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第 9 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月の設立から平成 19 年度 3 月末まで、第 I 期 7 年計画と
して、
(1) 自然災害、特に地震災害に強い都市構築技術の研究、

(2) 都市活動が必然的に生み出す高度危険廃棄物の安全な地下埋設処分技術と汚染した大地の浄
化技術に関する研究、
(3) 欧米や東南アジア諸国等の研究機関との共同研究推進及び高等工学教育支援、
(4) 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、自然災害の収集とその解析に基づいて、社会の防災意識向上に関する啓蒙 (啓発)
活動を積極的に進めました．
平成 21 年度は、センター活動の第 II 期がスタートして 2 年目の年度であります．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．この期間の最大の目標は、センターが第
I 期で行ってきた活動の成果を踏まえ、まずセンターが名実共に地圏科学の国内外の研究拠点にな
るべく，研究活動や社会貢献活動を推進することであります．この目標達成のためには、現代社
会が解決を求めているテーマについて国際的研究成果を挙げる事が、まず重要であります．それ
と同時に、研究成果を踏まえ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
して行く事が必要と考えております．そのため、国際的な最新の研究動向を把握し不断に努力す
ると共に、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ります．
社会の意見を聞き、社会貢献の実を高めるためには、センターの行っている研究の内容と成果
をわかりやすく提示することが必要と考えております．この事から、平成 20 年度の年報から、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て社会に提示する編
集としました．それらの技術シーズ群を、本年報では昨年度に引き続き、プロジェクト研究 I、II、
III、IV という名を付けて整理しております．
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 21 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．
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第I部

地圏科学研究センターの活動概要

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
の順に示す．
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平成 21 年 9 月

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 20 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 21 年 3 月 26 日に行なわれた第 9 回研究推進・評価委員会の議を踏まえ，平成 20 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 8 年目が経過し，10 年を目途としているセンターの活動が
重要な時期を迎えている．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，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 19 年度の活動評価と提言の内容を平成
20 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．特に，新
たに地盤工学の助教が着任され研究スタッフの強化が図られたことは重要である．
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」の分野で多岐にわたる研究テーマを 4 件のプロジェクトに統合して総合
力を発揮した研究が実施され，平成 20 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，各研究スタッフ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．さらに，高速道路
高盛土の特性研究のように複数のプロジェクトにまたがる研究課題についても各研究スタッ
フの連携のもとに成果を上げている．地圏科学の最新の知と成果が高度化している都市社会
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. さらに，本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第 8 巻を発刊するとともに，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できるよう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．しかし，セン
ターのホームページは必ずしも注目されているとは言えないことがアクセス数からも伺える．
引き続き，各研究スタッフがホームページを通じて研究成果などを社会に情報発信していく
ことがセンター活動に対する社会の支持を得ていくうえで重要ではないかと思われる．
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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研究スタッ
フ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
くよう取り組むことも重要である．
「遺跡の修復から安全技術を学ぶ」として本年 2 月にメ
ディアに取り上げられていることは評価すべき事項であるが，このプロジェクトにかかわら
ずセンターの全般の研究活動がメディアに取り上げられる機会を増やすような情報発信のあ
り方に工夫を凝らすこともセンターの発展基盤として重要である．
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．引き続
き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．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 PDCA を
まわした活動を展開することを望む．
9. 昨年の評価において，センターが都市型社会の安全・安心に不安を抱きながら顕在化しにく
い市民のニーズに対して，例えば「社会のニーズに応えられる処方箋」として研究成果をも
とに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であるとの指摘をした．
20 年度に埼玉県にセンター教員が派遣され防災対策について組織的・科学的な貢献が開始
されたことは，推進・評価委員会の提言が一部実行に移されたものと評価できる．
10. センターの研究成果に基づいた市民への啓蒙 (啓発) 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 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 21 年 1 月 15 日，大
宮ソニックシティ・市民ホール）が市民など 250 名の参加を得て開催されたとのことである．
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．一方，高齢化社会を迎えるなかで身のまわりの安全や環境
問題についての市民の関心が高まりつつあることを受け，埼玉県の自治体などは市民の学習
意欲に応える市民講座などを支援している．センターは，そのような機会を活用した「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
ある．
11. 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．
12. 一方，センター設立以来継続的に発行されてきた年報については，市民向け，共同利用者向
け，メディア向けなど年報発刊の目的を一層明確にすることが望まれる．その目的に沿って
研究内容などの記述ぶり，発行時期，体裁など年報のあり方を早急に整理することが望ま
れる．
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
埼玉県や関係自治体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
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待する．また，取り上げたプロジェクト研究の目標の早期実現と内容の充実のためにも産学
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．

14. 埼玉大学が地域社会をはじめとする学外からの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．社会にセンターの活動と成果が一層認知されることが
組織の強化のためにも重要である．
15. また，学術的には，国内外の研究機関の共同研究拠点としての実をあげる努力を引き続き進
めていくことを望む．
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「平成 20 年度センターの活動評価と提言」に応えて
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 8 年目が経過し，10 年を目途としているセンターの活動が
重要な時期を迎えている．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，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．


平成 21 年度も，研究推進・評価委員会から頂きました「活動評価と提言」の内容を重く
受け止めて活動を行いました．以下，御指摘頂きました各事項の対応について説明いたし
ます．

2. センターが，研究開発推進・評価委員会による平成 19 年度の活動評価と提言の内容を平成
20 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．特に，新
たに地盤工学の助教が着任され研究スタッフの強化が図られたことは重要である．


地盤工学分野の橘助教は，着任以来，研究推進・評価委員会の期待に応えて，実験・解
析研究，学生研究指導など全般に渡って着実に活動を続け，今年度は，地盤の水・応力・
変形解析プログラム開発について国際的な高い評価を受けました．

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」の分野で多岐にわたる研究テーマを 4 件のプロジェクトに統合して総合
力を発揮した研究が実施され，平成 20 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，各研究スタッフ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．さらに，高速道路
高盛土の特性研究のように複数のプロジェクトにまたがる研究課題についても各研究スタッ
フの連携のもとに成果を上げている．地圏科学の最新の知と成果が高度化している都市社会
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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平成 21 年度も，
「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」
の各プロジェクト研究で着実に研究を進めました．その成果を本年報で報告するように，
多数の査読付論文や学会発表があります．ご指摘のように「都市社会の安全と安心の向
上」に寄与する研究を推進する事は大学の社会的責務と認識しております．センターで
は，平成 21 年度も後述する「研究成果の社会還元」と併せてその進展に当たりました．

4. さらに，本年度も埼玉大学地圏科学研究センター年報第 8 巻を発刊するとともに，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．


今年度も，埼玉大学地圏科学研究センター年報第 9 巻を発刊し，平成 21 年度にセンター
が行った研究概要と成果について報告しました．それらの研究につきましては，本研究推
進・評価委員会の客観評価を頂きながら進めております．

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できるよう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．しかし，セン
ターのホームページは必ずしも注目されているとは言えないことがアクセス数からも伺える．
引き続き，各研究スタッフがホームページを通じて研究成果などを社会に情報発信していく
ことがセンター活動に対する社会の支持を得ていくうえで重要ではないかと思われる．


今年度も，ホーム・ページ及び講演会を通じて直接住民の方に研究成果を紹介する活動
などにより，社会への情報発信を行ってきました．しかし，開発技術による直接的な住民
サービスを考えると，知財に関する権利形態の複雑さや，研究成果に基づいてサービスを
行う組織の未成熟などから十分な社会貢献ができたとは言い難い点があります．これらに
ついては，今後さらに検討を加えつつ，より効率的に行う方法を模索してゆきたいと考え
ております．研究推進・評価委員会としての御意見と，さらなる後指導・御協力をお願い
致します．

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研究スタッ
フ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
くよう取り組むことも重要である．
「遺跡の修復から安全技術を学ぶ」として本年 2 月にメ
ディアに取り上げられていることは評価すべき事項であるが，このプロジェクトにかかわら
7

ずセンターの全般の研究活動がメディアに取り上げられる機会を増やすような情報発信のあ
り方に工夫を凝らすこともセンターの発展基盤として重要である．


地圏科学研究センターが，研究の 1 つの柱としている，高度危険廃棄物の生活環境からの
隔離や地下水保全などは，市民生活に密接に関わるものです．この研究では，地球環境・
生活環境に関わる学問を総合して推進することが求められています．そのため，狭い専門
領域に捉われることなく関連する学問分野との連携を強め，その事を背景としてメディア
にも積極的に情報発信を行い，社会的な認知を高める事も重要と考えています．21 年度
は，この方向の活動が前年度に比べて十分とはいえない点がありました．これは，今まで
のプロジェクトが前年度に終了したことによることも一因です．しかし，この総合化の重
要性は，例えば，センター教員が行っている聴講者総数 1000 名以上の全学講義の中でも
学生対象ではあれ説明しております．そのような着実な努力が，将来，実を結ぶと考えて
おります．いずれにせよ，この課題は次年度以降もさらに強く追求して行きたいと考えて
おります．

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．引き続
き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．


今年度の活動として，タイ国，タマサート大学及び，埼玉大学建設工学科などと協力し
て，タイ国で環境問題・エネルギー問題などに関する国際セミナーを開催し，客員教授を
含め 3 名の教員，3 名の大学院生を派遣して議論を深めました．また，ネパールでは一般
廃棄物処分場周辺の地下水問題に関して，環境管理ソフトを開発しました．ミャンマーで
は，地質工学問題に関して議論を深め，技術的な示唆を行いました．東ティモールでは，
客員教授を派遣し，同国の高等工学教育向上に努めました．これらの，地圏科学の分野で
アジアの人材育成と知識の普及に関する今年度の活動は十分であったと考えています．

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．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 PDCA を
まわした活動を展開することを望む．
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先見性を持って取り上げたプロジェクトとして，長期間の現象である，建設材料の変化・
劣化の研究や岩盤内の物質移動研究が上げられます．これらは，長期的に安全で安心でき
る社会の構築では重要な問題です．今年度も，地盤盛土の長期変化，岩やコンクリートの
劣化，岩盤割れ目中の物質移動に関するナチュラル・アナログ的研究などを取り上げまし
た．実用的な研究と同時に，それら独創的な研究と成果の重要性を不断に社会に報告し，
生き残りを図っていく所存です．

9. 昨年の評価において，センターが都市型社会の安全・安心に不安を抱きながら顕在化しにく
い市民のニーズに対して，例えば「社会のニーズに応えられる処方箋」として研究成果をも
とに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であるとの指摘をした．
20 年度に埼玉県にセンター教員が派遣され防災対策について組織的・科学的な貢献が開始
されたことは，推進・評価委員会の提言が一部実行に移されたものと評価できる．


埼玉県など地方自治体との交流を推進する方向を 21 年度も追及しました．ご指摘の，埼
玉県環境科学国際センターへの教員派遣を継続して共同研究を行う他，次項で示すように
社会啓蒙 (啓発) 活動でも，埼玉県危機管理部，さいたま市，桜区などとの交流を積極的
に推進しました．

10. センターの研究成果に基づいた市民への啓蒙 (啓発) 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 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 21 年 1 月 15 日，大
宮ソニックシティ・市民ホール）が市民など 250 名の参加を得て開催されたとのことである．
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．一方，高齢化社会を迎えるなかで身のまわりの安全や環境
問題についての市民の関心が高まりつつあることを受け，埼玉県の自治体などは市民の学習
意欲に応える市民講座などを支援している．センターは，そのような機会を活用した「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
ある．


本年度も，彩の国市民科学オープン・フォーラム「大地震・大洪水から生き延びる」を
開催し，170 名の参加がありました．今年度はそれ以外に，さいたま市が主催した防災士
講習や桜区主催の防災講演会（出席者 141 名）に講師を派遣し，社会との連携を強化し
ました．

11. 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．
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この点に関して，従来は研究推進・評価委員会に先立って年報を発刊しておりましたが，
今年度から，同委員会のご指摘を受けて，次年度早々に発刊するように致します．これに
より，形式の統一などが一層整うと考えております．

12. 一方，センター設立以来継続的に発行されてきた年報については，市民向け，共同利用者向
け，メディア向けなど年報発刊の目的を一層明確にすることが望まれる．その目的に沿って
研究内容などの記述ぶり，発行時期，体裁など年報のあり方を早急に整理することが望ま
れる．


上述致しましたように，年報の発刊を遅くする事で一層の充実を図りたく考えておりま
す．また，年報の配布対象者を考えて報告の形態を考えて参る所存です．

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
埼玉県や関係自治体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，取り上げたプロジェクト研究の目標の早期実現と内容の充実のためにも産学
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．


地圏科学研究センターの活動をさらに活発化するため，外部資金の導入が不可欠であり
ます．今年度は，残念ながら科学研究費の受入が前年度に比べて減少しました．競争的資
金の受入や産学共同研究費の受け入れについても継続的に努力しました．

14. 埼玉大学が地域社会をはじめとする学外からの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．社会にセンターの活動と成果が一層認知されることが
組織の強化のためにも重要である．


地圏科学研究センターの研究活動は，地震防災・温暖化対策・地下水保全などの分野の
知の創成と普及に極めて重要と考えております．その活動と成果に関する社会の認知を高
めるよう，研究推進・評価委員会の御指導を頂きながら進めてまいります．

15. また，学術的には，国内外の研究機関の共同研究拠点としての実をあげる努力を引き続き進
めていくことを望む．
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21 年度も国内外の研究機関の共同研究を進めてきました．今後，その内容をさらに高め
て行く所存です．
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運営費交付金
平成 21 年度地圏科学研究センター経費予算配分額
費

