力学に関す
るシンポジウム, pp.272276

2009.1

Study in salt weathering on concrete: ﬁeld observation and experiment

Oguchi, C. T. and
Yamada, T.

2008.4

Is sodium sulfate always the most
eﬀective salt in destroying any
type of rock?

Swe Yu and Oguchi,
C. T.

GIS による基礎調査と含有鉱物調
査からみたモンゴル・タバントル
ゴイ炭鉱開発に伴う環境劣化予測
史跡吉見百穴の温湿度環境に伴う
塩類風化に関する研究

小口 千明 , ダンディ
ンドルジ・デジデマ

海水によるモルタルの表面変質に
関する一実験

高屋 康彦, 中山 丈
士, 小口 千明, 八田
珠郎

Experimental study on surface alteration of limestone and mortar
attacked by seawater

Takaya, Y., Aoki,
T., Nakayama, T.
and Oguchi, C. T.

Coal Characterization and the
predicted environmental inﬂuence due to mining on Tavantolgoi Coal Mine in Mongolia

Oguchi,
C. T.,
Damdindorj,
D.
and Takaya, Y.

Europearn Geosciences
Union, General Assembly 2008, Vienna, Austria
Europearn Geosciences
Union, General Assembly 2008, Vienna, Austria, CD-ROM
日本地球惑星科学連合
2008 年合同大会, (幕張メ
ッセ), CD-ROM
日本地球惑星科学連合
2008 年合同大会, (幕張メ
ッセ), CD-ROM
日本地球惑星科学連合
2008 年合同大会, (幕張メ
ッセ), CD-ROM
International
Symposium
on
Environmental
Management;
HazardousEnvironmental Management Toward Sustainability, Nakorn Nayok,
Thailand, pp.32-33
International
Symposium
on
Environmental
Management;
HazardousEnvironmental Management Toward Sustainability, Nakorn Nayok,
Thailand, pp.126-127

小口 千明, 大西 亮
平, Thidar Aye, 高
屋 康彦, Swe Yu

65

2008.4

2008. 5

2008. 5.

2008.5

2008.9

2008.9

タイトル

著者名

講演会名

海水によるモルタルの表面変質に
関する実験的研究

高屋 康彦, 中山 丈
士, 小口 千明, 八田
珠郎

日本粘土学会秋季大会,
(琉球大学)

66

発表年月

2008.9

3. 社会活動
川上 英二

期間

土木学会地震工学委員会
日本自然災害学会
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

委員
評議員
委員
委員

1990
1999
2003
2007

小口 千明

〜
〜
〜
〜

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〜
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
埼玉県環境科学国際センター
さいたま市大規模小売店舗法協議会

講師

2002

〜

委員
委員
客員研究員
委員

2005
2005
2006
2009

〜
〜
〜
〜

風間 秀彦

期間

(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

理事
委員

2000
2004

若松 加寿江

〜
〜

2008
2008

期間

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
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
地盤工学会 新潟県中越沖地震災害調査委員会
土木学会 地震工学委員会 防災企画推進小委
員会
国土交通省 土地の安全性調査に関する検討委
員会
国土交通省 土地の安全性調査のための調査図
検討部会
日本地震工学会 アーカイブス研究委員会
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委員

1994

〜

委員

1995

〜

幹事委員

1998

〜

理事
委員
委員
委員
委員

2002
2007
2007
2007
2008

〜
〜
〜
〜
〜

委員

2008

〜

部会長

2008

〜

委員

2008

〜

桑野 二郎

期間

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
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
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
人事院 国家公務員採用 1 種試験 (20 年度試験
土木分野)
地盤工学会 災害連絡会議
土木研究センター 盛土・地盤補強用ジオグリッ
ド「アデム」HG タイプ建設技術審査証明委
員会
自然災害研究協議会

