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埼玉大学地圏科学研究センター年報
第 10 巻の発刊にあたって
埼玉大学地圏科学研究センター（以下，適宜「センター」と書きます）は平成 13 年度に設立さ
れました．本センターの目的は「快適かつ安全で安心な社会生活を支える地圏技術の確立と国際
貢献の推進」であります．この目的を達成するためにセンターには 2 つの研究分野が置かれてい
ます．
１つは地圏（地震）防災科学研究分野であり，特に地震災害を主な対象として，
「災害に強い安全
で安心な社会の構築」を目指しています．地震以外にも，降雨による斜面崩壊や地盤沈下なども研
究しています．
「住民の目線に立って，安心と安全な社会を作る」ことがこの研究分野の目的です．
センターのもう１つの研究分野が地圏環境科学研究分野です．
「社会の基礎となる健全な大地を
守る技術の開発」を目指しています．とくに，現代社会のニーズが大きい「高度危険廃棄物処分
と地下水保全研究」及び「長期的な地圏環境保全研究」を行っています．人間社会の基礎となる
「健全な大地を守る」事がこの研究分野の目的です．
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 月末までを，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
を積極的に推進して参りました．
第 I 期の成果を受けて，平成 20 年度からは，第 II 期がスタートして本年度で 3 年が経ちます．
そして，本年度でセンター発足から丁度 10 年が経過し，センター年報の第 10 巻を刊行する運び
になりました．ここに，センターが本年度に主に行った研究の内容と成果の概要を提示し，ご意
見やご批判を賜ればと存じます．
また，研究の推進に加えて，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設
置されている事もあり，自然災害の資料の収集とその解析や，社会の防災意識の向上に関する啓
蒙・啓発活動を積極的に進めました．地圏科学研究センターには定常的に行わねばならない下記
の業務，

(1) 自然災害科学関東地区資料センターの運営
(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) 工学部および教育学部の学部学生と大学院生の研究指導
があり，これらは，埼玉大学の第二期（平成 22-27 年度）の中期目標・計画に掲げられている事項
でもあります．センターはこれらの活動を本年度も積極的に行いました．その活動実績も併せて
本年報に記載してあります．
以上に述べました「研究」を中心とした活動の他に，センターの教員は，工学部および教育学
部の学生に対する基礎教育と専門教育の授業や大学院の授業をセンター以外の教員と同程度に分
担し，さらに全学の教養教育に多大な貢献をしております．また，学部学生の担任や入試業務な
どの学部の運営に関する業務も分担しております．
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表紙写真：宮城県牡鹿郡女川町の津波被害（桑野撮影）
2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震（M9.0）では東北地方太平洋側沿岸で多大な津波被
害が引き起こされた．女川での津波高は約 18m と推定され，RC3 階建ビルの屋上に車が漂着し，
写真を撮影した小高い丘の上の町立病院駐車場も津波をかぶった．RC3〜4 階建のビルがいくつも
転がっていた．べた基礎のビル以外に杭頭で破断した倒壊事例も複数見られた．このような RC ビ
ルの転倒は他の津波被災地では見られないこと，湾口の防波堤が消失していたことなどから，女
川での津波の波力の大きさがうかがえる．避難用シェルターとしてビルを活用する考えがあるが，
基礎構造に慎重な考慮が必要であろう．
裏表紙写真：岩手県野田村の災害廃棄物（長田撮影）
2011 年 5 月 3 日に撮影した岩手県九戸郡野田村の海岸沿いに置かれた津波による災害廃棄物の
写真である．今回の大震災では各地でこのような災害廃棄物が多量に生じ，その対処方法に苦慮
している一方で，これらを使った復旧対策案も示されつつある．長期化すれば，地盤汚染，地下
水汚染にも繋がる課題であり，早期の適切な対処方法が求められる．
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東北地方太平洋沖地震による埼玉県内の地盤災害事例
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)

1. はじめに
平成 23 年 3 月 11 日に発生した 2011 年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では，津波によ
り多くの人命が失われ，東日本の広い範囲に多大な災害が生じた．埼玉県は震源域からは比較的
遠かったが，県東部などで震度 5 強の揺れが観測された 1) ．埼玉県内の地盤災害の報告はあまり
多くはなく，また地震後のガソリン不足のため県内をあまり回ることはできなかったが，現地に
足を運ぶことができた図−１に示す地点について，地盤災害事例を報告する．ただし速報であり，
詳細な地盤調査などは行っていない．

図− 1

埼玉県内の地盤災害事例報告箇所

2. 幸手市西関宿江戸川右岸 57.5k 付近のすべり
幸手市西関宿の江戸川右岸 57.5k 上 100m から 300m まで約 200m の堤内側が小段県道中央部か
ら流動的にすべり，法尻末端が隆起，移動し，民家に迫った（写真−１左）．また，すべりの端部
では噴砂が見られた（写真−１右）．図−２に示す被災断面 2) を見ると，堤防下部に砂層があり，
その中に地下水位がある．従って，この砂層で液状化が発生し，それが堤防脚部のすべりを伴う流
動変形をもたらしたと考えられる．図−３の土地条件図を見ると，右岸の堤防被災部は埼玉県と
茨城県の県境に沿った旧河道に近い．また，左岸側の堤防も河川側ですべりを生じていたが，こ
こもその延長線上と考えられる．さらに，すべり南端に近い墓地では墓石が相当数転倒していた
が，そこから南（下流側）に約 500m 離れた別の墓地では墓石の転倒はまったく見られなかった．
地盤条件が地震動の大きさにも影響したのかもしれない．
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写真− 1