目

基盤的業務費
基盤的研究費（教員研究費）
センター長裁量経費
光熱水量
新任教員交付金
教育経費・大学院生経費
学内競争資金（微小領域変形解析システム）
小計
間接経費（科研費等）
総計

平成 21 年度

平成 20 年度

4,399,000
1,955,000
1,000,000
1,729,000
0
3,425,086
11,340,000
23,848,086
940,000
24,788,086

5,326,347
2,300,000
1,000,000
1,601,000
750,000
2,800,882
0
13,778,229
2,374,400
16,152,629

平成 21 年度地圏科学研究センター経費使用予定
費

目

平成 21 年度予定

平成 20 年度実績

8,000,000
11,340,000
450,000
1,800,000
120,000
260,000
1,500,000
500,000
200,000
318,086
0
0
300,000
24,788,086

8,061,322
0
450,944
609,270
301,330
307,221
1,694,575
976,526
1,279,000
763,140
990,000
105,000
614,301
16,152,629

教員研究費（含、旅費）
微小領域変形解析システム
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・その他
印刷代
不要備品廃棄費用
謝金・共通旅費

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
学内競争的資金
委任経理金
受託研究費
総

計

(千円）
8,170.0
1,416.0
847.2
2,500.0
0.0
12,933.2
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科学研究費補助金
課題番号

研究課題名

研究代表者
(分担者)

研究種目

配分額

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)

3,700 千円

19-0793

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

500 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

800 千円

21500994

歴史的人類遺産に使用された石材
の物性の研究

小口 千明

基盤研究
(C)

2,470 千円

21360225-1

塩害・地盤変状発生機構の解明と
環境負荷汚泥焼成物を用いた防止
技術の開発

飯塚 敦
(橘 伸也)

基盤研究
(B)

500 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

研究代表者

高盛土の沈下特性に関する研
究

研究期間

共同研究費

桑野 二郎・ 2010.2.1〜
橘 伸也
2010.8.30

1,416 千円

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
（研究経費）

堆積軟岩中の天然ガス移動経路のモデル
化研究

渡邉 邦夫

研究代表者

配分額
487.2 千円

石造文化財に用いられる石材の岩石物性
に関する研究

小口 千明

360 千円

委任経理金
寄

附

者

寄附金の名称

研

究

者

テクノアルファ

研究助成

渡邉 邦夫

株式会社間組

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

アーススキャンニング研究会

研究助成

長田 昌彦
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寄附金額

500 千円
1,000 千円
500 千円
500 千円

最近 5 年間の運営費交付金および学外競争的資金の推移を下図にまとめた．
\40,000,000
一時金
間接経費
校費

\35,000,000
\30,000,000
\25,000,000
\20,000,000
\15,000,000
\10,000,000
\5,000,000
\0
H17

H18

H19

H20

H21

運営費交付金の推移
運営費交付金に関しては，センターに割り振られた校費，科研費等の学外競争的資金獲得に伴
う間接経費，大型設備費・新任教員交付金・修繕費などの都度配当される交付金を一時金として，
区分して示している．校費は平成 18 年度以降毎年微減しているが，およそ 1,300 万円程度である．
平成 21 年度分の一時金が多くなっているのは，走査型電子顕微鏡に付随する分析装置が大型設備
費として配当されたためである．
\40,000,000
委任経理金
学内競争的資金
受託研究費
共同研究費
科研費

\35,000,000
\30,000,000
\25,000,000
\20,000,000
\15,000,000
\10,000,000
\5,000,000
\0
H17

H18

H19

H20

H21

学外競争的資金の獲得推移
学外競争的資金は，科研費，共同研究費，受託研究費，学内競争的資金，委任経理金の 5 つに
区分して示している．図より各年大きく変動しており，科研費に大きく依存していることがわか
る．共同研究費，委任経理金は平均的に獲得しているが，昨今の経済状況では大きく改善するこ
とは困難である．大型の科研費および受託研究費の獲得が望まれる．
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第 II 部

平成 21 年度のプロジェクト研究報告
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2009 年度の研究体制と研究内容・成果
2009 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
トして 2 年目であり，昨年同様，各教員が実施している個別研究を統合して，組織的な研究への
展開を模索している最中である．下図は，研究体制を概略的に描いたものであり，2008 年度の体
制と同じである．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）を包括する部
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 であり，これらをプロジェクト研究と呼んでいる．
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．個別
の研究を進めることにより，この鎖が徐々に相互に重なる部分が増え，太く束ねられれば，より
一層組織的な研究に発展していくことになると考えている．以下に示す今年度のプロジェクト研
究報告には，そのような兆しは見えつつあると感じている．
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．

土構造物の
地圏材料の破壊と 長期物性変化
透水性変化
遺跡修復・建設物の
長期耐環境性研究
地圏材料の変形・
透水連成解析
地圏材料の長期変化研究
盛土・自然斜面
補強工法開発
岩盤中のガス移動研究
地盤地震災害
Ⅲ
地下水管理システム開発
Ⅱ
ライフラインの
耐震性向上
Ⅳ
高度危険廃棄物の
木造家屋の耐震診断
Ⅰ
地下処分技術開発
システム開発
地圏防災科学

地圏科学研究センター

地圏環境科学

（自然災害科学関東地区資料センター）

学内協力・併任教員
2009 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．
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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）

はじめに
「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．

本年度の研究目的と成果
地震工学においては，構造物への入力地震動である地盤の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，地震動を検討する際には，微小変位の弾性体の理論が用いられる
ことが多いが，これでは十分ではなく，構造物に被害が生ずるような大きな地震動を，観測結果
に基づいて詳細に検討することが重要である．
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，時空間関数として地震動を把握する必要がある．
本年度の研究では，従来開発してきた NIOM 法をアレー記録に適用して，大地震とその前後で
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．特に，KiK-net 一
関西観測点における岩手・宮城内陸地震 (2008) の本震とそれ以前の地震や余震記録の NIOM 解析
結果から，地盤内の S 波の伝播速度の本震時における短期的な変化と，本震後約 6 ヶ月間の長期
的な変化を検討した．

KiK-net 一関西観測点での 2008 年岩手・宮城内陸地震本震の加速度記録（EW 成分）（防災科学
技術研究所による）

関連発表論文

[A1] [A2]
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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)

はじめに
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．

本年度の研究目的
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し，可視化する．

研究成果
本年度は，実際の建物に対する本解析の経験を増やすと共に，建物の崩壊挙動を，没入型 CAVE，
アナグリフ，偏光板を用いた方法で立体表示させ視覚的に分かりやすくした．

Cave 内に没入して建物の崩壊を体験

関連発表論文

[A3] ，川上英二：http://www.saitama-u.ac.jp/kawakami/
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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

–地震同時連絡網の開発と公開実験の開始–
川上 英二 (地圏科学研究センター)

はじめに
近年，気象庁による「緊急地震警報」が大地震の度に話題になっている．この「警報」は，地震
の波が伝わって来る速さより電気信号が伝わる速さの方がずっと速いことを利用したものであり，
個別地震の震度や主要動の到達時刻の予想に基づき，災害の恐れを警告する予報である．しかし，
この「警報」は，人命の損失を防ぐという実用的な目的に特化したものである．また，本「警報」
は，公の機関の事業によるため，すべての人に平等に情報を伝達させる必要があり，システムと
して非常に重く，小回りがきかないものになっているように著者には思われた．そこで，小型の
システム「地震同時連絡網」を開発した．

本年度の研究目的
開発した「地震同時連絡網」とは，各地で観測した有感地震の地震発生情報をインターネット
を通して同時（瞬時，リアルタイム）に連絡し合うためのシステムである．しかし，本「連絡」は
「緊急地震警報」とは異なり，個別地震の震度や主要動の到達時刻の予想に基づくものではなく，
また，災害の恐れを警告する予報でもない．

研究成果
本システムは，

1. 地震情報の発信センサー
2. 地震情報の受信パソコン
3. 情報のセンターのパソコン
から構成されており，すべてインター
ネットに繋がれている．１から３に
対し，システム用ソフトを作成し，現
在，公開実験を開始した．
（http://www.saitama-u.ac.jp
/kawakami/）
連絡時の画面の例
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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耐震性評価
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)
Giang H. Nguyen (博士後期課程 3 年)

はじめに
わが国では土構造物においてしばしばジオグリッド
（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．ジオグリッドで補強された補強土
壁は高い耐震性を有することが知られているが，施工
実績の増加に伴い，近年の強震動により何らかの損傷
を受ける事例が出ている．その場合，被災の程度を適切
に評価し，使用継続の可否，補修の必要性と補修方法，
などを判断しなければならない．被災後の性能評価に
関する研究は殆ど行われていない．

本年度の研究目的と内容

強震動による補強土壁の被災例

本年度は，地震動や豪雨など，一時的に大きな外的
作用があった後の残存性能を評価する試みとして，ジ
オグリッド引抜き試験機を用いた載荷・除荷・再載荷試
験を実施する．

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．
ジオグリッド引抜き試験器

関連発表論文

• 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．

[A4] [A5]

関連研究費 桑野二郎，科学研究費・基盤 B 一般，481 千円
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プロジェクト研究 I

繰返し載荷時の埋設管の挙動
桑野 二郎（地圏科学研究センター）
竹内 康就（博士前期課程 2 年）

鉄板

交通荷重

はじめに
50kPa

載 荷 板
50cm
10cm

管上・管側部
緩･密
(

管模型

)

基礎層(密)

120cm
モデル試験概要

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，下水道管の老朽化は現在深刻な
問題となり，平成 18 年の道路陥没発生件数は 4400 件
にも及ぶ．現在，埋設管の改築・更新は開削工法が主流
だが，コストや工期，道路交通への影響面等で優れて
いる非開削の管更生工法が注目を集めている．しかし
現状では，そのような更生管の地盤内での挙動はまだ
あまり把握されていない．

本年度の研究目的と内容

ジオグリッド引抜き試験器

本研究では，埋設管の地盤内での挙動 (応力分布，内
径変化) を把握することを目的として，繰返し載荷位置
を変更しての実験を行った．周辺地盤は土槽内に豊浦砂
を空中落下法で撒き作製した．基礎層 10cm を相対密度
80% の密地盤で作製した上に埋設管模型を設置し，そ
の後，相対密度 40% の緩地盤，あるいは相対密度 80%
の密地盤で土被り 50cm となるように周辺地盤を作製し
た．T-25 輪荷重相当の最大荷重 50kPa を繰返し載荷し
た．管直上から 0〜80cm と載荷位置を変えて実験を実
施した．

研究成果と今後の課題
• 載荷位置の変化に伴う応力分布の変化には，周辺地盤密度の影響が大きい．応力集中の度合
いが少ないことから，管埋設に際しては，よく締め固められた密地盤であることが望ましい．
• 載荷位置との距離が管径のおよそ 5 倍の値になると，作用する直応力，内径変化が非常に小
さく，載荷による影響をほとんど受けない．
• 本研究での実験は，更生管を模した内管のみの実験を行っているが，今後はより実際に近い
既設管が残る二層構造管での模型実験も行うことが望ましい．

関連発表論文

[C41]
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プロジェクト研究 I/II

高速道路高盛土の築堤解析
橘 伸也（地圏科学研究センター）
桑野 二郎（地圏科学研究センター）
清水 浩一（工学部建設工学科）
本間 望巳（工学部建設工学科）

はじめに
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．また，2009 年 8 月 11 日に発
生した静岡沖地震で東名高速道路の一部において
路肩や走行車線が崩落した事例は記憶に新しい．
安全・安心な高速道路の建設と維持が求められ，
また昨今，コスト削減が社会的に強く要求されて
いることも相まって，土構造物に対する品質評価
第二東名高速道路の高盛土
の要請が高まっている．

本年度の研究目的と内容
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盛土の変
形や状態変化を把握することを目的とする．

研究成果と今後の課題
• 高速道路高盛土に用いられている複
数の盛土材料について，NEXCO 総
研が実施している室内試験結果から
不飽和土の構成モデルパラメータの
決定を行なった．用いた構成モデル
が様々な締固め状態にある盛土材料
の圧縮・水浸特性を精度良く表現す
ることを確認できた．

間隙比

e

飽和度

190日後
24m盛立て
380日後
46m盛立て
570日後
68m盛立て

760日後
90m盛立て

• 締固め度の違いにより，盛土の品質
がどのように変化するかを，不飽和
有限要素法による盛土の築堤解析
土／水連成有限要素解析により検討
を行なった．

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

22

Sr

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（博士前期課程 2 年）

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．こうした人工地盤材料の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．

本年度の研究目的と概要

BE 付き高精度三軸試験装置

本研究では，地盤材料にセメントを混合し，室内力
学試験を実施し，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．その
ような観点で，波動伝播を利用した剛性計測や微小ひ
ずみから破壊ひずみまでの広範囲な力学挙動を精密に
計測できる試験装置を用い，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，1) セメント配合率，2) 養生時間，3)
拘束圧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．

研究成果と今後の課題
• 養生期間が長い程，また上載圧を与える事で強度・
剛性は増加する．Ev と Gvh は三軸圧縮時，変相
点以前に増加から減少に転ずる．
BE 付き圧密養生モールド

関連発表論文

• ピーク後に急減する強度・剛性の変化を捉え，改
善策を検討する．

[C42]

関連研究費 桑野二郎，科学研究費・特別研究員奨励費，80 万円
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プロジェクト研究 I/II