International Geosynthetics Society
土木研究センター 盛土・地盤補強用ジオグリッ
ド「セルフォース F タイプ」建設技術審査証
明委員会
土木研究センター 盛土・地盤補強用ジオグリッ
ド「テナックス TT」建設技術審査証明委員会
桶川市公共事業再評価監視委員会
(財) ベターリビング 茅ヶ崎 UR 浜見平液状
化調査検討委員会
土木研究センター 盛土・地盤補強用ジオグリッ
ド「TRIGRID EX」建設技術審査証明委員会
長崎県 県庁舎整備特別委員会

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

〜

委員長

2007

〜

委員長

2007

〜

専門試験委
員
地方連絡委
員
委員長

2007

〜

2007

〜

2008

〜

委員・関東
地区部会長
Council
Member
委員長

2008

〜

2008

〜

2008

〜

2008

委員長

2008

〜

2008

委員長
委員

2008
2008

〜
〜

2009

委員長

2008

〜

2009

参考人

2009

〜

2009

橘 伸也

期間

土木学会 教育論文集編集委員会
地盤工学会関東支部 支部発表会グループ
地盤工学会関東支部 埼玉県グループ
地盤工学会 「地盤工学会誌」編集委員会
地盤工学会 出版企画委員会

68

委員
幹事
幹事
委員
委員

2006
2008
2008
2008
2008

〜
〜
〜
〜
〜

2008

2008

2008

渡邉 邦夫

期間

日本原子力研究開発機構 湧水抑制対策検討委
員会
日本原子力研究開発機構 深地層の研究施設計
画検討委員会
日本原子力研究開発機構 地層処分に係る水文
地質学的変化による影響に関する調査専門部
会
茨城県 地下水利用審査会
UNESCO アジナテパ修復プロジェクト
文化庁 文化遺産国際協力コンソーシアム 東
アジア中央アジア分科会
ICOMOS 土構造遺跡修復国際会議
JICA 東ティモール大学支援運営指導調査委
員会
独立行政法人産業技術総合研究所
日本原子力研究開発機構 安全研究委員会

委員

2005

〜

委員

2005

〜

委員

2005

〜

委員
国際専門家
リーダー
委員

2005
2005

〜
〜

2007

〜

専門委員
委員

2008
2008

〜
〜

客員研究員
専門委員

2008
2008

〜
〜

長田 昌彦

期間

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
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
日本計算工学会 長大斜面安定・対策検討委員
会
日本応用地質学会
土木学会 岩盤力学委員会 論文小委員会
地盤工学会 基準部会
地盤工学会 地盤調査規格・基準委員会
日本計算工学会 プロジェクト研究委員会「岩
盤不連続面のモデル化と入力物性評価に関す
る研究委員会」

69

委員
委員
委員
幹事委員
委員
客員研究員
委員

2001
2002
2003
2003
2005
2005
2006

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

委員
委員

2006
2007

〜
〜

委員長

2007

〜

理事
委員
部員
幹事
委員

2008
2008
2008
2008
2009

〜
〜
〜
〜
〜

2009

2011

4. 海外活動
氏名

行き先

小口 千明

オーストリア

渡邉 邦夫

活動内容
Europearn Geosciences Union,
General Assembly 2008（ヨーロッ
パ地球科学会議 2008 年大会）での
研究発表
カザ フ スタ ン ， アジナテパ仏教僧院遺跡修復・保
タジキスタン
存研究

小口 千明

フランス

フランスの教会建築物の風化調査

風間 秀彦

東ティモール

渡邉 邦夫

ネパール

JICA 東ティモール大学工学部支援
プロジェクトチーフアドバイザー
東ティモールの斜面崩壊の実態調
査と防止対策の検討
ネパールの水文に関する研究打ち
合わせ

桑野 二郎

中国

若松 加寿江

イタリア

長田 昌彦
渡邉 邦夫

4th Asian Regional Conference
on Geosynthetics 論文発表

2008 Seismic Engineering Conference Comemorating the 1908
Messina and Reggio Calabria
Earthqiauke に参加・研究発表
スイス
モンテリ地下研究所での長期蒸発
量計測の開始と研究打ち合わせ
カザ フ スタ ン ， アジナテパ仏教僧院遺跡修復・保
タジキスタン
存研究