幸手市西関宿江戸川右岸のすべり（左）とすべり部の噴砂（右）
（東京電機大学安田進教授撮影）

図−２

図−３

江戸川右岸堤被災断面（参考文献 2) の図に若干の修正）

江戸川堤防（右岸・左岸）被災箇所周辺の土地条件図
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3. 久喜市南栗橋の住宅地における液状化被害
幸手市西関宿から中川沿いに 6〜７ km 上流の久喜市南栗橋地区では，広範囲な地盤が液状化
し，電柱や住宅が傾くなどし，約 140 戸が被害を受けた 3),4) （写真−２）．ここは 1983 年から
1999 年にかけて行われた土地区画整理事業地で，図−４の土地条件図に見られる後背低地部（水
色）と今回の液状化範囲 3) とはほぼ重なる．当時工事に参加した技術者の話では，近くの権現堂
川の浚渫土をポンプ圧送して埋立てを行ったようである．その後の住宅造成の詳細は分からない
が，元々液状化が起きやすい地盤条件であったと考えられる．

写真−２

図−４

久喜市南栗橋における液状化被害

久喜市南栗橋周辺の土地条件図（丸：液状化範囲）
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4. 戸田市荒川左岸部の液状化
戸田市荒川左岸部でも，液状化が生じていた．地盤の亀裂・段差（写真−３）や地盤流動に伴
うずれたカーペットの皺のような芝生の盛り上がり（写真−４）が見られた．ここも土地条件図
（図−５）を見てみると，液状化範囲は旧河道・埋土と一致していた．

写真−３

戸田市荒川左岸部液状化による亀裂・段差

写真−４

戸田市荒川左岸部液状化による芝生の皺
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図−５

戸田市荒川左岸液状化範囲 (丸囲い) 周辺の土地条件図

5. まとめ
2011 年東北地方太平洋沖地震により生じた埼玉県内の地盤災害事例を 3 つ紹介した．何れも液
状化およびそれに起因する地盤災害であった．3 地点とも，液状化が生じやすいと考えられる地盤
条件であり，地震への備えとして，その土地の地盤条件，地盤の成り立ちを調べておくことが重
要であることが改めて示された．

引用文献
1) 気象庁：「平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震」により各地で観測された震度につ
いて，報道発表資料平成 23 年年 3 月 30 日，http://www.jma.go.jp/jma/press/1103/30d/
kaisetsu201103301800.pdf, 2011.
2) 国土技術研究センター河川堤防耐震対策緊急検討委員会：平成 23 年 5 月 11 日第 1 回委員
会資料「関東地整大規模堤防被災一覧」, http://www.jice.or.jp/sonota/t1/201105110.html,
2011.
3) 久喜市：土地の液状化による南栗橋地区の被害状況について（平成 23 年年 3 月 30 日現在）,
http://www.city.kuki.lg.jp/ kurashi/bosai/bosai/minamikurihashi.html, 2011.
4) 朝日新聞：平成 23 年 4 月 12 日朝刊「液状化家が傾いた」, 2011.
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東北地方太平洋沖地震による渡良瀬遊水池および
埼玉県南栗橋地区における液状化現象
瀬戸 真之 (地圏科学研究センター)

1. 調査地の位置
2011 年 4 月 4 日に渡良瀬遊水池（栃木県）および埼玉県久喜市南栗橋地区における液状化の調
査を行ったので報告する．渡良瀬遊水池および南栗橋地区は関東盆地中央部に位置し，利根川の
中流部にあたる（図− 1）．

図− 1

位置図 (Google Earth 画像に加筆)

2. 渡良瀬遊水池
渡良瀬遊水池は水が入っているハート型をした谷中湖と第 1 調節池，第 2 調節池，第 3 調節池
から構成される．今回液状化した場所は第 1 調節池の北端に作られた運動公園の中である．液状
化は運動公園北側の野球グラウンド，サッカーグラウンドを中心に発生した．調査時点ではグラ
ウンド内については，地表面の亀裂とその周囲に若干の噴砂が残っている状況であった．噴砂の
大半は撤去されていた．同じ範囲に，地表面にある種の舗装が施されたテニスコートが含まれる
が，ここでは亀裂や噴砂など液状化の痕跡は認められなかった．
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図−２

野球グラウンドおよびサッカーグラウンドに残る亀裂
亀裂は幅 3〜5cm，深さは 20〜30cm

図−３

グラウンド周辺の様子

3. 埼玉県南栗橋地区
埼玉県南栗橋地区は東武鉄道日光線南栗橋駅周辺に開発された住宅地である．駅の開業は 1986
年 8 月なので，この少し前から造成されたものと思われる．造成前の地形は，米軍撮影の空中写真
（1947）や平井（1983）の地形分類図からみると，旧河道および湿地である．1923 年の関東地震
では，今回液状化した造成地から南に約 500m の中川右岸で地割れが出来（門倉， 1925），1931
年の西埼玉地震では近くの北葛飾郡桜田村で噴砂の記録が残っている（埼玉県熊谷測候所 1932）．
今回は，住宅地と運動グラウンド付近およびその北の分譲されていない粗造成地において液状化
が発生し，木造家屋の不等沈下のほか上下水道が深刻な被害を受け，調査時点では本格復旧に至っ
ていなかった．
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図−４

運動グラウンドの亀裂と噴砂の跡

4. おわりに
関東平野中央部は，諸河川が集中するので，旧河道，湿地，自然堤防，さらには河畔砂丘が広
く分布しており，今回のような大きな地震では液状化の被害を免れ得ない地域である．今回の震
災では，東京湾岸埋立地での事例と異なり報告が少ない．しかしながら，この程度の現象が発生
したことは記録にとどめ，今後の土地利用を考える際の参考にしてよいと考えられる．このため
にも，数百〜千年くらいのオーダーで地形変化の履歴を明らかにすることが重要な課題である．