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
東ティモールは日本よりも地形が急峻であり，地すべり地域が広範囲に分布している．そのため，
雨季に数多くの地すべり，崖崩れ，浸食が発生し，唯一の交通機関である道路網が寸断され，社会
的に大問題なっている．斜面崩壊の防止対策と被害の軽減策が国家的に急務になっている．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，インフラ省試験研究所 (National
Directorate of Research and Development DRD) は斜面崩壊の共同研究を 2005 年に開始し，一
時中断の後 2008 年度から再開し，これまでに東ティモール東部地域の斜面崩壊調査を行い，その
実態と特性を明らかにするとともに，斜面崩壊の実情に関するフォーラムを開催した．

本年度の研究目的
ディリ〜ヘラ間の国道１号線の山岳部は比較的風化した堆積岩からなるため，昨年度と本年度
は降雨量が多いこともあって，斜面災害が多発している． そこで，その特性を明らかにし，災
害防止と被害軽減の対策を行うための基礎的なデータを得ることを目的にして現地調査，解析な
どを行った．

研究成果
今回の調査対象地域は，ディリ市街からヘラ間には標高差約 300m の峠を越えるための山岳道
路沿いである．ここ 2 年間は雨季の降雨回数と量が例年に比べて多いため，この地域で発生した
斜面災害は，多い順に浸食，表層崩壊，地すべり，落石である．浸食は山岳部の側溝が連続的に
整備されていないこと，側溝があっても崖ずれの土砂やゴミなどで埋まり，雨水が側溝から溢れ
て側溝と舗装の境の浸食，道路を川のように流れた水が路肩や谷を浸食していることが多い．日
頃の道路保守・点検によって，多くの被害を防げること，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，破壊してから改修工事をするこ
とが多い．しかもその対策は目先の対応で，主たる原因の箇所の対策工が行われないことが多い．
表層崩壊は数多く発生しているが，その規模は比較的小さく，崖崩れ的なものが多い．しかし，
前述のように浸食の原因になることが多いので，石積み，布団篭，簡易な擁壁などの対策が必要
である．また，この地域には地すべりもあり，15 年ほど前に発生した地すべりに布団篭の対策工
が行われていたが，徐々に変形を生じていたので，予てからその危険性を指摘するとともに，監
視を続けていた．この雨季になって変形が著しくなり，2 月末には布団篭と土砂が道路の幅の 2/3
まで押し出してきた（写真参照）．東ティモールでは最も重要な国道であり，不通期間を最低限に
止める必要がある．そこで，３機関による緊急調査を開始し，その結果に基づいて緊急と恒久的
な対策を検討することになっている．

2008年5月27日

2009年12月15日

2010年2月25日

ディリ市ベコラ地区の国道 1 号線沿いの地すべり
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工学的な極限状態場における岩石の力学的挙動に関する研究
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
宮崎 裕一 (博士前期課程 2 年)
高橋 学 (産業技術総合研究所)

はじめに
岩盤を対象とした最近のトピック的なプロジェクトに，放射性廃棄物の地層処分事業，リニア
中央新幹線の建設事業，国際リニアコライダー計画などがある．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，様々
な温度，応力状態における岩石物性を把握しておくことが必要不可欠である．

本年度の研究目的と内容
本年度の研究では，産業技術総合研究所との共同研究として，真三軸試験を実施し，岩石の変
形・強度特性への中間主応力の影響について検討を行った．これまでの岩石に対する真三軸試験
は，地震を対象としてきたため，地殻を代表する花崗岩のような硬い岩石を対象として実施され
たものが多く，砂岩などの堆積岩に関するデータが少ないのが現状である．また，試験結果は主に
強度特性について纏めたものが多い．これらの点を考慮して本研究では，真三軸試験装置に 3 つ
の主応力軸方向の変形を計測できるデバイスを考案するとともに，中硬岩に分類される来待砂岩
を用いた真三軸試験を実施した．

研究成果

今後の課題
実験結果に一般性を持たせるためには，最小主
応力の大きさを変化させた試験および様々な種類
の岩石についての試験を行う必要がある．

関連発表論文

[C43]

考案した 3 主軸方向の変形計測デバイス
50
破断角 θ°

今 回 用 い た 最 小 主 応 力 は 2 段 階 (5.4MPa,
14.0MPa で一定) ではあるが，来待砂岩の強度特
性は土質材料と同様に，円錐状の破壊曲面を有す
ることがわかった．また変形の計測から，来待砂
岩は力学的に等方な材料であることが推定された．
破壊に近づくにつれ，最小主応力方向の変形が大
きくなり，最終的にはせん断破壊する．中間主応
力を変化させたときの破断角の変化は下図のよう
になり，三軸引張領域においても最大主応力方向
からある角度を有していることがわかる．この結
果は，大理石を用いた最新のデータ (Ramsey and
Chester, 2004) とも整合する．

40

σ =14.0MPa（average ）
3

30
20

σ =5.4MPa（average ）
3

10
0

0.2
0.4
0.6
0.8
中間主応力係数 b

1

中間主応力の変化に伴う破断角の変化
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単一割れ目の変形と透水の連成挙動に関する研究
山辺 正 (理工学研究科)
岩永 啓祐 (博士前期課程 2 年)
中島 俊明 (博士前期課程 1 年)
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)

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．

本年度の研究目的と内容
破断面の表面粗さは，その破断面がどのようにして
形成されたかによって異なる．特にせん断によって形成
された破断面ではすべり方向とそれに直交する方向で
は肉眼的にも表面粗さが異なっている．
本年度は，せん断によって形成された破断面について
高精度形状測定システムにより測定した表面粗さデー
タを用いて接触点分布を表現し (上図)，このような間
隙構造をもつ割れ目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透水試験を実
施して (中央図)，透水係数の異方性の大きさについて
検討した．

せん断割れ目上の接触点 (接触部 22%)

研究成果
割れ目内部モデルを用いた透水解析
下図は，同じ割れ目モデルに対して，圧力勾配をか
ける位置を変化させることによって得られた方向別の
透水係数の分布の一例である．この結果からは，すべ
り方向の透水係数が大きくなっている．

90
5e-2

120

60

4e-2
3e-2

30

2e-2

今後の課題

1e-2

実際の割れ目間隙構造は 3 次元的な広がりをもつの
に対して，今回の解析ではそれを 2 次元的な開口幅分
布に置き換えて表現しており，別途得られている室内
実験の結果とは必ずしも一致していない．今後は，X 線
CT による 3 次元モデルの作成を試み，室内実験結果と
の整合性をはかる予定である．
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透水係数の異方性
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割れ目構造を考慮した岩盤の変形と透水の連成挙動に関する研究
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
竹村 貴人 (日本大学文理学部)
野口 聡 (独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
朴 赫 (産業技術総合研究所)

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構造など様々な幾何学的な構造を
もっている．このような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
鈍感であると考えられる．言い換えれば，このような割れ目は安定して存在し，長期にわたって
主要な水みちとなる可能性が大きいと考えられる．本研究では，このような割れ目を対象として
その透水性の評価に関する研究を実施する．

本年度の研究目的と内容
本研究では，これまで「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
対して室内実験を行っており，現在も継続中である．ここではその意味づけを兼ねて，自然に見
られるせん断に伴う割れ目周辺における露頭観察を行ったのでそれを報告する．
調査を実施した場所は，観光地として知られている宮崎県青島およびその周辺である．青島周
辺には文献によれば天然ガスを排出している箇所があり，メタンハイドレートの集積過程の研究
の一環として，調査を行ったものである．
a)
b)

研究成果

青島で観察される代表的な
露頭写真を示す．青島は広義の
四万十帯のタービダイトからな
り，多くのコンクリーションが
発達する．特に注目したのは，
割れ目の交差関係とコンクリー
ションの位置関係である．写真
に示されるように，せん断に伴
い開口するような位置でその
周辺で何らかの硬化が生じてい
る．またコンクリーションが発
達する位置はジョグの位置にく
ることが多い．

c)

d)

宮崎県青島周辺で観察される硬化帯の特徴的な分布

今後の課題
これらの成果は，今後メタンハイドレートの集積過程の検討に利用していきたいと考えている．
なお，すでに平成 21 年度より石油天然ガス・金属鉱物資源機構より研究費（研究代表者：竹村貴
人，研究分担者：長田昌彦・川本健 (埼玉大学)，500 万円，資金管理は日本大学）を獲得している．
次年度も本研究課題は継続される予定である．

関連発表論文
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地盤・岩盤の不飽和特性評価法の研究
渡辺 邦夫（地圏科学研究センター）
Rajika Amarasinghe （博士後期課程 2 年）
Gamal Abozeid (エジプト，Assiut 大学，教授 )

はじめに
地盤や岩盤の不飽和浸透に関係した問題は，例えば，斜面崩壊，地表部の塩分析出，トンネル
壁面の不飽和帯の進行など多岐にわたり，地圏環境の評価上極めて重要である．それらの現象を
解明するためには，不飽和の透水特性，つまり，飽和度，発生する毛管圧，不飽和透水係数の関
係を明らかにしなければならない．不飽和特性の定式化については従来から多く研究され，種々
の式が提案されている．それらの中で，どれが最も実際の地盤・岩盤に適用できるかはまだ良く
わかっていない．本研究は，それらの式の妥当性を
評価し実際の問題に適用するものである．
Evaporation (mm/day)

18

本年度の研究目的と内容

16

Measured

14

Calculated- VG Model
Calculated- Campbell Model

12
10

本年度は代表的な 2 つの式（Campbell 式と van
Genuchten 式）を取り上げ，実験で得られた蒸発量
の経時変化と土中の水分分布からそれらの式に含ま
れるパラメーターを逆推定した．実験には，不均質
Time (Hrs)
性の大きい凝灰角礫岩と，均質な 2 種類の砂を用い
図-1 凝灰角礫岩試料からの蒸発量掲示変
た．逆推定に当たっては，試料中の水の流動と資料
化と Campbell, van Genuchten 式による
内の空気中水分の拡散を考慮し，蒸発量は計算され
近似
た試料上面の水分量と空気湿度から計算した．逆推
定では，まず各試料について蒸発量変化から遺伝的
アルゴリズムを用いてパラメーターを求めた．次に
1 種類の砂試料について，このパラメーターを用い
て，飽和・不飽和浸透流解析により飽和度分布を計
Measurement of saturation profile
算し，実測値と比較した．
8
6
4
2
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Evaporation rate (mm/day)
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研究成果

fine sand- measured
coarse sand- measured
fine sand- Campbell model
fine sand- VG model
coarse sand- Campbell model
coarse sand - VG model

9
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3
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Time (hrs)

図-2 砂からの蒸発量変化と近似
Height above the groundwater table (cm)

本 年 度 の 研 究 に よ り，Campbell 式 と van
Genuchten 式の双方とも，蒸発量の経時変化を良く
表現する事がわかった．蒸発量変化を見る限り，2
つの式の妥当性に差は無い．これは，蒸発量の計
算が試料表面の水分量でのみ決定され，試料内の
飽和度分布が情報として使われていない事による
ものである．次に，飽和度分布を計算して実測値
と比較した結果，砂については van Genuchten 式
が Campbell 式に比べて妥当性が高い事が明らかと
なった．

Saturation distribution

45
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After 3.5 hrs evaporationVG Model
After 3.5 hrs evaporationCampbell Model
Measured after 3.5 hrs

15
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Volumetric water content (%)

図-3 飽和度分布の実測値と計算値との比較

関連発表論文
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反射スペクトル計測による岩石表面の水分量推定
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
松下 智昭 (博士後期課程 1 年)

はじめに
ボアホール TV は地盤調査において重要な情報を提供している．本研究はさらなるボアホール
TV の活用を目指して，岩石の諸性質の評価に様々な角度から検討してみようとする試みである．

本年度の研究目的と内容
廉価版の反射スペクトル計測器を用いて，様々な岩石の反射スペクトル計測を実施した．まず
はこのような廉価版でも既往のデータの類似した結果が得られるかを検討したあと，反射率に影
響を与える因子について，個別に検討を加えた．そのなかで特にその反射率に大きく影響を与え
る含水比の影響を中心に検討を進めた．

研究成果
• 反射率の大きさには，表面の粗さに影響を受けるが，同表面における計測では± 5% 程度の
範囲にあることがわかった．反射率の大きさが変化しても，反射スペクトルのパターンには
大きな影響を与えない．
• 田下凝灰岩の乾燥に伴う反射率の計測から，円柱供試体上下端面における反射率には有意な
差が見られ，重力の影響による供試体内部での含水状態の差異に起因していると推定された．
このことは，反射スペクトルにはこのような微量な水分量の差異を表現しうる情報をもって
いることを示しており，含水比では境界をもつ試料などの含水状態を表現するのは困難であ
ることを示している．
• 白浜砂岩とオパリナスクレイの乾燥に伴う反射率の変化を計測したところ，含水比の同程度
の岩石であるにもかかわらず，反射率の経時変化は大きく異なることがわかった．これらの
試料に対して水銀圧入試験による間隙径分布を合わせて比較したところ，用いている光の波
長の大きさと関係している可能性があることを示した．

今後の課題
反射スペクトルの変化が岩石の微量な水分量の
違いによるものであることを明らかにするために，
赤外水分計など既存の方法とのクロスチェックを
行う必要がある．

関連発表論文

波長0(R0) 430nm
波長2(R2) 505
波長4(R4) 610
波長6(R6) 660

波長1(R1) 470
波長3(R3) 565
波長5(R5) 630
波長7(R7) 945 赤外

[B33]