風間 秀彦

東ティモール

渡邉 邦夫

イラン

桑野 二郎

イギリス

JICA 東ティモール大学工学部支援
プロジェクトチーフアドバイザー,
および土木工学科教官の指導
イラン RCCCR との協定締結

国際ジオシンセティックス学会理
事会出席，4th European Geosynthetics Conference 論文発表
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期間
2008.4.13
〜
2008.4.18

2008.4.15
〜
2008.4.23
2008.4.19
〜
2008.4.22
2008.5.4 〜
2008.7.5

2008.6.14
〜
2008.6.18
2008.6.16
〜
2008.6.20
2008.7.8〜
2008.7.11

2008.7.9〜
2008.7.18
2008.7.10
〜
2008.7.19
2008.8.3〜
2008.9.13
2008.8.11
〜
2008.8.14
2008.9.5〜
2008.9.15

氏名

行き先

活動内容

期間

風間 秀彦

タイ

環境マネージメントに関する国際
シンポジウム (ISEM), および「環
境社会基盤国際連携大学院プログ
ラム (ICGP)」のタマサート大学
との大学院連携と学生交流

2008.9.20
〜
2008.9.30

渡邉 邦夫

タイ

ISEM 出席，学生指導（ICGP）

桑野 二郎

小口 千明

若松 加寿江

川上 英二

風間 秀彦

渡邉 邦夫

川上 英二

桑野 二郎

渡邉 邦夫

風間 秀彦

渡邉 邦夫

2008.9.21
〜
2008.9.30
アメリカ
4th International Symposium on 2008.9.21
Deformation Characteristics of 〜
2008.9.26
Geomaterials 論文発表
タイ
iSEM 出席, タマサート大学訪問, 2008.9.21
アユタヤ遺跡調査, タイ地質調査 〜
所訪問
2008.9.27
中国
第 14 回世界地震工学会議に参加， 2008.10.12
四川地震の被害について中国人研 〜
究者と情報交換
2008.10.16
中国
第 14 回世界地震工学会議での発表 2008.10.12
〜
2008.10.18
東ティモール
JICA 東ティモール大学工学部支援 2008.10.19
プロジェクトチーフアドバイザー 〜
2008.12.25
カザ フ スタ ン ， アジナテパ仏教僧院遺跡修復・保 2008.10.21
タジキスタン
存研究
〜
2008.11.1
アメリカ
ハワイ大学での非常勤講師
2008.11.2
〜
2008.11.9
韓国
建設技術審査証明委員会出席，工 2008.11.5
〜
場及び現場視察
2008.11.6
カザ フ スタ ン ， アジナテパ仏教僧院遺跡修復・保 2008.12.7
タジキスタン
存研究
〜
2008.12.15
東ティモール
JICA 東ティモール大学工学部支援 2009.2.1
プロジェクトチーフアドバイザー 〜
東ティモ−ルの斜面崩壊の実態調 2009.3.25
査と防止対策の総合的検討
東ティモール
JICA 東ティモールプロジェクト中 2009.2.23
間評価ミッション
〜
2009.3.4
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5. 学生指導実績
博士後期課程 (博士課程)
氏名

論文タイトル

指導教員

備考

Eric Augustus
Tingatinga
Park Hyuck

Gravity Eﬀects on Earthquake Response
of Analytical Building Models
Development of shear-ﬂow-visualization
coupling test apparatus and its application
to soft sedimentary rock
深層の亀裂性岩盤を対象とした水理地質構
造の評価技術に関する研究
Synthesis of Hydrogeochemical Studies on
The Fluoride-Rich Groundwater in Mizunami Area, Japan