引用文献
平井幸弘 1983. 関東平野中央部における沖積低地の地形発達．地理学評論 56: 679-694.
門倉三能 1925. 埼玉県地震調査報文．地質調査所特別報告 1：1-32.
埼玉県熊谷測候所 1932. 西埼玉強震報告．
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外国人留学生向けブログの立ち上げ
橘 伸也 (地圏科学研究センター)
東北地方太平洋沖地震により被災された方々に，心よりお見舞い申し上げるとともに，被災地
の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます．
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は，本学へ留学している留学生にとっても大変ショッ
キングな出来事であった．地震当日，大きな揺れがおさまってから地圏科学研究センターにいた教
職員と学生は，センター建物前の安全なスペースに避難した．一様に不安な表情が広がる中で，こ
の間にも大小の余震を感じた．携帯電話のワンセグやインターネットから発信される情報を確認し
て，尋常ではない災害が起こってしまったということは，そこにいた皆に共通した認識であった．
翌 3 月 12 日 (土)．センターでは，所属する教職員と学生の安否確認を始めた．ちょうど春休み
期間で旅行に出かけていた学生や実家に帰省中の学生もおり，すぐさま全員と連絡をとることは
できなかった．全ての学生の所在と安全が確認できたのは，13 日夜 21 時頃であった．13 日 (日)
の夜には，テレビやインターネットなどで，月曜朝からの計画停電実施や交通機関の区間・時間
限定での運行実施など，慌ただしく報道がなされた．研究室に在籍する留学生の一人にこれらの
情報を知っているか電話で尋ねたところ，NHK の英語ニュースを通じて知ることはできるが詳細
(停電の時間帯やグループなど) を知ることは難しいと彼は答えた．これを受けて，14 日 (月) 早朝，
計画停電の実施スケジュールを日本語と英語でまとめたメールをセンターの全員宛てにメールで
送信した．また，東京電力ホームページの英語版で詳細を確認できることも追記した．
14 日になって，センター教職員の元に留学生の何人かからメールや口頭で問い合わせがあった．
原子力発電所の放射能漏れの状況を心配するものや，近所のスーパーで食糧や水を手に入れにく
くなっており困惑しているもの，さらには状況を憂慮し日本のために何かできないかと募金やボ
ランティアをやりたいというものもあった．いずれにしても留学生にとって，正確かつ詳細な情
報を得ることが困難であり，そのことが原因で彼らの中に少なからず不安とパニックが広がって
いることは明らかであった．NHK が報じる英語ニュースでは大局的な情報は得られても，ローカ
ルワイズな情報は得られない．何とかして彼らが正確な情報を得る術を確保しなければならない．
以降，彼らの問い合わせに個々に応じることが難しくなる可能性があること，埼玉大学に在籍す
る留学生，あるいはその家族らが同じような状況に陥ってしまっていることを想像し，奥井建設
工学科長らと相談の上，外国人向けブログを立ち上げることとした．外部サーバーを利用したブ
ログであれば，例え大学のサーバーが停電で落ちたとしても閲覧が可能である．主にさいたま市
桜区に関連する情報を記載し，対象閲覧者を学内の留学生に絞らず，地域で暮らす外国人が不安
に陥らないように情報の更新を心掛けた．記事の更新には，奥井学科長，松本教員，サントソ教
員にもご尽力をいただいた．ブログでは，英語による情報サイト，計画停電の実施スケジュール，
大学行事の案内，地震・津波・原発事故に関する英文レポートなどを，随時，紹介・更新した．ま
た，地圏科学研究センターで計測していた放射線量の値を，ここでも公開した．ブログへのアク
セス件数は，一番多い日で 3 月 16 日に 314 プレビューであり，3 月は 50 プレビューを下回ること
はなかった．3 月下旬には，本国の家族からの要請や個々の判断に基づき一時帰国する学生もいた
が，テレビやインターネットに加えこのブログを通して情報を得ることができている旨，何人か
の学生からメールで連絡があった．
4 月中旬の記事を最後に，ブログの更新は行なっていないが，放置されているブログにも一日
10 件程度のアクセスがある．更新が滞っていることの言い訳になるかもしれないが，これまでブ
ログに記載してきた内容を閲覧し，留学生が自発的に情報を集め，無用の不安に陥ることがなく
なっていることを祈りたい．公開中のブログは次の URL で閲覧することができる．
「for sakura foreigners」 http://blog.livedoor.jp/sakura_foreigners/
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放射線量ライブ配信奮闘記
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
橘 伸也 (地圏科学研究センター)
このたびの東北地方太平洋沖地震におきまして，被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げま
すとともに，被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます．

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は，これまでに生じた大震災と大きく異なっていた．
それは，津波により福島第一原子力発電所が水素爆発を起こし，多くの放射性物質を撒き散らした
ことである．放射性廃棄物の地層処分プロジェクトを研究対象の一つにしてきた地圏科学研究セ
ンターのメンバーでありながら，放射線量に関して，自分の中に尺度がなかったことを反省してい
る．マスコミでも毎時何シーベルト，何ベクレルという単位が報道され，今 (2011 年 5 月) ではか
なり浸透してきたが，水素爆発直後にはどの程度が危険なレベルなのかが身についていなかった．
3 月 16 日，建設工学科に簡易計測用のシンチレーション・サーベイメータがあることに気づき，
地圏科学研究センター棟の 4 階屋内外で，計測を開始した．問題もあった．既に放射線量が上がっ
ている状態にあったので，バックグラウンド値が決められなかった．またこの計測器は，平成 12
年度に購入したものであり，サンプルとして付いていた放射線源は半減期が過ぎており，キャリ
ブレーションもできなかった．そこで，短期間ではあるが，2 日間，下図に示したさいたま市モニ
タリングポストでの空間放射線量と比較して，若干大きめの値を示すものの，おおよそ同じ（あ
くまで相対的な）傾向を示すことは確認した．
大学内外を問わず，この種の情報を欲している人はかなりいた．モニタリングポストの情報は，
1 時間ごとに更新されるものの，夜間（特に深夜）は更新されず，土日のデータは月曜日にまとめ
てのことが多かった．まだ福島の原子力発電所は予断を許さない状態であり，必要な情報は「今，
窓を開けてもよいのか」に資するものであると考えた．