関連研究費 長田 昌彦 ，アーススキャンニング
研究会，50 万円

反射スペクトル計測器と測定波長
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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–
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
Aung Ko Ko Soe (博士後期課程 3 年)
Paul Bossart (Director Mont Terri Project; swisstopo )

はじめに
放射性廃棄物の地層処分の対象岩盤として，スイスのように堆積岩が選択された場合，掘削に
伴う応力状態の変化とともに，比較的乾燥した空気が空洞内に流入することによって岩石の乾燥
が進み，乾燥収縮によって掘削影響領域の形成が加速されることが懸念される．また岩石中の水
分だけが蒸発することによって岩盤内の地下水の水質も変化し，それによってオズモティックな効
果が現れる可能性もある．本研究では，このような現象の評価とそれを回避するための方法を探
るために，モンテリ地下研究所で共同研究を実施している．

本年度の研究目的と内容
昨年度報告したように，2007 年から開始
された試験坑道の拡張工事に際して，2008
年度に坑道壁面に小窓 (small niche) を設け
て，掘削直後からの長期蒸発量計測および
ひずみ計測を行った．この小窓は 2009 年度
の試験坑道の設計変更に伴い撤去されたが，
新たに図に示すような箇所に移動して計測
を続けている．2009 年 7 月に研究所を訪問
し，2008 年度のデータ回収および新設置箇
所の状況把握を行った．

新坑道掘削後に新設されたニッチでの計測状況

研究成果

μ

2008 年度に記録したデータの一部を検
討した結果を図に示す．小窓を設置し計測
を開始した数日後，インバートコンクリー
トの打設に伴い，新規坑道内の相対湿度が
100% を超えたときの層理面に直交方向に
発生したひずみ挙動である．図より設置し
た 3 つのひずみゲージからの出力がすべて
膨張を示しており，ひずみの大きさは 1500µ
を超えるものもある．この結果は，空気中
から岩盤への水分移動によって岩盤が確か
に膨張することを示している．

層理に直交した方向のひずみ

black:1-V, red:V, green: Oblique, blue:P, m: V,y: Oblique,c: P,bk+: core

水分が供給されたことで
全体に膨張したと考えられる
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原位置でのオパリナスクレイの湿潤による膨潤

今後の課題
ここで計測されたひずみには，掘削による応力解放の影響なども含まれている．これらの影響
を分離して解析していく予定である．

関連発表論文
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不飽和状態における岩石の水分状態と変形の連成挙動に関する研究
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
Aung Ko Ko Soe (博士後期課程 3 年)
Illankoon Mudiyanselage Thilini Nuwanradha Illankoon (博士前期課程 2 年)
Adikaram Mudiyanselage Adikaram Nayana Madurya (博士前期課程 1 年)

はじめに
乾燥・湿潤に伴って物質が変形する現象はよく知られており，土や軟岩を対象とした数多くの
研究がある．しかし軟岩の試験結果の多くは，膨潤圧やスレーキング区分としてまとめられるこ
とが多く，乾燥・湿潤過程における変形挙動を示したデータが少ないのが現状である．また良く
用いられる水分特性曲線には，骨格が変形する効果が含まれていない．岩石・岩盤を人間が利用
しようとする場合，必ずこの不飽和な状態を経て利用することになる．従って，不飽和な状態に
おける岩石内部の水分状態と変形挙動に関して十分に理解しておく必要がある．
Evaporation

本年度の研究目的と内容
water

上記のような観点から，様々な岩石の乾燥変形
現象を実験的に調べている．ここでは次の 2 つの
実験結果を報告する．1 つは乾燥状態にある岩石
表面に直接水を加えた場合の変形挙動であり，等
方均質な白浜砂岩を用いた．もう 1 つは，乾燥に
伴うヤング率などの力学的な物性値の変化を知る
ために，異方性を有する田下石を用いて，乾燥過
程における P 波 S 波速度の変化を調べた．

specimen

specimen
strain gauges

(a) drying condition

strain gauges

(b) rewetting condition

乾燥加水サイクル条件の模式図

研究成果

研究成果
今後は，田下石の力学的な異方性を記述し，乾
燥湿潤過程をモデル化していく予定である．

関連発表論文

[A8] [C45] [C46]

P wave velocity (m/s)

S wave velocity (m/s)

白浜砂岩の乾燥加水サイクル時のひずみ挙動は，
水を加えることによって試料は膨張し，その後乾
燥によりある一定のひずみまで収縮する (水を加
えた段階をひずみ 0 としている)．試料表面のみ
乾燥加水サイクルのひずみ挙動 (白浜砂岩)
に加水しているにも関わらず，全ての方向のひず
みが膨張する．同じ操作を 6 回繰り返した結果，
1100
Z direction
弾性的に変形が生じていると推定された．
X direction Z
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Y
X
田下石の S 波速度の変化は，約 35% 付近から生
900
じ，これはメニスカス形成による内部応力の発生
800
によるものと考えられる．一方 P 波速度の変化は，
700
乾燥に伴う密度変化と異方性の影響を受け，方向
0
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ごとの速度の大小関係は乾燥と湿潤で逆転する．
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乾燥時における P 波 S 波速度変化 (田下石)
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プロジェクト研究 III

写真測量を用いた土構造物遺跡修復記録技術の開発
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)
張 寒冰 （博士前期課程 2 年）

はじめに
土で作られた遺跡の修復に当たっては，残存する壁を新規の日干しレンガや壁土で覆う工法が
採用される．この場合，作業が現地住民によって行われ，その作業過程は殆んど測量されないし，
また，修復作業の前後の形状が測量されない．その結果，修復が所定の設計どおり行われたかが
確定できない事が多い．このような問題は，例えば，斜面崩壊の復旧作業などでも起こっており，
簡便でしかも精度の良い記録技術の開発が求められている．

本年度の研究目的と内容
本研究では，昨年度終了した，タジキスタン，アジナテパ仏教僧院遺跡の修復前後に撮影され
たデジタルカメラの映像と測量データを用いて，修復前後の形状が 3 次元的に把握できるかを検
討した．

図‐1 対象とした土壁の修復前後の状況

研究成果
図-1 は，今回対象とした土壁であり，修
復前後の状況を示している．これらの形状
を 3 次元映像化し，1 つの断面で比較した
例が，図-2 である．これから，修復による
被覆施工の状況が良く把握できる．写真測
量では，2 枚のデジタル写真映像から 3 次
元形状が得られる．つまり，施工中に何組
かの写真を取っておくだけで記録が可能と
なる．本研究によって，施工管理記録に極
めて有用である事が明らかとなった．

関連発表論文

ｍ

ｍ

図‐2 写真測量で得られた，修復前後の断面図

[A9] [A10] [C47]
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プロジェクト研究 III

歴史的人類遺産に使用された石材の物性の研究
小口 千明 (地圏科学研究センター)
Swe Yu (博士後期課程 3 年）
大澤 祐子 (博士前期課程 1 年)

はじめに
歴史的建造物に用いられる石材は，岩盤・岩石等によりもたらされた 地球資源 そのもので
ある．岩石は産出地域特有の性質を持つため，これらを利用して作られた数々の建造物や遺跡な
どは地域特有の文化を反映したものである．しかし，頑健な岩石も長年の風化作用により変質や
劣化を起こすため，石造建造物の保全や活用の面においては，風化対策は避けては通れない問題
である．また，近年では，採石場の閉鎖等の理由で建設当時と同じ石材で修復を行うことが不可
能な場合も多く，このような場合には外観に配慮して似たような色・質の石材を代用して修復が
行われる．しかし，岩石特有の物性を熟慮したうえで適切な修繕工事を行わなければ，返って被
害が拡大するケースもある．

本年度の研究目的と内容
実際の石材建造物で使用されている各種有名石材を取り
寄せ，塩溶液を用いた乾湿風化実験を一昨年度より継続し
ていたが，本年度はそのとりまとめ行った．また，H21〜
23 年度科研費の主研究課題としての位置づけで，フラン
ス・ランス大学の Dr. Schneider らとも共同で，フランス
国境に近いベルギー領 Orval 修道院を現地調査対象として
調査を開始した．この修道院は，もともと 12 世紀に建て
られた（図-1）が 1793 年のフランス革命で破壊され，その
後，1927-1930 年に新しい修道院が同じ敷地内に建設され
ている（図-2）．しかし，この新しい修道院では既に図-3
のような塩の析出物と壁面の剥離が確認されている．よっ
て，修道院の各地に，塩の析出は温度・湿度環境に依存す
るため，環境測定用データロガーと剥離片の受け皿を設置
した（図-4）．

図-1

フランス革命時に破壊された
中世の教会

研究成果
乾湿風化実験からは，岩石物性のうちの間隙径分布が風
化・劣化を左右する主要な物性であることが判明した．ま
た，現地調査では，設置したデータロガーで温度と湿度を
1 時間おきに記録中であり，データが蓄積され，年間の温
湿度の変動が把握できれば，この修道院における風化・劣
化要因の詳細な把握も可能となる．なお，現在のところ，
図-3 の箇所から採取された塩は，テナルダイト（Na2 SO4 ）
が主要な塩類であったことが判明している．
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図-2

1930 年建立の新しい教会

プロジェクト研究 III

図-3

修道院内の墓地をとりまく回廊式建造物の壁面の劣化状況（左）と，その分布外観（右）．

今後の課題
新旧の教会建築物で実際に使用されている石材を入手し，
間隙径分布測定をはじめとする各種岩石物性の測定を行い，
風化・劣化に対する抵抗性に関する詳細な検討を行う必要
がある．また，風化対策として使用される物質（たとえば，
樹脂や漆喰）の処置についての有効性の評価も行う必要が
ある．

関連発表論文

[A11] [A12] [A13] [A14] [C48]

関連研究費
小口千明 H21〜23 科学研究費・基盤 C 2,470 千円（H21
年度分）
小口千明 H21 総合研究機構研究プロジェクト（埼玉大学
学内競争的研究経費）360 千円
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図-4

地下室の塩析出状況と設置し
た環境測定機材

プロジェクト研究 III

硫酸塩環境における各種モルタルの抵抗性比較
小口 千明 (地圏科学研究センター)
Thidar Aye (博士後期課程 3 年）
野口 翔 (工学部建設工学科)

はじめに
石造建造物が風化・劣化する一因に塩類風化があるが，その保存修復において，セメントを混
ぜたモルタルが目地用の補修材として用いられることが多々ある．また，高度経済成長時におけ
るコンクリートの使用拡大は，現在になって様々な要因による劣化問題が深刻化しているが，そ
の一因にも硫酸塩類による被害が報告されている．しかし，モルタルやコンクリート類の硫酸塩
環境における反応や抵抗性に関する研究は不十分である．本研究では，普通ポルトランドセメン
トおよび耐硫酸塩性を高めたセメントに，強度を高めるための様々なポゾランを混入させて打設
したモルタルの，風化・劣化に対する抵抗性を比較する研究を行った．

本年度の研究目的と内容
普通ポルトランドセメント（NPC）および耐硫酸塩ポルトランドセメント（SRPC）を用いて
作成したモルタルと，普通ポルトランドセメントに各種ポゾランとして，フライアッシュ（FA），
シリカヒューム（SF），珪藻土（DE），火山灰（VA）を混入させて作成した合計 6 種類のモルタ
ルについて，10% 濃度 Na2 SO4 溶液を使用した乾湿繰り返し実験と連続浸漬実験を行い，強度や
物理特性の変化を追った．いずれの実験も，1 辺 5 cm の立方体と，縦 5 cm ×横 5 cm ×高さ 12
cm の直方体を作成し，直方体の供試体については下部 3 cm のみ浸漬させた．

研究成果
連続浸漬実験のエコーチップ硬度（L 値）の初期強度からの低下の割合は，低い順に DE，SRPC，
VA，NPC，SF，FA となった（図-1）が，乾湿繰り返し実験では VA 以外に差はなかった（図-2）．
劣化の度合いは，DW 実験では DE ＝ SF ＜ NPC ＝ SRPC ＝ FA ＜ VA の順に，連続浸漬実験で
は DE ＞ SF ＞ FA ＞ NPC ＝ SRPC ＞ VA の順に大きくなる．乾湿繰り返し実験では，NPC ＝
SRPC ＜ DE ＜ FA ＜ SF ＜ VA の順に劣化の度合いが大きくなった．以上より，6 種類のモルタ
ル中で硫酸ナトリウムに対する抵抗性が最も高いのは DE であるが，部分的に硫酸塩に接触する
ような状況においては NPC と SRPC の方が高いといえる．
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連続浸漬実験の結果
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乾湿繰り返し実験の結果
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図-3

NPC

SRPC

FA

SF

DE

VA

実験後の各種モルタルの SEM 写真（スケールバーは 100 μ m を示す）

今後の課題
新しい材料を用いたコンクリートが開発されつづけている．当初の強度設定値は高く出ても，与
えられた環境にさらされることにより強度低下が進行するが，その端緒となる成は得られたもの
と考える．ただし，環境条件の設定や実験方法にはまだ改良すべき点も多く残されており，さら
なる詳細な検討が必要とされる．

関連発表論文

[A15] [A16] [C49] [C50]

関連研究費 小口千明 科学研究費・基盤 C

2,470 千円（H21 年度）
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プロジェクト研究 III/IV