川上 英二

2008 年 9 月
学位取得
2008 年 9 月
学位取得

竹内 真司

Abdelrahman
Mohamed
Abdelgawad

渡邉邦夫

渡邉邦夫
渡邉邦夫

2009 年 3 月
学位取得
2009 年 3 月
学位取得

博士前期課程 (修士課程)
氏名

論文タイトル

指導教員

備考

MUNIR SARFRAZ
熊谷 聡之

Techniques of parallel computing to accelerate engineering computations
一面せん断変形下における割れ目構造の発
達過程を考慮した岩石の透水特性変化
不連続変形法の逆解析アルゴリズムを用い
た岩盤物性の推定に関する基礎研究
岩盤割れ目近傍における数千年オーダーの
物質移動過程に関する一考察
ヘッセ行列を用いた画像処理による岩石の
割れ目面積の評価

川上 英二

平成 21 年
3 月修了

長田 昌彦

平成 21 年
3 月修了

長田 昌彦

平成 21 年
3 月修了

長田 昌彦

平成 21 年
3 月修了

長田 昌彦

平成 21 年
3 月修了

野口 翔太郎
松下 智昭
安 昶完
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学部生
氏名

論文タイトル

指導教員

備考

松村 優樹

長大岩盤斜面の安定化対策のための崩壊土の
物性値推定に関する基礎研究

長田 昌彦

平成 21 年
3 月卒業

三好 修太

タイ・バンコク地域の地下水変動の遺伝的ア
ルゴリズムによる解析

渡邉 邦夫

平成 21 年
3 月卒業

山中 一朗

珪藻泥岩の一面せん断破壊後の透水挙動に関
する研究

長田 昌彦

林 志勲

遺伝的アルゴリズムによる，地下水流出に与
える透水係数の推定に関する研究

渡邉 邦夫

大澤 祐子

凍結融解作用による石材風化に与える岩石物
性と硫酸塩の影響

小口 千明

苅込 周平

瑞浪超深層研究所の立抗掘削に伴う周辺の間
隙水圧変化の解析

渡邉 邦夫

清水 浩一

高速道路高盛土の建設時における圧縮沈下特
性

桑野 二郎,
橘 伸也

関口 昭宏

海水および硫酸塩溶液によるモルタル変質機
構に関する実験的研究

小口 千明

橋本 翔

応力履歴が軟弱地盤上の戸建住宅の沈下に及
ぼす影響

桑野 二郎,
橘 伸也

布施 優

ジオグリッド形状が除荷・再載荷履歴を伴う
引抜き特性に及ぼす影響

桑野 二郎

山崎 麻衣

史跡・吉見百穴における析出塩の種類と壁面
破壊に関する研究

小口 千明

桶田 武

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

川上 英二

渡部 裕介

RC 造建築物における耐震診断プログラムの
開発

川上 英二

平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
平成 21 年
3 月卒業
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第V部

付録
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教員プロフィール
はじめに，地圏科学研究センターのスタッフと学生さんを紹介します。その後に，教員のプロ
フィールが続きます。紙面では表現できない雰囲気を感じていただければ幸いです。

地圏科学研究センターのスタッフと学生諸君

歓迎会後の記念撮影. 地圏科学研究センター 3 階セミナー室にて. (2008 年 11 月)
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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.
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地圏防災科学研究分野

教授 川上 英二 (かわかみ ひでじ)

専門分野 ライフラインシステムの安全性・信頼性工学
生年月日 昭和 26 年 4 月 22 日
最終学歴 東京大学大学院工学系研究科博士課程
学位取得 工学博士 (東京大学)，1979 年
博士論文タイトル「地中埋設管システムの地震時の機能の安全性の評価
方法に関する研究」

主な論文

• 道路交通システムの機能上の耐震性の一評価方法，土木学会論文集，1982.
• ライフラインシステムの被災度予測と耐震対策，土と基礎，1983.
• 大地震に東京は耐えられるか，潮，1997.
• 東京水道における耐震性評価，水道協会雑誌，1999.
• 強震動アレーデータに基づく隣接二地点間の最大加速度比の確率分布，土木学会論文集，1999.
主な著書