さいたま市モニタリングポストでの空間放射線量と降下物の放射性物質の経時変化
（図は，埼玉県が web 上で公表しているデータをコンパイルしたものである．
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/housyasenryou.html）
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不運にも（実は幸運だったかもしれないが），この計測器には外部出力がついていたが，コネ
クタが見つからず連続的なデータを提供することができなかった．そこで考えたのが，インター
ネット上でのライブ配信である．CCD カメラで計測器の画面を撮影した映像をそのままインター
ネット上に送るのである．USTREAM というライブ配信サイトを使わせていただいた．同じこと
を考える人はいるもので，このとき既に 5,6 名の方が各地で同じような情報を提供してくれてい
た．ただ大学の名前を使うことは憚られた．キャリブレーションもできていない装置の値である．
かといって匿名ではなにか責任逃れしているように感じたので，個人名で配信することで，いく
らかでもデータへの責任を持ちたかった．3 月 18 日，配信を開始した．これで たった一つの計
測器 が， みんなの計測器 に進化した．
配信中は，気が気でなかった．計画停電もあり，その度にパソコンを立ち上げ直しに大学に出向
いた．3 月後半から，度々計測器が暴走することがあり，さらに．気が気ではなくなった．原因は
未だに不明だが，時折針が大きく振れた．しばらく装置の電源を切っておくと，元の値に戻るの
で計測器の異常である可能性が大きい．大学のネットワーク環境も計画停電の影響で，よろしく
ない状態であった．そんな折に，多量のデータを送信していたので，もしかしたら，ネットワー
クにかなりの負荷をかけていたかもしれません．この場を借りてお詫びいたします．
配信開始から，ちょうど一ヶ月経った 4 月 18 日に配信を休止することにした．理由は，この時
点で放射線量が大きく変化する要因は見られないこと，またさいたま市のモニタリングポストの
空間放射線量は 0.06μSv/h を下回り，この計測器の精度では，有意義なデータが提供できないと
判断したためである．このとき，アクセス数は 82 万件を超えていたと記憶している．
最後になりますが，計測器を貸借・利用させていただいた建設工学科各位，視聴者を代表して
コメントをくれた大学時代からの友人，ライブ配信への入り口を簡易なものにしてくれた研究者
仲間，励ましを頂いた学内の方々，ツイッターを介していろいろなコメントをくれた方々，無料で
ライブ配信をさせていただいた USTREAM 様に再度，感謝しつつ，2 度とこのような配信をしな
くて済むことを祈りながら，筆を置きたいと思います．

使用した計測器と計測環境
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第I部

地圏科学研究センターの活動概要
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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 21 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
• 会計報告および競争的資金の獲得状況
の順に示す．

受賞報告
○ 平成 21 年度地盤工学会技術開発賞

• （20100319 理事会決定、20100527 表彰式）

• 「地盤補強型基礎工法の開発及びその合理的設計法の確立」

• 田邉 成 (東電)，上野誠 (新日本設計)，佐藤博 (東電)，井澤淳 (東工大)，桑野二郎 (埼玉大)，
中井照夫 (名工大)，松尾稔 (名古屋都市センター)，大日本土木 (株)

○ 第 19 回一般社団法人日本応用地質学会論文賞

• 「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」

• 朴 赫 (元埼玉大学理工学研究科博士課程在籍)，長田 昌彦 (埼玉大)，渡邉 邦夫 (埼玉大)

• 詳しくは，研究報告のページをご覧下さい．
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平成 22 年 5 月 13 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 21 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
武田 精悦
平成 22 年 3 月 24 日に行われた第 10 回研究推進・評価委員会での審議を踏まえ，平成 21 年度
センターの活動に対する評価と提言を下記のように行う．

1. (全体)
埼玉大学地圏科学研究センターは、地震災害対策や大地・地下水汚染対策、また高度危険
物の安全な地下処分など、社会が直面する重要な課題を学術的な立場から総合的に研究する
場として、「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。平成 21 年度は第 II 期計画の 2 年目に当たり、新たな展開に向
けた重要な時期を迎えている。その設立の趣旨に沿って行われている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研究活動が定着し、これまでに安定した成果が得られてい
る。一方、センターが今後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. (平成 20 年度センターの活動評価と提言に対する対応について)
「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ことは大学の社会的責務であ
るとの認識にたち、その内容について工夫をこらしたホームページ (HP) の公開などを通じ
て直接住民の方々に研究成果を紹介し、積極的に社会への情報発信を行ってきたことは高く
評価できる。しかしながら一方で、ＨＰへのアクセス件数がそれほど増加しているわけでは
ないという状況がある。ＨＰがその情報伝達手段として全てではないにしても、現代情報社
会における情報発信のための１つの強力な手段であることも事実である。センターにおいて
も外部の方々によるＨＰへのアクセスの重要性を再認識し、そのために社会から求められて
いる情報がどのようなものかなどの分析を進め、必要な対策を講じていくことを期待する。
3. (予算書)
納税者である国民にとって国による税金の使い方は大きな関心事の１つである。その税金
でまかなわれるセンターの予算についてもそれが適正に執行されることのみならずそれに関
する情報が適切に公開され、透明性が確保されることは国民の要望に応えていく上でも非常
に重要である。その透明性の確保という観点からみて予算の収支を明確に表示するなど、で
きるだけわかりやすい予算書とすることを望む。
4. (プロジェクト研究)
第 I 期研究期間では全体をまとめてプロジェクト研究としていたが、第 II 期研究期間では
センターが１つの組織化された研究実施主体として大地に関する研究に取り組むこととし、
研究内容についても体系化が試みられている。その中では地震工学や地盤工学など各分野の
関係が構造化され、各テーマは互いに関連しつつ広がりをもち、重要なテーマに取り組んで
いることが示されている。また日本国内外の多くの研究者・研究機関から関連する情報を集
約し、それらの情報を加工して発信するような当該分野における中核的な研究機関となるこ
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とを目指している。研究内容や成果の記載方法にしても図の活用や統一された書式によって
いるため読者にとっても全体の体系が理解しやすく非常にわかりやすくなっている。このよ
うな試みや意欲を高く評価するものである。
一方で、各プロジェクトの研究成果の表現が統一されたことによって、逆に全体の内容が
平板になっている印象を受ける。センター独自の研究テーマは何か、センターが社会から求
められているテーマは何か、センターとして重要なテーマは何かなどを的確に把握し、全体
にもっとメリハリのある内容とすることが望まれる。また全体計画の中での研究の目的・意
義、進捗状況などについての説明が必要である。さらに当該分野における中核推進機関とし
て、成果をそのまま示すのではなく、それらを 2 次加工して報告していくことや、その中で
何を重点的にアピールしていくか戦略をもって示していくことが重要である。