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過程に関する研究
渡辺 邦夫 (地圏科学研究センター)
石山 宏二 (西松建設)
舟木 泰智 （内閣府）
早稲田 周 (石油資源開発株式会社)
加藤 進 (地球科学総合研究所)

はじめに
現在，泥質堆積軟岩は，高レベル廃棄物処分場建設母岩の 1 つの候補と考えられている．泥質
堆積軟岩の問題点の 1 つは，岩中に含まれる天然ガスである．処分場建設時及び操業時のガス突
出事故等は注意深く防ぐ必要がある．天然ガスの起源は大きく分けて 2 つあり，1 つは，地下深部
で形成される熱分解起源であり，もう 1 つは地下浅部の微生物起源である．本研究は，日本原子
力研究機構幌延深地層研究所周辺の，地表から約 500m 深までの岩盤を対象とし，その中の天然
ガス起源を明らかにするものである．
100000

10000

C1/(C2+C3)

昨年度，幌延深地層研究所内に掘削されたボーリングの
コア試料から，ヘッドスペース法により，岩石に吸着され
ているガスの炭素同位体を測定し，当該岩盤では，熱分解
起源と微生物起源がスの混合であることを指摘した．本年
度は，昨年度のボーリングから約 70m 離れた地点で得られ
たガスを分析して比較を行う．さらに，本年 1 月末から日
本原子力研究開発機構，安全研究センターが掘削を開始し
たボーリング (700m) コアから試料を採取する準備を行う．

Biodegradation of C 1

本年度の研究目的と内容

微生物分解

Microbial
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Mixed
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移動

1

0.1
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○ H19 ヘッドスペースガス
● H20
-70

-60

Thermogenic
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δ13C (C1)
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図-1 C1(メタン)，C2（エタン），
C3（プロパン）の 13 C の関係．今回
図-1 は，例として，天然ガスに含まれる，C1（メタ
分析したガスは，熱分解起源
ン）,C2（エタン）,C3（プロパン）中の 13 C の関係を示
(Thermogenic) と微生物起源
したものである．○が前年度分析，●が今年度の分析であ
（Microbial）の中間にある．
る．今の所，幌延新地層研究所の天然ガスは，熱分解起源
のガスが上昇し微生物起源のガスと混じり，さらに微生物
による分解を受けているものと解釈している．図-2 は，安
全研究センターが行っている新規ボーリング掘削である．
本ボーリングは，大きな断層（大曲断層）を抜く事が期待
されており，その断層付近では深部の熱分解起源ガスが多
くなると想定される．

研究成果

今後の課題
本年度掘削中の新規ボーリングのコアの分析により，天
然ガスの移動特性を明らかにし，ガス移動の解析を行う．

関連発表論文

[C51]

関連研究費 学内競争資金，487,200 円
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図-2 新規ボーリング（700m）掘削
現場
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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 智昭 (博士後期課程 1 年)
高橋 学 (産業技術総合研究所)

はじめに
放射性廃棄物の地層処分や二酸化炭素回収貯留などの大規模な事業計画は，地質学的な時間ス
ケールにおける地下岩盤の高度利活用を前提としている．一般に岩盤は無数の割れ目を含んでお
り，開口した割れ目も充填物で満たされた割れ目もある．このような割れ目やそれらのつくる幾
何学的な構造が岩盤の変形性や透水性を大きく支配している．したがって岩盤を長期的に高度利
活用しようとする場合には，割れ目の諸性質を十分に把握するとともに，化学的な変化も考慮に
入れた検討が必要不可欠である．

本年度の研究目的と内容
本研究では，このような現象把握
に役立つ情報を自然に存在している
事象から取り出し，科学的に実証し
ていく (いわゆる，ナチュラルアナロ
グ) 研究を行っている．
昨年度に引き続き，今年度も屋久
島で観察された離水サンゴ近傍の硬
化した割れ目を対象として，その硬
化原因の解明に向けた分析等を実施
した．このような検討は，地層処分空
洞周りで生じうる化学的な変化と非
常に類似していると考えられる．

離水サンゴ近傍で観察される現象と
岩盤地下空洞周辺での現象の比較例

研究成果

形成年代(yrBP)
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割れ目内物質
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2000
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5
サンプル番号

6

7

離水サンゴと割れ目内物質の年代測定結果

成果の一例として，離水サンゴおよびその周辺
の硬化した割れ目充填物に対して実施した放射性
炭素年代測定結果を示す．この図は同位体分別が
生じなかったとして年代を推定したものではある
が，割れ目充填物の年代が数千年のオーダーで測
定された例は著者らの知る限りこれまでに報告さ
れていない．
今年度は，同位体分別の効果を考慮した検討も
行ったが，硬化した場の条件により解析結果が大
きく影響を受けるため，場の推定に必要な情報を
さらに収集する必要があることがわかった．

今後の課題
このような硬化現象は比較的短時間に起こった可能性もあり，そのメカニズムを解明していけ
ば，処分のみならず CO2 の地中貯留の問題に応用することができるのではないかと考えている．
関連発表論文 [C52] [B34] [C53] [C54]
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プロジェクト研究 IV

ソフト・コンピューティング技術を用いた，地下水管理システムの研究
渡辺 邦夫 （地圏科学研究センター）
Mebruck Mohammed （博士後期課程 3 年）
乳根 達也（博士前期課程 2 年）
竹内 真司 （日本原子力研究開発機構）

はじめに
地下水環境，例えば水位，水質などを保全することは極めて重要な問題である．従来からも，ト
ンネル工事などで水位が低下し井戸の水枯れや，地表の樹木の生育に影響を及ぼした事例が多く
報告されている．また，過剰な地下水や温泉の揚水が地下水位や温泉水位の低下をもたらし，地
盤沈下を拡大し，海岸部では地下水の塩分濃度が上昇した．さらに，工場や一般廃棄物処分場か
らの汚染水の地下浸透が地下水質を悪化させた．そのような環境問題を起こさず，地下工事を実
行したり，温泉を含む地下水資源を利用する管理技術が世界的にも切望されている．地下水管理
の基本的な考え方は，工事や過剰揚水，あるいは汚染物質の浸透を監視し，それらによる何らか
の影響が生じたならば，速やかに対策を講ずることである．しかしながら地下水位や水質は降雨
などの自然条件によっても変動するため，工事や過剰揚水の影響を，それらの変動の小さい時点
で速やかに判断するには難しい問題がある．
1 つの方法は，自然の影響を考慮して変動を高精度で予測しておき，実測値と予測値を比較して
その差から変動を検知することである．このためには，地下水位や水質の変動を高精度で予測す
る技術の開発が不可欠である．本研究は，その高精度予測を，ソフト・コンピューティング技術
（人工知能と訳されることも多い）を用いて行い，最終的に実用的な地下水管理システムを構築す
ることを目的としている．

本年度の研究目的と内容
本年度の研究により開発した地下水予測システムを図-1 に模式的に示す．システムは，観測及
び解析データを取り込むデータベース部と，データベースから必要なデータを取り出して予測解
析する部分に分かれている．本年度は特に，予測精度の向上，開発するソフトウェアの実用性向
上を目的とした．ソフトウェアの実用性向上のため，ネパールの IT や環境分野研究者との共同研
究を行った．図-2 に，カトマンズでの検討会の状況を示す．
入力
データ

データ
ベース

人工知能
（GA,ANN等）
計算

多点
水圧変動

特定点の変動の
学習（再現）・
予測

気象、揚水等
データ

解析データ
（FEM,割れ目モデル等）

出力

必要入力データ
取り込み

図-1 開発している地下水圧変動予測システム概念図
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図-2 システム開発検討会（於，ネパー
ル環境委員会）

プロジェクト研究 IV

図-3 GA,ANN 同時解析ウインドウ
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図-4

本システムによる予測値と実測値，及び予測誤差

研究成果
図-3 は，開発したシステム（ソフトウェア）の１ウインドウ画面である．システムの改良点は，

• 人工ニューラルネットワーク（ANN）と遺伝的アルゴリズム（GA）による予測解析を同時
に行い，相互の比較を行うこと，
• データベース管理を改良したこと
• 入力として選ぶデータの時間を任意に変え，前の時点の値を用いて解析できること
などである．加えて，地下水流れの基礎式を有限要素法で解析し，それを入力として予測を高精
度で行う技術の開発研究を行った．図-4 はその結果であり，図中の Training 期間のデータを学習
し，その結果得られた最適モデルで予測（Test）を行ったものである．図中，併せて実測と予測の
誤差（Residual）を示している．水圧が，水頭で 50cm 以下の誤差でよそくされた．

今後の課題
今後の課題として，開発した予測システムをリアルタイム入力に対応できるよう改良し，それ
を基に，実用的な地下水管理システムを構築することである．

関連発表論文

[A17] [A18] [A19] [C55]
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プロジェクト研究 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
渡辺 邦夫 （地圏科学研究センター）
Abdel-rahman M. Abdel-Gawad （地圏科学研究センター，招聘研究員）
竹内 真司 （日本原子力研究開発機構）
水野 崇 （日本原子力研究開発機構）

はじめに
地下掘削に伴って流入する地下水には，フッ素などのイオン濃度が環境基準をはるかに超える
ものがある．その起源を調べることは地下環境保全の第一歩である．本研究は，岐阜県瑞浪市の
超深地層研究所立坑掘削時に湧出したフッ素イオンを多く含む地下水の起源を長期の水・岩石反
応実験と，野外測定値から調べるものである．最終的な目的としては，地下水質情報を踏まえた
地下水流動解析技術を構築することである．

本年度の研究目的と内容
今までの水・岩石反応実験による研究から，フッ素イオン濃度は時間と共に増加するが，その
増加の速さは岩石試料によって大きくばらつく事が明らかとなっている．本年度の研究の目的は，
そのばらつきの理由を電子顕微鏡によって調べることである．また，長期の実験を継続する事で
ある．

研究成果
図は，フッ素イオンの起源となる蛍石の
存在状況を現している．蛍石結晶が割れ目
内に密集していることがわかる．この分布
の理由として，過去の熱水からの結晶化が
考えられる．この写真に見られるように，
蛍石が局所的に濃集しており，それが時間
的なフッ素イオン濃度上昇の差になったも
のと考えられる．

今後の課題
本研究は今までフッ素イオンに着目して
進めてきた．この研究をさらに進めると共
に，砒素などのイオンについても研究する
事が必要である．また，水質情報を水理解
析に取り入れる方法を構築して行くことが
重要と考えている．

関連発表論文

フッ素を含む蛍石の局所的分布

[A20] [A21]
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プロジェクト研究 IV

ベントナイトの膨潤特性に及ぼす塩分の影響
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)
Sharif Moniruzzaman Shirazi （センター招へい外国人研究員）
Wiwat Sakunwanich （博士前期課程 2 年）

はじめに
核廃棄物の地層処分に際しては，その低い透
水性と高い膨潤性による自己修復特性から，ベン
トナイトがバリア材として使用される．しかし処
分場が海岸部に立地する場合，地下水に塩分が含
まれる可能性があり，その影響を検討する必要が
ある．

本年度の研究目的と内容

Salt
核廃棄物の地層処分における塩分影響の概念

本研究では，塩分濃度がベントナイトの膨潤特
性や透水性に及ぼす影響を調べることを目的と
する．乾燥密度 1.30〜1.90 g/cm3 で締固められ
た直径 6cm 厚さ 1cm のナトリウムベントナイト
(Kunigel VI) 試料を，圧密試験と同様な一次元変
形条件下で吸水膨張させる．使用する水は，蒸留
水に NaCl を 0〜4 Mol/l の濃度で溶解させたも
のである．吸水膨張においては，上載圧を加えな
い自由膨潤と 0.16MPa の圧力下で膨潤させる 2
ケースを行う．また，膨潤試験後に変水位透水試
験を実施する．

研究成果と今後の課題
• 膨潤率は塩分濃度が 0 から 0.5 Mol/l に増加
するだけで約 1/5 へと急激に減少する．ま
た，透水性は約 10−15 m/s から 10−9 m/s へ
と増加する．

膨潤率に及ぼす塩分濃度の影響

• 塩分環境下でのバリア材としてのベントナ
イトの適用性を検討する必要がある．

関連発表論文

[A22]

関連研究費 桑野二郎，科学研究費・特別研究員奨励費，50 万円
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プロジェクト研究 IV

荒川低地北部の沖積堆積物における重金属について
K. G. I. D. Kumari (博士前期課程 2 年)
石山 高 (埼玉県環境科学国際センター)
小口 千明 (地圏科学研究センター)
八戸 昭一 (埼玉県環境科学国際センター)

はじめに
埼玉県中央部の荒川低地北部では，地下水中にごく微量の重金属が取り込まれる，という報告
がたびたびある．その起源は自然由来とされているが，その過程については詳細な調査がなされ
ていない．したがって，微量重金属の由来を検討することを目的として，堆積物を採取し，水-岩
石反応の立場から研究を行った．

本年度の研究目的と内容
堆積物試料は，上流部 (陸水性堆積物)，中流部 (汽水性堆積物)，下流部 (海水性堆積物) より，0
〜20 m の深度ボーリングコア試料として採取した．対象とした重金属は，銅 (Cu)，亜鉛 (Zn)，ク
ロム (Cr)，鉛 (Pb)，ヒ素 (As) である．コア試料の深さ方向 1m ごとに採取した試料について，重
金属濃度，存在状態，溶解特性を調べ，蛍光 X 線分析 (XRF) で固体試料の化学分析を，同じ試料
に純水を加えて抽出した溶液を環境省令 18 条による方法にて分析した．溶液の化学組成は，誘導
伝導プラズマ質量分析（ICP-MS）を用いて分析した．重金属の化学形態については，連続抽出法
（sequential extraction procedure）により求めた．