• 地震と対策−大地震の疑問に答える−，白亜書房，1992.
• 1992 トルコ地震災害調査報告，丸善 (日本建築学会)，1993.
• 首都圏エリア別防災ガイド，同文書院，1995.
• 阪神・淡路大震災調査報告，上水道，丸善 (土木学会)，1997.
• 地震と都市ライフライン，京都大学学術出版会，1998.
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地圏防災科学研究分野

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
博士課程中退
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

• 水平荷重を受ける地盤補強型基礎における補強材打設角度の影響評価, 地盤工学ジャーナル,
2008.
• 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, 2007.
• Shaking table tests on the lateral response of a pile buried in liqueﬁed sand, Soil Dynamics
and Earthquake Engineering, 2006.
• 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.
主な著書

• 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），地盤工学会，2006.
• Geosynthetics (editors), Millpress, 2006.
• Dynamic Safety of Earth and Rockﬁll Dams(共著), AA Balkema, 1994.
• 新土木実験指導書【土質編】（分担執筆），技報堂出版，1993.
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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.
• 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.
• Constituent material properties and clast size distribution of volcanic breccia, Engineering
Geology, 2002.
• 割れ目の幾何学的構造と水みちに関する一考察; 屋久島花崗岩の露頭を例として, 第 12 回岩
の力学国内シンポジウム講演論文集, 2008.
• 岩石のせん断–透水–可視化同時試験装置の開発とそのデータ解析法, 応用地質, 2008.
• Characterization of drying-induced deformation behaviour of Opalinus clay and Tuﬀ in
no-stress regime, Environmental Geology, 2009(in press).
主な著書等

• 地盤工学用語辞典, 第 11 章 岩の性質 (分担執筆), 地盤工学会, 2005.
• 設計用地盤定数の決め方–岩盤編–, 第 2 章 (分担執筆), 地盤工学会, 2007.
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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

• Microstructural inﬂuence on strength reduction of porous rhyolite during weathering,
Zeitschrift fur Geomorphologie. N. F., Supplement Band, Vol. 119, pp.91-103, 1999.
• Eﬀect of porosity on the increase in weathering-rind thickness of andesite gravel, Engineering Geology, Vol. 55, No. 1, pp.77-89, 1999.
• Weathering rates over 40,000 years based on the changes in rock properties of porous
rhyolite, Physics and Chemistry of the Earth, Part A, Vol. 24, No. 10, pp.861-870, 1999.
• Formation of weathering rinds on andesite, Earth Surface Processes and Landforms, Vol.
26, No. 8, pp.847-858, 2001.
• 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.
• A porosity-related diﬀusion model of weathering-rind development. Catena, Vol. 58,
pp.65-75, 2004
• Application of weathering susceptobiolity index to salt damage on a brick monument. in
Fort, A. B., Gomez, H. and Vazquez, C (eds), Heritage, Weathering and Conservation.
Taylor & Francis Group, London, pp. 217-227, 2006
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地圏防災科学研究分野

客員教授 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.
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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.
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役職

氏

名

最終学歴

所 属

専

門

准教授

山辺 正

工学博士

理工学研究科・建設工学科

岩盤力学、岩盤における熱・応
力・浸透連成問題の数値解析

教授

岩下 和義

工学博士

理工学研究科・建設工学科

動土質力学、粒状体の数値実
験、耐震工学

准教授

井口 欣也

文学修士

教養学部・文化人類学

文化人類学、アンデス考古学

准教授

茂木 秀則

博士 (工学)

理工学研究科・建設工学科

地震工学、地盤振動

助教

谷山 尚

博士 (工学)

理工学研究科・建設工学科

地震工学

准教授

斎藤 正人

博士 (工学)

理工学研究科・建設工学科

耐震工学、地震工学
以上 6 名

研究推進・評価委員会委員名簿

名

任期 H19.10.1〜H21.9.30
所属機関・役職

委員

青木 繁夫

サイバー大学世界遺産学部・教授

副委員長

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

委員長

坪谷 隆夫

委員

山田 正晴

(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

会

務

氏
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