5. (センターの対外活動等)
センターはこれまでにも講演会の開催など地域啓蒙や地域貢献の立場からさまざまな活動
を行ってきた。地域への貢献度という尺度で見た場合、これらの活動が高く評価されること
はいうまでもないが、同時にセンターのみでこのような活動を行うことの限界も明らかに
なってきている。今後さらに貢献度の高い対外活動を実行していくためには全学的な視点が
必要であり、そのために大学にも積極的に働きかけていくというセンターの意欲を評価した
い。その際、安心安全な街づくりなどの言葉で表されるように自治体側の防災への関心の高
まりなども考慮し、地域に身近な具体的な研究テーマを設定するなど地域に密着した活動と
なるよう配慮していくことを提案する。
6. (研究活動紹介)
研究成果の表現については全般に内容がフラットでありかつ学会の予稿集のような印象を
受け、どこがポイントなのかわかりにくい。冒頭に各研究内容が概括できるような紹介を加
えるなどの工夫があってよい。また報告書を作成する上で最小限必要なチェックは確実に行
うべきである。ＨＰにおいても、外部の方々がセンターの研究者を身近に感じることができ
るよう各研究者のプロフィールや経験・苦労話など人柄がわかるような記述をするなどの工
夫が望まれる。
7. (平成 22 年度のセンター活動計画と研究推進について)
平成 22 年度のセンターの活動において、基本的に大学の中期目標・計画を踏まえそれに
沿った研究を進めていくと明記していることは、大学が社会から期待されている役割を重く
受け止め、大学の一翼を担うセンターがその責務を全うしていこうとする強い決意の現われ
と見ることができ、強く共感するものである。同時にどの目標も長期的な戦略なくして実現
することが容易ではないことも明らかである。大きな目標に向け長期戦略を構築しつつ、短
期的な成果を挙げていくことも視野にいれた複眼的に視点をもって研究活動を進めていくこ
とを期待する。目標を達成するための具体的な措置として、国内共同利用のための実験機材
や実験装置を整備していく計画とのことであり、それを達成すべく全力をつくしていくこと
を期待する。また、成果を社会へ還元することによる地域社会への貢献といったローカルな
活動と、国際的な連携のもとに高度危険廃棄物地下処分の研究や発展途上国の環境対策に対
する寄与といったグローバルな活動の両者をバランスよく進めていくことが重要であり、今
後のさらなる発展に期待する。
以上
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「平成 21 年度センターの活動評価と提言」への対応
1. (全体)
「平成 21 年度センターの活動評価と提言」を頂き，研究推進・評価委員会の先生方には
厚く御礼申し上げます．センターでは頂きました「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．頂いた御指摘は何れも重要で尤もな御指摘ではありますが，簡単に実
現できないものもあり，十分に対応ができたとは考えておりませんが，御指摘頂きました各
事項に対する対応の現状について以下に御説明致します．
2. (平成 20 年度センターの活動評価と提言に対する対応について)
ホームページの充実はセンターの広報活動の一環として非常に重要なことであると認識し，
コンテンツの追加や行事遂行に伴うホームページの更新を随時行っています．アクセス数に
関しては，大学サーバーとの整合性に問題があり，時々エラーが起こっていたことが判明し
たため，現在ではアクセスカウンターを非表示としています．また，大学での評価や昇進に
重要である，基本的で地味な研究を行い，Impact Factor の高い International Journal への
発表を精力的に行うことと，留学生を含めた学生の研究指導および講義準備の傍ら，長田教
員があらたに個人ページを立ち上げました．
3. (予算書)
大学の研究では，海のものとも山のものとも判らないような野心的で新しい研究に限られ
た（少ない）予算を使用することが多く，このような場合には，計画を比較的立てやすい業
務的研究とは異なり，早い時期に使用計画を立てにくく，その時その時で研究計画を大幅に
変更しながら，最も投資に適当なことに予算を使用することになります．また，センターに
は会計の専門家が居ないために，一般の会社などと比較すると非常に非常識で不完全な予算
書や会計報告になっているものとは思います．この点を反省し，今回は，予算の収支が明確
に表示された，できるだけ判りやすい予算決算書を作成するつもりです．
4. (プロジェクト研究)
今回の年報では，センターの設立目的や守備範囲を図示した従来からの図をより簡略化し，
キーワードをつけて，研究の全体像を見易くし，その全体計画の中での各研究の位置付けを
明らかに示し，位置づけられた順番にすべての研究を並べ直しました．この図は，第 II 部
「平成 22 年度研究報告」の最初のページに記されており，キーワードは各研究報告の右上の
題目と対応させています．
何れの研究も何らかの意味で独自の研究ではありますが，社会から求められている重要な
研究かどうかは，研究が今後どの様に進展するか，どの様な成果が得られるか，また，成果
を公表した後の社会の反応を見てみないと判らない面も多いために判断が難しいのですが，
現状の判断材料からは最も重要であると考えられる研究テーマを力量の範囲内で選んで研究
を行っているつもりです．
また，現在の年報の内容は，どちらかというと専門家を対象とした内容になっており，量
も多く約 30 頁です．また，各年度の成果を示すために，昨年度までの研究の流れに関する
説明が抜けたものも多くなっています．一般の人を対象とする場合には，量をせいぜい数頁
に絞る必要があり，また，内容もこれまで数（十）年間の研究内容のエッセンスを書いたパ
ンフレットが適当であるということになります．このパンフレットは，これまでも作ったこ
とがありますが，数年に一度作成するということになります．また，説明の方法も，研究内
容にどっぷり浸かった研究者本人によるものではなく，少し素人の目から見た２次加工され
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た説明が重要であると考えています．今後，前回作成したパンフレットの積極的な利用も検
討したいと考えています．
また，多くの研究が類似したフォーマットで列挙されたことにより，内容が平板に見える
との御指摘は正にその通りです．しかし，何れのテーマも長期的視点から社会基盤とそれを
取り巻く環境の保全に深く寄与しています．そして，それら多くのテーマが有機的に結合し
て総合して１つのセンターの目玉を作っております．