図-1

ボーリングコア採取の様子と採取した試料
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図-2

図-3

堆積物中の鉛含有量の深さ分布

コロイド態と溶解態におけるヒ素浸出量の違い

研究成果
全ての堆積物から求められた鉛，銅，クロム，亜鉛の濃度は，自然堆積物における平均的値を
下回った．このことは，これらの重元素が天然由来のものであることを示唆する．しかし，中流
地点から採取したコア試料中に 2 つ挟まれるピート層のヒ素濃度は，天然由来とされる基準より
も高かった．溶出試験からは，飲用水基準とされるヒ素濃度基準値を超えており，コロイド結合
である割合が高かった．移動可能性の順序は亜鉛，ヒ素，銅，クロム，鉛の順であると考えられ
る．また，ヒ素が堆積物から地下水中に遊離する過程での鉄酸化物の溶解と脱着が最も考慮され
るべきメカニズムであることが分かった．

今後の課題
健康上の観点からは，ヒ素および他の重金属の存在は，直ちに環境への驚異とはならないが，
ピート層については更なる調査が必要である．

関連発表論文

[C56]
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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)

はじめに
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 18〜21 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)．プロジェクトの目的は， 工学部教官の英語，数学，物理などの
基礎学力の向上， 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・シラバスの整備である．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，JICA 調査団員としての派遣，
修士課程や短期研修に教官の受入れなどである．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，渡辺センター長を調査団員として派遣などである．また，
Mr. Lourenco S. を修士課程に受け入れ，地圏科学研究センターで指導した．

本年度の支援活動
昨年度に引き続き風間客員教授が本プロジェクトの責任者として 7ヶ月余滞在してプロジェクト
の管理・運営をはじめ，学部・学科の管理・運営，教育方法の改善などについて工学部教官の指
導を行った．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国内支援委員
であり，土木工学科の支援計画の策定，実施のみならず，学内，他の支援大学，JICA などとの協
議・調整などに尽力した．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
の検討，学内調整などを行った．本年度は 8〜9 月に管路の水理学，アスファルト舗装，鉄筋コン
クリートの 3 名，3 月に開水路，鉄筋コンクリートの 2 名の専門家を 2 4 週間派遣し，土木工学科
の教官を指導した．本年度も土木工学科の教官 Mr. Manuel M. を短期研修員として約 1ヶ月地圏
科学研究センターが受け入れ，実質的な指導は建設工学科の材料研究室で鉄筋コンクリート実験
を研修した．専門家派遣や研修によって，土木工学科教官の専門科目の能力向上し，これまで経
験のない実験ができるようになった．カリキュラムやシラバスの作成は独自にほぼできるように
なってきたが，講義ノート，教育スキル等の教育方法の改善はやっと着手した段階である． 本プ
ロジェクトは 2010 年 3 月末を以て終了するため，それに先がけて 10 月にプロジェクトの終了時
評価が行われた．その結果，上記の目的の「 はある程度達成されている．
」，
「 は概ね達成でき
ているが，さらなる努力と改善の必要がある．
」，
「 はある程度達成されているが，さらなる改善
の必要がある．
」の評価であった．しかし，プロジェクト終了までに改善すべき点として，機材の
維持管理計画の作成，カリキュラムの継続的なアドバイス，授業評価・シラバス・講義ノートの
フィードバック，提供した教材や資料の取りまとめの 4 点が指摘された．3 月末までにこれらを達
成すべく努力している．
本プロジェクトの終了後については，東
ティモール大学，同政府から次期プロジェ
クトの要望書が提出されている．教育案件
は 3〜5 年の支援で目に見えた成果が上がら
ないので，中途半端で終えるべきでないこ
と，さらに東ティモール政府の強い要請が
あったことから次期プロジェクトの実施は
確実視されている．しかし，具体的な支援
内容・方法・開始時期は今後の課題である． 終了時評価調査団の大使館訪問時，北原大使とプロ
ジェクト関係者らとの記念撮影（2009 年 10 月）
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センターの対外活動等
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第 9 回 彩の国 市民科学オープンフォーラムの開催
–大地震・大洪水から生き延びる–
平成 21 年 12 月 17 日 (木) 大宮ソニックシティ・市民ホール

地圏科学研究センターが設立以来継続的に行っ
ている社会啓発活動の一環として，平成 21 年度
も，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，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 4 団体か
ら後援を頂いた．
本年度のテーマは，
「大地震・大洪水から生き延
びる」とし学外から著名な講演者をお呼びして，

• 災害状況イマジネーションのすすめ
• 地域防災力向上の処方箋
• 埼玉県の防災対策

北浦和駅のデッキへのポスター掲示

日経新聞 (2009 年 11 月 19 日) 記事

についてご講演を頂いた．
本年度も，例年通り関係各所への積極的な働き
かけ，日経新聞やさいたま市報 (情報オアシス) へ
の掲載を通して，市民ならびに自主防災組織へ積
極的に呼びかけたほか，左図に示したように，北
浦和駅 (京浜東北線) のデッキへのポスターの掲
載を試みた (ポスターが小さかった，文字が多す
ぎる等の反省は残った)．このような努力により，
本年度も 170 名にのぼる大勢の方々にご参加いた
だいた．
大原講師の講演内容は，災害発生時から時系列
に沿って，何が起こるか，何ができるかを常日頃
からイメージしておくことによって災害時の被害
軽減を目指そうとするものであり，スポーツのメ
ンタルトレーニングと似たような発想であった．
ご講演ではイメージの際の「10 のポイント」とし
てわかりやすく説明を頂いた．
片田講師の講演内容は，最近のゲリラ豪雨の発
生時に起きてしまった，避難勧告に従って避難し
たことによって災害を被ってしまった事例を紹介
され，行政主導の防災の限界を指摘された．その
うえで，よく言われる自助にも２つあること (「受
け身の自助」と「内発的自助」) を指摘され，内
発的自助の醸成を促進する努力が必要であること
を強調された．
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お二人の講演の主旨は，片田講師の言葉
を借りれば居安思危（「安きに居りて危うき
を思う」) ということで纏められると思う．
これらのご講演を受けて，埼玉県の富山晶
講師は埼玉県で過去に起きた災害事例と今
後起こりうる災害について紹介され，自助・
共助・公助が一体となった防災対策の重要
性を強調された．埼玉県の防災対策の現況
が説明され，自助・共助・公助を高めるた
めの様々な取り組みが紹介された．
関連して写真に示す埼玉県防災学習セン
ターや災害時伝言サービスなどのちらしも
配布された．
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,

会場風景

• 地震発生時刻と緊急地震速報が出る
までの時間について
• 地震の発生回数について
• その他の避難経路について
• 流速と渡れるか渡れないかの判断に
ついて
など，基礎的な内容から緊急地震速報など
の最近の話題まで多岐にわたった．講師の
皆様には丁寧に各質問に答えて頂いた．

会場で配布されたちらし等

質問に答える講演者ら

会場からの質問
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テレビ埼玉「ウィークエンド 930」特集

–阪神大震災の発生から 15 年目–に出演
川上英二・センター教授
平成 22 年 1 月 15 日 (金) 午後 9:30〜10:00 にテレビ埼
玉「ウィークエンド 930」特集–阪神大震災の発生から
15 年目–の番組に出演し、阪神大震災の発生の様子や被
害の状況をいま一度振り返るとともに、この 15 年間の
県の災害への取り組みや課題を紹介しました．

地域貢献活動
地圏科学研究センターでは、地域貢献活動の一環として、地方自治体の防災講演会に講師を
派遣し、自然災害軽減のための社会啓発活動を行っています．

さいたま市防災士養成講座を支援
桑野二郎・センター教授
平成 22 年 1 月 17 日（日）にさいたま市主催の
「さいたま市防災士養成講座」の講師として、大
宮ソニックシティで開催された講習会において、
約 80 名の出席者を前に「土砂災害と対策」と題し
て講演を行いました．近年各自治体では、防災士
を養成する事で、公的組織と連携して災害に対処
できる人材の育成を図るようになってきている．

さいたま市桜区防災講演会を支援
渡邉 邦夫・センター教授
平成 21 年度には、さいたま市桜区が主催する、桜
区防災講演会を支援しました．講演会は、平成 22
年 2 月 20 日に行われ、自主防災組織等から、141
名の参加がありました．

日本地球惑星科学連合 2010 年大会で新セッションを立ち上げました
日本地球惑星科学連合 2010 年大会・サイエンスセッション「地球人間圏科学」において，(一般社
団法人) 日本応用地質学会とともに，新セッション「CO2 削減のための Green Geo-Technology
の探求」(短縮名：自然素材の高度利活用) を立ち上げました（平成 22 年 5 月 23 日 (日) 午後 3
時 30 分から，幕張メッセにて）．渡邉がコンビーナを，長田が副コンビーナを務めます．多
くの方のご参加をお待ちしております．
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2009 年度連続夏季国際セミナーの開催
地圏科学研究センターでは、国際的な大学との連携や共同研究を背景に、一流の外国人大学教
員を招いて、国際セミナーを開催しております．これは、地圏科学の研究をさらに発展させ、同
時に、大学院生の教育に資するものです．
平成 21 年度は、次ページのポスターに示されるように、3 名の研究者を招いて、夏季連続セミ
ナーを行いました．

講師紹介

• Dr. Enrico Fodde
現職： BRE Centre for Innovative Construction Materials, Senior lecturer, Department
of Architecture and Civil Engineering, University of Bath, England
博士学位論文： 2001

University of York, England

Twentieth-century Earthen Architecture of Sardinia (Italy) - Archaeometry and Conservation ?
研究分野： Conservation of historical earthen structure

• Dr. Gamal Abouzeid Abd El-Rahim
現職： Professor、 Civil Engineering Department

Assiut University, Egypt.

博士学位論文： 1998 Assiut University, Egypt

In-Situ Estimation of hydraulic properties of unsaturated soils with application in
irrigation systems
研究分野： Water resources Development, Groundwater Hydrology, River Engineering

• Dr. Celine Schneider
現職： Senior Lecturer, GEGENA Laboratory, Rheims University, France
博士学位論文： Doctoral degree of Earth Sciences March 2002 (Geosciences, Petrophysics)

Evolution of the petrophysical properties of two types of Alsatian sandstone subjected
to simulated freeze-thaw conditions
研究分野： Changes in petrophysical properties of building materials due to weathering.
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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： 32 編
著書，資料，解説，講義等： 8 編
学術講演： 37 編
海外出張： 17 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： 9 名 (うち留学生 6 名)
卒業研究指導生： 11 名 (うち留学生 0 名)

社会活動 (委員等)
学協会関連： 49 件
省庁関連： 7 件
地方自治体関連： 7 件
その他： 10 件
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2. 研究活動
発表論文，著書・解説，学術講演等
論文
[A1]

茂木秀則, Shrestha, S. M., 川上英二, 川村潤也：KiK-net 一関西観測記録から推定した岩
手・宮城内陸地震とその前後の S 波伝播時間の経時変化と地盤の非線形挙動, 日本地震工学
会論文集, Vol. 9, No. 5, pp. 29–41, 2009.

[A2]

Mogi, H., Shrestha, S. M., Kawakami, H. and Okamura, S.: Nonlinear soil behavior
observed at vertical array in the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant during the 2007
Niigata-ken Chuetsu-oki Earthquake, Bulletin of the Seismological Society of America, in
press.

[A3]

Tingatinga, E., Kawakami, H. and Mogi, H.: Gravity eﬀects on earthquake response of a
ﬂexure building: a shear building comparison, International Journal of Structural Stability
and Dynamics, in press.

[A4]

Izawa, J., Ito, H., Saito, T., Ueno, M. and Kuwano, J.: Development of rational seismic
design method for geogrid-reinforced soil wall combined with ﬁbre-mixed soil-cement and
its applications, Geosynthetics International, Vol. 16, No. 4, pp. 286–300, 2009.

[A5]

Nguyen, G. H., Kuwano, J., Izawa, J., Seki, S. and Tachibana, S.: Shear strain distribution
in soil around geogrid during the unloading-reloading pullout test, ジオシンセティックス
論文集, Vol. 24, pp. 69–74, 2009.

[A6]

Amarasinghe, R., Watanabe, K. and Abozeid, G.: Comparison between Campbell and van
Genuchten models by inverse estimation of unsaturated properties, Ann. Jour. Hydraulic
Engineering, JSCE, Vol. 54, pp. 31–36, 2010.

[A7]

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, Vol. 58, No. 6, pp. 1215–1225, 2009.

[A8]

Aung Ko Ko Soe, Osada, M. and Thandar Thatoe Nwe Win: Evaluating the deformation
behaviour of Shirahama sandstone in moisture transfer process, International Journal of
the Japanese Committee for Rock Mechanics, Vol. 5, No. 2, pp. 69–76, 2009.

[A9]

Fujii, Y., Fodde, E., Watanabe, K. and Murakami, K.: Digital photogrammetry for the
documentation of structural damage in earthen archiological sites: The case of Ajina
Tepa, Tajikistan, Engineering Geol., Vol. 105, pp. 124–133, 2009.