5. (センターの対外活動等)
本年度も，年報に記載しましたように 2010 年 11 月 29 日に大宮ソニックシティホール 国
際会議室で，
「激甚化・多様化する気象災害に備える」というテーマで，彩の国市民科学オー
プンフォーラムを地圏科学研究センターが主催しました．埼玉県・さいたま市および民間の
技術者，地域の自主防災組織など約 150 名が参加しました．また, 地圏科学研究会を開催し
たり，さいたま市が主催した防災士講習に講師を派遣している他に，本年報の第 IV 部 3「社
会活動」の節に記載してありますように，各教員は学会・国・地方自治体・企業などの多く
の委員会に参加しており，他大学や企業，地方自治体等と連携して活動を行っています．
6. (研究活動紹介)
研究成果の内容がフラットで予稿集のように見えることは尤もな御指摘であり，4. に示し
たような対応をしています。
また，年報の校正チェックは，当然ながら確実に行う必要があると考えていますし，各研
究者の人柄が判るような一言を御指摘に従い昨年度の年報から追加しています．

7. (平成 22 年度のセンター活動計画と研究推進について)
現在は，長期戦略を構築しつつ，短期的な成果を挙げていくべき時であるとの御指摘は尤
もです．また，国内共同利用のための準備も，現在は次回の機会に向け，実力を蓄える時で
あると考えています．そして，埼玉県市等の地域のローカルな活動と，国際的な活動の両者
を積極的に進めて行かなければならないと考えています．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であり，
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
がら進めて参りたいと考えております．
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会計報告および競争的資金の獲得状況
地圏科学研究センターで 1 年間に使用することができる運営資金は，大学から交付される「運
営費交付金」と学内外への申請を通して獲得する「競争的資金」に分けられる．

運営費交付金
予算配分において，平成 22 年度の費目名は平成 21 年度の費目名と異なっており，個々の費目
が 1 対 1 に対応していないために，表では両方の費目名を挙げている．表中の小計より下の費目
は，年度によって変動する予算である．
「教育経費・大学院生経費」は，指導した学生数に応じて
変動するほか，工学部建設工学科との交渉で変動する．競争的資金である科学研究費補助金等か
らの「間接経費」は，一括してセンターの運営資金に組み込んで使用しているため，ここに記載
している．
決算は中間報告であり，平成 23 年 3 月 5 日段階の使用予定額を記載している．

平成 22 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
光熱水料
戦略的・重点的経費
教育研究経費
部局研究支援経費
小計

教育経費・大学院生経費
微小領域変形解析システム
間接経費（科研費等）
総計

平成 22 年度

平成 21 年度

0
0
0
0
1,832,000
7,082,000
300,000
9,214,000
1,756,307
0
583,528
11,553,835

6,427,227
1,955,000
1,000,000
1,729,000
0
0
0
11,111,227
3,425,086
11,340,000
940,000
26,816,313

平成 22 年度地圏科学研究センター経費決算中間報告
費

目

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，火災報知器）
保守料（電話，NHK）
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・消耗品その他
印刷代
謝金・共通旅費

平成 22 年度予定

6,000,000
0
227,396
800,000
0
23,910
300,000
1,500,000
500,000
1,188,529
634,000
380,000
11,553,835
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平成 21 年度実績

8,965,195
11,340,000
450,944
1,803,160
177,700
24,040
261,008
1,468,137
446,773
1,695,252
0
184,104
26,816,313
平成 23 年 3 月 5 日段階

競争的資金の獲得状況
競争的資金は，各教員が各自の研究テーマに基づいて申請し，照査のうえ採択されたものであ
る．下表に平成 22 年度に獲得した競争的資金の件数と各研究費の合計額を示す．

平成 22 年度競争的資金
研究費名

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

件数

総額
合計 (千円）

5
2
1
2
0

3,800
934
500
2,670
0

10

7,904

以下に，各研究費の詳細を示す．

1) 科学研究費補助金
課題番号

研究課題名

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

20-08391
21500994
21360225-1

22560474-01
合

研究種目

配分額

桑野 二郎

基盤研究
(B)

1,600 千円

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

300 千円

塩害・地盤変状発生機構の解析と
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)

歴史的人類遺産に使用された石材
の物性の研究

岩塊の常時微動観測とそれに基づ
く高精度落石危険度判定法の提案

研究代表者
(分担者)

小口 千明

茂 木 秀則
(長田 昌彦)

基盤研究
(C)

1,000 千円

基盤研究
(B)

500 千円

基盤研究
(C)

400 千円

計

3,800 千円

2) 共同研究費
相手方

研究課題名

高速道路総合
技術研究所

高盛土の沈下特性に関する
研究

日本原子力研
究開発機構

水分量変化に伴う地下岩盤
の物性変化に関する研究

研究代表者

研究期間

桑野 二郎・ 2010.2.1〜
橘 伸也
2010.8.30
(年度跨ぎ)
長田 昌彦
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2010.11.1〜
2011.1.31

共同研究費

(1,416 千円)

934 千円
( ) 内は昨年度計上済

3) 学内競争的資金
経費の種類

総合研究機構研究
プロジェクト研究費
A10-87

研究課題名

堆積岩の乾燥湿潤変形に伴う物性変化傾
向の把握とその定量化手法の提案

研究代表者
長田 昌彦

配分額

500 千円

4) 委任経理金
寄

附

者

日本建設情報総合セン
ター

国際ジオシンセティッ
ク学会日本支部
合

寄附金の名称

研

研究助成

地圏科学研究
センター長

研究助成

究

者

渡邉 邦夫

計

寄附金額

2,570 千円
100 千円
2,670 千円

センター予算の推移
最近 6 年間の運営費交付金および競争的資金の推移を下図にまとめた．

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る基盤的な運営費交付金および教育経費・大
学院生経費の合計を「校費」として，科研費等の学外競争的資金獲得に伴う「間接経費」として，
また大型設備費・新任教員交付金・修繕費などの都度配分される交付金を「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
として配分されたためである．
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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
るが，今年度は特に落ち込みが大きかった．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と考えられる．平成 23 年度に新規大型の科
研費の獲得が望まれるとともに，各年度平均的に新規科研費を獲得していく努力が必要であると
ともに，センター全体としての新規研究テーマの発掘を通して，予算獲得に努力したい．
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第 II 部

平成 22 年度研究報告
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平成 22 年度の研究内容と成果
「埼玉大学地圏科学研究センター規程 （平成 16 年 4 月 1 日，規則 第 84 号）」
（後述）に決めら
れているのように，地圏科学研究センターは次の２つの研究分野から構成され，下記の研究業務
を行っている．
（研究分野）
第３条 センターに次の研究分野を置く．
(1) 地圏防災科学研究分野

(2) 地圏環境科学研究分野
（業務）
第４条 センターにおいては，次に掲げる業務を行う．
(1) 都市域，特に首都圏の地震災害軽減技術の開発

(2) 都市域，特に首都圏の詳細地圏構造の解明
(3) 地圏及び地圏水の適正環境の保全技術の開発
(4) 高度危険廃棄物の深層処分技術の開発
(5) 都市域における地圏の適正利用技術の開発
(6) 自然災害と地圏環境に関する国内外の資料収集
(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務
下の図は，平成 22 年度センターでの研究業務の全体像をキーワードをつけて見易くしたもので
あり，次頁以降には，センターで本年度に行われた研究の概略を，全体像の中で位置付けつつ，順
次説明している．
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大地震における地震動の評価

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．
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．

ポートアイランドにおける兵庫県南部地震 (1995) の本震と余震記録の NIOM 解析結果から，地
盤内の３つの各層内の S 波速度の本震時における短期的な変化 (左図) と，本震後約２日間 (右図)
の変化を示す．伝播速度が地震前の値に戻るまでに長期間要していることが判る．

関連発表論文

[A2] [A3]
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都市システムの地震被害想定と安全性向上技術

都市システムの地震被害想定と安全性向上技術の開発

–iPhone と Push Notiﬁcation による地震同時連絡網の開発–
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．

Push Notiﬁcation の
システムの構成

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．本年
度は iPhone への Push Notiﬁcation による連絡方法を開発
した．

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・改良し
た．右上の図に示すように本システムは 3 つの機器から
構成されており，Provider サーバから発信した地震情報は
先ず Apple のサーバに伝えられ，更にその情報が iPhone
携帯電話に伝えられる．右下の図には地震情報として例
えば「震度３埼玉大学」を送った場合に iPhone 携帯電話
に表示された画面を示している．
（http://www.saitamau.ac.jp/kawakami/doji/）
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iPhone への連絡時の画面の例

構造物の耐震性評価

構造物の耐震性評価–室内家具の転倒解析法の開発–
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や室内家具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，建物や家具の地震応答解析に活用し，建物や家具配置の弱点を発見
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，室内の家具の配置をモデル化する．これに大地震で観測された地震動
を与えることにより，家具がどのように応答・転倒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，実際の家具配置に対する解析方法を開発した．また，転倒挙動を，没入型 CAVE な
どを用いた方法で三次元表示させ視覚的に分かりやすくした．

居間と事務所内の家具の地震時の挙動（左：地震前、

関連発表論文 川上英二：http://www.saitama-u.ac.jp/kawakami/
36

18

右：地震後）

地震時の斜面安定性

地震時の斜面安定性
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）

はじめに
地震時の斜面崩壊はこれまでに多数発生し，構造物や人
命に多大な被害を生じさせている．新潟県中越地震では，
元々地滑り地形であったところに地震力が作用し，大きな
滑動が生じた事例がいくつも報告されている．地震被害の
予測と軽減のため，滑動量の予測が必要となる．