[A10] Fodde, E., Watanabe, K. and Fujii, Y.: Learning from vernacular wisdom; Mud brick
construction in Tajikistan, in Proc. 11th Int. Conf. Non-conventional Materials and
Technologies(NOCMAT-2009), 2009.
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[A11] Swe Yu and Oguchi, C. T.: Role of pore size distribution in salt uptake, damage, and predicting salt susceptibility of eight types of Japanese building stones, Engineering Geology,
2009.
[A12] Swe Yu and Oguchi, C. T.: Complex relationships between salt type and rock properties
in a durability experiment of multiple salt-rock treatments, Earth Surface Processes and
Landforms, Vol. 34, pp. 2096–2110, 2009.
[A13] Oguchi, C. T. and Yuasa, H.: Eﬀects of rock properties on salt weathering of Oya-tuﬀ:
an experimental study, in Natural Stone Resources for Historical Monuments, Vol. 333,
pp. 59–72, Geological Society of London Special Publication, 2010.
[A14] Swe Yu and Oguchi, C. T.: Is sodium sulphate invariably eﬀective in destroying any type
of rock?, in Natural Stone Resources for Historical Monuments, Vol. 333, pp. 43–58,
Geological Society of London Special Publication, 2010.
[A15] Thidar Aye, Oguchi, C. T. and Takaya, Y.: Evaluation of sulfate resistance of Portland
and high alumina cement mortars using hardness test, Construction and building material,
2009.
[A16] 高屋康彦, 中山丈士, 小口千明, 八田珠郎：海水によるモルタルの変質に関する実験的研究–
表面の二次生成物について–, Journal of MMIJ (旧 資源と素材), Vol. 125, pp. 489–495,
2009.
[A17] Mebruck, M., Watanabe, K. and Takeuchi, S.: Grey model for prediction of pore pressure
change, Environmental Earth Sciences, p. in press, 2010.
[A18] Mebruck, M., Watanabe, K. and Takeuchi, S.: Adaptive Neuro Fuzzy inference system
approach for prediction of hydraulic pressure change, Ann. Jour. Hydraulic Engineering,
JSCE, Vol. 54, pp. 43–48, 2010.
[A19] 竹内真司, 乳根達也, Mebruck, M., 渡辺邦夫：人工知能技術を用いた坑道掘削に伴う間隙水
圧の変動予測解析, 水工学論文集, Vol. 54, pp. 409–414, 2010.
[A20] Abdelgawad, A. M., Watanabe, K., Takeuchi, S. and Mizuno, T.: The origin of ﬂuoriderich groundwater in MIzunami area, Japan –Mineralogy and geochemistry implications–,
Engineering Geology, Vol. 108, pp. 76–85, 2009.
[A21] Abdelgawad, A. M., Watanabe, K., Mebruck, M. and Takeuchi, S.: Estimating groundwater residence time using multiple regression model based on ﬂuoride dissolution: an
exploration of possibilities, Environmental Earth Sciences, p. in press, 2010.
[A22] Sakunwanich, W., Shirazi, S. M., Kuwano, J. and Kazama, H.: Eﬀect of salinity on
swelling behavior of compacted bentonite, in Proceedings of the 11th International Summer Symposium, JSCE, Tokyo, 11 September, pp. 317–320, 2009.
[A23] 河井克之, 柴田昌輝, 金澤伸一, 橘伸也, 大野進太郎, 飯塚敦, 本田道識：土水連成有限要素解
析プログラムを用いた静的締固めシミュレーション, 応用力学論文集，土木学会, 2009.
[A24] 桑野二郎：補強土壁工法の耐震性に関する課題, 基礎工，総合土木研究所, Vol. 38, No. 2,
pp. 12–17, 2010.
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[A25] 河井克之, 野村瞬, 大野進太郎, Pipatpongsa, T., 橘伸也, 金澤伸一, 飯塚敦：耐塩害性地盤
構造及び塩害地盤浄化手法の検討, 応用力学論文集，土木学会, 2009.
[A26] 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, Vol. 9,
No. 1, pp. 19–31, 2009.
[A27] Deng, J. L., Tsutsumi, Y., Kameya, H., Kuwano, J. and Koseki, J.: Evaluation of
earthquake-induced displacement of slope considering its irregular geometry, in International Joint Symposium on Geodisaster Prevention and Geoenvironment in Asia (JSFukuoka 2009), Fukuoka, 24-25 November, pp. 59–64, 2009.
[A28] Izawa, J. and Kuwano, J.: Evaluation of damage in geogrid reinforced soil walls based
on wall displacement, in Proceedings of 17th International Conference on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, Vol. 2, pp. 1413–1416, 2009.
[A29] Nguyen, G. and Kuwano, J.: Eﬀects of unloading-reloading history on pullout resistance related to soil dilatancy and geogrid properties, in Proceedings of the ﬁrst African
Regional Conference of the International Geosynthetics Society (GeoAfrica2009), Cape
Town, South Africa, 2-5 September, CD-ROM, p. 8p, 2009.
[A30] Nguyen, G. H., Kuwano, J., Izawa, J. and Seki, S.: Interaction between geogrid and
soil during the pullout test under unloading-reloading process, in Proceedings of the 11th
International Summer Symposium, JSCE, Tokyo, 11 September, pp. 141–144, 2009.
[A31] Shirazi, S. M., Kazama, H., Kuwano, J. and Rashid, M. M.: The inﬂuence of temperature
on swelling characteristics of compacted bentonite for waste disposal, EnvironmentAsia,
Vol. 3, No. 1, pp. 60–64, 2010.
[A32] Shrestha, S. M. and Kawakami, H.: Seismic wave propagation analysis in vertical arrays at
Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant site by using modiﬁed normalized input-output
minimization (Mod-NIOM) method, International Journal for Numerical and Analytical
Methods in Geomechanics, in press.

著書，資料，解説，講義等
[B33] 長田昌彦, 松下智昭, 萩原育夫, 近藤はるか：反射スペクトル計測による岩石情報の整理,
Technical report, アーススキャンニング研究会報告書 (47p.), 2010.
[B34] 長田昌彦, 松下智昭, 竹村貴人, 高橋学：地下水流動経路としての割れ目からの各種情報の取
得とその評価に関する基礎研究–屋久島の離水サンゴ周辺の割れ目を対象として–, 埼玉大学
地域オープンイノベーションセンター紀要, Vol. 1, pp. 144–151, 2009.
[B35] 橘伸也：わかって使う FEM 講習会（講師）, 地盤工学会, 2009.
[B36] 風間秀彦：東ティモールに国立大学工学部支援事業, 国際開発教育研究センターＢＢセミ
ナー, 2009.
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[B37] 小口千明：解説：アメリカ合衆国 4-乾燥帯の地形と人々の生活「塩湖」, 写真資料 2009 年
度 1 学期特別号, 帝国書院, 2009.
[B38] 桑野二郎, 橘伸也, 横田聖哉, 中村洋丈：高盛土の沈下特性に関する研究, 地域オープンイノ
ベーションセンター紀要 (2008 年度), No. 1, pp. 141–143, 2009.
[B39] Ohta, H., Adajar, M. A., Kuwano, J., Mairaing, W., Zarco, M. A., Kawashima, K. and
Pacheco, B.: Sustainable Civil Engineering(全 357 頁), (分担執筆), pp. 71–98, The University of the Philippines Press, 2009.
[B40] Wakamatsu, K. and Yoshida, N.: Ground failures and thei eﬀects on structures in Midorigaoka district, Japan during recent successive earthqukes, in Earthquake Geotechnical Case Historries for Performance-Based Design, pp. 159–176, CRC Press/Balkema,
Netherlands, 2009.

学術講演
[C41] 竹内康就, 桑野二郎, 橘伸也, 岩元佑太朗：埋設管の挙動に繰返し載荷位置が及ぼす影響, 第
44 回地盤工学研究発表会発表講演集, 2009.
[C42] Rabbi, A. T. M. Z., Kuwano, J. and Tachibana, S.: Eﬀect of curing time and conﬁning
stress on the strength and deformation characteristics of cement-mixed sand, 第 6 回地盤
工学会関東支部発表会発表講演集, 宇都宮, pp. 187–190, 2009.
[C43] 宮崎裕一, 高橋学, 長田昌彦：来待砂岩の強度・変形特性における中間主応力の影響, 第 39
回岩盤力学に関するシンポジウム, CD-ROM, 2010.
[C44] 朴赫, 長田昌彦, 高橋学, 熊谷聡之：A try of triaxial shear-ﬂow coupling test with prism
specimen and a veriﬁcation of fracture shape by using CT Image, 平成 21 年度資源・素材
関係学協会合同秋季大会, pp. 29–32, 2009.
[C45] 長田昌彦, Aung Ko Ko Soe, 高橋学：負圧状態における白浜砂岩の水分移動と変形の連成
挙動, 平成 21 年度資源・素材関係学協会合同秋季大会, 2009.
[C46] 竹村貴人, 高橋学, 長田昌彦, 北村圭史：精密計測・超平面の創成に使われる精密石材の湿潤
環境下での微小変形メカニズムの解明, 第 39 回岩盤力学に関するシンポジウム, CD-ROM,
2010.
[C47] Zhang, H., Watanabe, K., Fujii, Y. and Fodde, E.: Earthen structures documentation in
Ajina Tepa, Tajikistan: The use of 3D photogrammetry, in Proc. Int. Symp. Enginnering,
Energy and Environment, pp. 122–127, 2009.
[C48] Osawa, Y. and Oguchi, C. T.: Role of micropores on freeze-thaw weathering of building
stones., in Proc. Int. Symp. Enginnering, Energy and Environment, 2009.
[C49] Oguchi, C. T., Sekiguchi, A., Thidar Aye, Takaya, Y. and Hatta, T.: Strength reduction
and surface alteration of mortars during Wetting/drying experiment using seawater and
sulfate solution, in Proc. Int. Symp. Enginnering, Energy and Environment, 2009.
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[C50] Thidar Aye and Oguchi, C. T.: The importance of cement type on the durability of
mortars exposed to sodium sulfate attack, in International Summer Symposium, JSCE,
2009.
[C51] 石山宏二, 渡辺邦夫, 早稲田周, 加藤進, 国丸貴紀, 伊藤一誠, 山本孝広：堆積軟岩中のガス移
動現象の評価の試み（その２）, 2009 年土木学会年次講演会, 2009.
[C52] 長田昌彦, 松下智昭, 高橋学：離水サンゴ近傍における割れ目充填物の AMS 年代測定, 平成
21 年度土木学会年次講演会論文概要集, 2009.
[C53] 長田昌彦, 松下智昭, 高橋学, 藤井幸泰, 竹村貴人：離水サンゴ近傍に存在する硬化した割れ
目の特徴について, 日本応用地質学会平成 21 年度研究発表会講演論文集, 2009.
[C54] 松下智昭, 長田昌彦, 高橋学：花崗岩中に形成されたサンゴ脈の年代値と物質移行過程, 第
39 回岩盤力学に関するシンポジウム, CD-ROM, 2010.
[C55] Chinone, T., Mebruck, M., Watanabe, K. and Takeuchi, S.: Analysis of pore pressure
change in fractured rock due to the shaft excavation in the Mizunami area, Japan, in
Proc. Int. Symp. Enginnering, Energy and Environment, 2009.
[C56] Kumari, K. G. I. D., Oguchi, C. T., Hachinohe, S. and Ishiyama, T.: Occurence of heavy
metals in alluvial sediments in northern part of Arakawa lowland, central Japan, 日本地
形学連合 2009 年秋季学術大会, 京都教育大学, 2009.
[C57] 若松加寿江, 松岡昌志：全国を網羅した地形・地盤分類 250m メッシュマップの構築, 第 3 回
シンポジウム「統合化地下構造データベースの構築」予稿集 (東京), pp. 15–20, 2009.
[C58] 小口千明, 長田昌彦, 渡辺邦夫：イラン・バム遺跡における日干し煉瓦の製造過程と強度特
性, 日本地球惑星科学連合 2009 年合同大会, 2009.
[C59] 桑野二郎, 橘伸也, 清水浩一, 中村洋丈：高速道路高盛土の建設時における圧縮沈下特性, 第
44 回地盤工学研究発表会発表講演集，横浜関東学院大学, pp. 969–970, 2009.
[C60] 若松加寿江, 吉田望, 三上武子, 山本明夫：広域を対象とした地盤の地震応答解析のための
地盤の繰返しせん断特性の類型化, 日本地震工学会大会-2009 梗概集（東京）, pp. 188–189,
2009.
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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
Eighth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures 2011
- International Scientiﬁc Advisory Committee
埼玉県新たな森づくり調査検討委員会

委員
評議員
委員
委員

1990
1999
2003
2007

〜
〜
〜
〜

委員

2009

〜

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
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
地盤工学会 災害連絡会議
自然災害研究協議会

International Geosynthetics Society
桶川市公共事業再評価監視委員会
土木学会 役員候補者選考委員会
土木学会 関東支部
地盤工学会関東支部 企画総務部グループ

委員
副支部長
評議委員
専門委員

2003
2006
2006
2006

〜
〜
〜
〜

副委員長

2006

〜

委員長

2007

〜

地方連絡委
員
委員・関東
地区部会長
Council
Member
委員長
委員
商議員
幹事

2007

〜

2008

〜

2008

〜

2008
2009
2009
2009

〜
〜
〜
〜

橘 伸也

期間

地盤工学会 出版企画委員会
地盤工学会 「地盤工学会誌」編集委員会
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
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委員
委員
委員
リーダー幹
事
リーダー幹
事

2008
2008
2008
2009

〜
〜
〜
〜

2009

〜

渡邉 邦夫

期間

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 水文地質：専門部会
茨城県 地下水利用審査会
文化庁 文化遺産国際協力コンソーシアム
土構造物保存国際検討委員会（ISCEAH）
日本原子力研究開発機構 地下水流動解析モデ
ルの総合的検証手法の検討専門部会

委員

2005

〜

委員
委員
委員
委員
部会長

2005
2005
2007
2008
2009

〜
〜
〜
〜
〜

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
不連続性岩盤解析実用化研究会
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」
日本応用地質学会 功績賞選考特別委員会
日本応用地質学会 研究企画委員会
日本応用地質学会 総務委員会
地盤工学会 岩盤工学企画委員会
土木学会論文集 編集委員会 部門 C 小委員会
土木学会 岩盤力学委員会 企画運営小委員会
日本地下石油備蓄 (株) 保全技術検討委員会
日本地球惑星科学連合 2010 年大会

委員
幹事委員
客員研究員
委員

2001
2003
2005
2006

〜
〜
〜
〜

2009

委員
委員

2006
2007

〜
〜

2009
2011

委員長

2007

〜

2009

理事
委員
部員
幹事
委員

2008
2008
2008
2008
2009

〜
〜
〜
〜
〜

2011

委員
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
プログラム
委員

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

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
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
日本地球惑星科学連合 キャリア支援委員会
日本地球惑星科学連合 男女共同参画委員会
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講師

2002

〜

委員
客員研究員
委員
委員
副委員長

2005
2006
2009
2009
2009

〜
〜
〜
〜
〜

2009

若松 加寿江

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
東京大学生産技術研究所
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
(独) 防災科学技術研究所
日本地震工学会 地震被害・復興の記録のアー
カイブス構築のための研究委員会
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
国土交通省 国土審議会土地政策分科会企画部
会
土木学会 学術推進機構技術評価制度検討委員
会
損害保険料率算定出機構 液状化危険度評価手
法に関する委員会
地盤工学会 地盤情報とハザードマップに関す
る国際シンポジウム実行委員会
地盤工学会 関東支部 60 周年記念事業実行委
員会
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委員

1994

〜

委員

1995

〜

研究員
幹事委員

1996
1998

〜
〜

理事
委員
委員
委員
客員研究員
委員

2002
2007
2007
2007
2008
2008

〜
〜
〜
〜
〜
〜

委員

2008

〜

委員

2008

〜

部会長

2009

〜

専門委員

2009

〜

委員

2009

〜

委員

2009

〜

委員

2009

〜

2009

委員

2009

〜

2009

4. 海外活動
氏名

行き先

活動内容

桑野 二郎

中国

地盤工学会関東支部四川大地震調
査団

風間 秀彦

東ティモール

ＪＩＣＡ東ティモール大学工学部
支援プロジェクトのチーフアドバ
イザー

渡邉 邦夫

ネパール

カトマンズの地下水環境管理に関
する研究打ち合わせ

小口 千明

オーストラリア

長田 昌彦

スイス・フラン
ス

7th International Conference on
Geomorphology (ANZIAG)（第 7
回国際地形学会議）での研究発表
グルノーブル大学訪問とモンテリ
地下研究所でのデータ収集

風間 秀彦

東ティモール

ＪＩＣＡ東ティモール大学工学部
支援プロジェクトのチーフアドバ
イザー

桑野 二郎

南アフリカ

国際ジオシンセティックス学会理
事会出席、1st African Regional
Conference on Geosynthetics 論
文発表

渡邉 邦夫

フランス・イギ
リス

ユネスコ世界遺産センターでの打
ち合わせ及び NOCMAT2009 出席

小口 千明

フランス

桑野 二郎

ドバイ・エジプ
ト

橘 伸也

エジプト

小口 千明

タイ

Dr. Celine Schneider (ランス
大学) 訪問と、教会建築物 (Orval
Abbay) の風化に関する共同調査
17th International Conference on
Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering 講演及び現場視察
Proc. 17th International Confference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering に出席
し研究成果を発表
International Symposium on Engineering, Energy, and Environment (ISEEE) での研究発表、タ
マサート大学訪問
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期間
2009.4.19
〜
2009.4.23
2009.5.10
〜
2009.6.28
2009.5.25
〜
2009.5.29
2009.7.1
〜
2009.7.13
2009.7.8
〜
2009.7.16
2009.8.16
〜
2009.11.1
2009.8.30
〜
2009.9.8

2009.8.31
〜
2009.9.11
2009.9.21
〜
2009.9.28
2009.9.30
〜
2009.10.9
2009.10.5
〜
2009.10.8
2009.11.18
〜
2009.11.28

氏名

行き先

活動内容

期間

風間 秀彦

タイ

渡邉 邦夫

タ イ・ミャン
マー

風間 秀彦

東ティモール

橘 伸也

オランダ

International Symposium on Engineering, Energy and Environment に論文発表および情報収集
タイ、ISEEE 出席 、ミャンマ ー
ICSE 会議集積、ミャンマー地質
工学会との研究打ち合わせ
ＪＩＣＡ東ティモール大学工学部
支援プロジェクトのチーフアドバ
イザー
PLAXIS 社にて有限要素解析プロ
グラム開発に関する打合せ

風間 秀彦

東ティモール

2009.11.23
〜
2009.11.28
2009.11.23
〜
2009.12.7
2009.11.30
〜
2009.12.25
2010.1.6
〜
2010.1.10
2010.2.1
〜
2010.3.31

ＪＩＣＡ東ティモール大学工学部
支援プロジェクトのチーフアドバ
イザー
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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

Aung Ko Ko
Soe

Characterization of Drying Induced Deformation Behaviour in Soft Sedimentary
Rocks and its Implications to Underground Storage
放射性廃棄物処分施設の安全評価における
数値解析手法に関する研究
Role of Rodk Properties and Salt Eﬃcacy
in Laboratory Salt Weathering of Eight
Types of Rocks
Grey-box Modeling Approach for Prediction of Hydraulic Pressure Change

長田 昌彦

2009 年 9 月
学位取得

渡邉 邦夫

2009 年 9 月
学位取得
2009 年 9 月
学位取得

鈴木 俊一

Swe Yu

Nurhusein
Mebruk
Mohammed

小口 千明

渡邉 邦夫

2010 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

Rafdinal
Rahmita
Sari Binti

Optimizing Multimode Load Pattern with
Pushover Analysis for Symmetric Multistory Three-Dimension Steel Building
Frames
人工知能を用いた、岩盤中の地下水管理シ
ステムの研究
写真測量を用いた構造物変化及び水面形状
のモニタリング技術に関する研究
埋設管の挙動に繰返し載荷位置が及ぼす影
響
Eﬀect of Salinity on Swelling Behavior of
Compacted Bentonite
Eﬀect of Curing Stress and Period on the
Mechanical Properties of Cement-mixed
Sand
来待砂岩の強度・変形特性における中間主
応力の影響
Deformation Behaviour and Change in
Elastic Moduli of Tage Tuﬀ during Desaturation

川上 英二

平成 22 年
3 月修了

渡邉 邦夫

平成 22 年
3 月修了

渡邉 邦夫

平成 22 年
3 月修了

桑野 二郎

平成 22 年
3 月修了

桑野 二郎

平成 22 年
3 月修了

桑野 二郎

平成 22 年
3 月修了

長田 昌彦

平成 22 年
3 月修了

長田 昌彦

平成 22 年
3 月修了

Geochemical Forms and Mobility of Heavy
Metals Including Arsenic in Alluvial Sediments of the Arakawa Lowlands, Saitama
Prefecture, Japan
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小口 千明

平成 22 年
3 月修了

乳根 達矢
張 寒冰
竹内

康就

Wiwat
Sakunwanich
Abu Taher Md.
Zillur Rabbi
宮崎 裕一

Illankoon
Illankoon
Mudiyanselage
Thilini
Nuwanradha
Kumari
Kahawaththa
Gamage Inoka
Damayanthi

学部生
氏名

論文タイトル

指導教員

備考

加納 和幸

パソコンキーボードおよびマウスで出力可能
な感振器の設計

川上 英二

平成 22 年
3 月卒業

大内 航

没入型 CAVE を用いた木造建物崩壊挙動の表
示に関する研究

川上 英二

平成 22 年
3 月卒業

加澤 卓

アナグリフ・偏光板による建物崩壊挙動の 3
次元表示に関する研究

川端 吉輝
岩元 佑太朗

Ant Colony Optimization による割れ目岩盤
中の物質移動経路解析の基礎研究
先端拡底杭の形状が支持力特性に及ぼす影響

清水 大志

締固め度の影響を考慮した高盛土の築堤解析

本間 望巳

室内試験結果を用いた盛土材の不飽和構成モ
デルパラメータの同定

正木 友規

養生時間と養生時上載圧がセメント改良砂の
変形強度特性に及ぼす影響

松谷 真一

除荷・再載荷を含むジオグリッドの引抜き特
性に及ぼす地盤材料の影響

野口 翔

硫酸塩環境における各種モルタルの抵抗性比
較

児玉 太郎（教
育学部理科専
修地学講座）

シリア・ハブール川沿いのオンコイドの形成
についての研究

平成 22 年
3 月卒業
渡邉 邦夫
平成 22 年
3 月卒業
桑野 二郎・ 平成 22 年
橘 伸也
3 月卒業
橘 伸也・
平成 22 年
桑野 二郎
3 月卒業
橘 伸也・
平成 22 年
3 月卒業
桑野 二郎
桑野 二郎・ 平成 22 年
橘 伸也
3 月卒業
桑野 二郎・ 平成 22 年
橘 伸也
3 月卒業
小口 千明
平成 22 年
3 月卒業
小口 千明
平成 22 年
3 月卒業
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川上 英二

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．
今年度は，各教員の ひとこと 欄を追加しました．

地圏科学研究センターのスタッフと学生諸君

水資源機構

滝沢ダムの見学 (2009 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 1949 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.


地質と水の両面から自然現象を解明し，それを長期の環境保全に役立てる研究をしていま
す．最近は，地下の廃棄物処分場建設に伴う環境変化の軽減，長期の土構造物崩壊現象解
明，汚染物質の地下での移動などを研究しています．
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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 1951 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.


近い将来に必ず発生する大地震による都市の災害を少しでも減少させることを目標に，近
年の情報技術の発展を人の安全確保のために活用する研究を行っています．本センターが
地圏研究の魁（さきがけ）となることを目指しています．
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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
生年月日
最終学歴

地盤工学・地盤地震工学
1958 年 9 月 8 日
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.


地盤工学・土質力学の立場から，地盤防災や地盤環境の保護に役立つ研究を行いたいと思
います．一方で大学に勤めるものの責務として，
「面白そうだからやる」すぐには役に立
ちそうも無い研究や真理の探求にも取り組みたいと思っています．
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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
生年月日
最終学歴

岩石岩盤の物性評価・割れ目系岩盤中の地下水流動
1965 年 1 月 2 日
1989 年 3 月 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)(埼玉大学)，1999 年 3 月
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, Vol.64, pp.1-17, 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, Vol. 58, pp.1215-1225, 2009.
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.


大地は我々の生活を支えています．時には，地震や火山噴火など悪さもしますが，
「自然
から学び」ながら共生していくしかありません．畏敬の念をもって大地の中で起こってい
るプロセスを理解し，これを安全・安心な市民生活のために役立てたいと考えています．
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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 1998 年 3 月 筑波大学大学院地球科学研究科修了
学位取得 博士（理学）(筑波大学)，1998 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


大災害のニュースを聞くたびに人類の無力さを感じます．日本では地理・地学教育が軽ん
じられ，”天変地異”が起こった後の対策に重点が置かれてきました．研究分野の狭間にい
るという特徴を活かし，真に分野融合の研究を目指したいと思っています．
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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
最終学歴 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 (東京工業大学)，2006 年 3 月
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」

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.


地圏科学研究センターに赴任して早２年が経過しました．現在は，不飽和状態にある盛土
など土構造物の品質評価を，主に数値解析を通して行なっています．また，高レベル廃棄
物の地層処分技術に資するベントナイト混合土の力学モデル構築にも力を注いでいます．
センターの他の先生方と協力しながら，また研究室の学生と時間をともにしながら，今後
も研究活動に精進する所存です．
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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
生年月日
最終学歴

土質工学・地盤災害・地盤物性評価
1942 年 4 月 13 日
1968 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)，1996 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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地圏科学研究センター協力教員リスト
役職

氏

准教授

山辺 正

名

工学博士

最終学歴

理工学研究科・建設工学科

所 属

岩盤力学、岩盤における熱・応
力・浸透連成問題の数値解析

専

門

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
会

務

氏

任期 H19.10.1〜H21.9.30(2008.3 当時)
所属機関・役職

名

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

任期 H21.10.1〜H23.9.30(2010.3 現在)
所属機関・役職

名

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

百瀬 和夫

委員

川鍋 隆

委員

武田 精悦

委員

坪谷 隆夫

委員

大木 貞幸

(財) 電力中央研究所 地球工学研究所・研究参事
NHK エンタープライズ事業本部第 1 事業センター・エグゼグ
ティブ・プロデューサー
東京電機大学 未来科学部建築学科・教授
東京電力 (株) 原子力整備管理部 新潟県中越沖地震対策セン
ター 土木耐震グループ・グループマネージャー
財団法人埼玉りそな産業協力財団・専務理事
(独) 日本原子力研究開発機構・特別研究員
(財) 原子力環境整備促進・資金管理センター・技術顧問
埼玉県環境部 水環境課・課長
以上 9 名
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