本年度の研究目的と内容
本研究では，新潟県中越地震で滑動した地滑り斜面から
採取した試料についてのせん断試験を実施し、動的強度特
性を調べるとともに，Newmark の滑動ブロックを用いた
地震時斜面変形量予測手法を Janbu 法に適用し拡張する事
で，任意の地滑り面形状に対しての地震時斜面滑動量評価
手法を提案している．滑動量評価においては，動的強度特
性のひずみ軟化特性を考慮している．

研究成果
動的ひずみ軟化特性を考慮した内部摩擦角の低減
を考慮することで，地震時あるいは滑動時に生じる
であろう強度低下を表現できる．
複雑な滑り面形状を有する斜面の滑動量を計算す
る手法を提案した．このことにより，強度が低下す
るような場合でも滑動量が無限にならず，最終的に
平坦部で止まることが表現できた．
なお本研究の成果は第 45 回地盤工学研究発表会で
Deng が口頭発表し，優秀発表賞を受賞した．

関連発表論文

[C49] [C51]

関連研究費
桑野二郎，科学研究費・特別研究員奨励費，30 万円
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GIS を用いた液状化危険度マップ

GIS を用いた液状化危険度マップの作成
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)
Rama Mohan Pokhrel(理工学研究科博士後期課程)

はじめに
地盤の液状化は，地震災害の大き
な要因となっている．災害の予測や対
策のため，液状化の危険度評価が必
要となる．ボーリングデータを用い
たその地点での液状化評価はこれま
でも行なわれてきた．従来のハザード
マップでは，対象地域を例えば 1km
サイズのメッシュに分割し，限られ
たボーリング地点での値で代表させ
るなどしていた．本研究では，実際
には問題となるボーリング地点以外
での液状化危険度の評価を試みる．

各ボーリング地点における液状化危険度

研究内容

Kriging 補間を用い作成した液状化危険度マップ

GIS (Geographic Information
System) を用いて地盤情報を集積・分
析し，ボーリング地点での液状化危
険度の評価を行なった．さらに，こ
うして得た点の情報に Kriging 補間
法を適用することで任意地点での液
状化危険度評価を行えるようになり，
面の情報に展開した．

研究成果と今後の課題
Kriging 補間法を適用することで，ボーリングデータの無い任意地点での液状化危険度を評価で
きた．補間に用いたデータとは異なる複数のボーリング地点において，補間結果とその地点のデー
タから直接評価した液状化危険度を比較したところ，両者には良い対応が見られた．液状化危険
度には微地形が大きく影響するため，その影響を考慮した評価法を構築する必要がある．
なお本研究成果は第 12 回土木学会 Int. Summer Symp. で Pokhrel が口頭発表し，優秀発表賞
を受賞した．

関連発表論文

[A9] [C60] [C61] [C62] [C63] [C64]
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ジオグリッド補強土構造物の耐震性

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 (ハノイ土木大学講師，元理工学研究科博士後期課程)

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

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．
さらに遠心傾斜台実験を行い，一旦滑りを生じさせた
補強土壁の再載荷時の挙動を検討する．

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．

ジオグリッド引抜き試験機
Pullout resistance (kPa)

40

C

E

v

= 35 kPa (UR)

F

30

• 一度大きく傾斜させ滑り線を生じさせた補強土壁
では，次の載荷時に耐震性が低下する。その過程
を模擬した引抜き試験結果を用いた解析で，その
低下をより適切に説明できる．

H
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関連発表論文

60

• 今後，被災後の復旧法を考えた引抜き試験を実施
するとともに，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する．

[A6] [A7] [A8] [B32] [B33] [B34] [C52] [C53] [C54] [C57] [C58] [C59]

関連研究費 桑野二郎，科学研究費・基盤 B 一般，160 千円
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羽根付き杭の支持力特性

羽根付き杭の支持力特性
桑野 二郎 (地圏科学研究センター)
前嶋 匡（理工学研究科博士後期課程）
Malik Adnan Anwar（理工学研究科博士前期課程 2 年）

はじめに
羽根付き杭は，杭先端部にらせん状の羽根を有し，先
端羽根が回転貫入推進力となるとともに，拡底杭の一
種として直杭よりも高い支持力が発揮されることが期
待される．打撃貫入と比べ非常に低騒音であり，また場
所打ち杭と比べ排土量がごく僅かなため，環境にやさ
しい工法と言える．近年，支持力性能の向上を目的と
した先端拡底倍率を増加させた杭形状の開発が活発に
行われているが，その支持力機構についてはまだ不明
な点が多い．

本年度の研究内容
羽根付き杭の支持力特性を調べるため，土槽を用い
た模型杭の載荷試験を実施し，羽根付き杭と羽根を有
しない直杭の支持力特性を比較するとともに，羽根厚
が支持力に及ぼす影響についても調べた．なお実験に
先立って，土槽壁面が及ぼす影響についても検討した．

研究成果と今後の課題
今回の実験の範囲内では，杭の支持力に与える土槽
壁面の影響は無視しうるほど小さかった．
直杭の杭径が羽根径と同一ならば直杭の方が支持力
が約 20%高いが，鋼材が少なく経済的な羽根付き杭で
も十分に高い支持力が得られる．
羽根厚がある程度以上あれば支持力は厚さの影響を
ほとんど受けないが，あまり薄くなると羽根が曲がって
しまうため支持力が低下してしまう．
なお本研究成果は Malik が GeoKanto2010 で口頭発
表し，優秀発表賞を受賞した．

関連発表論文
羽根厚が支持力に及ぼす影響
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[C55] [C56]

繰返し載荷時の埋設管の挙動

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）
岩元 佑太朗（理工学研究科博士前期課程 1 年）
大嶺 克治（工学部建設工学科 4 年）

はじめに

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

二方向ロードセル・変位計を設置した
模擬埋設管

本研究では，埋設管の地盤内での挙動 (応力分
布，内径変化，管体ひずみ分布) 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い，ひずみ分布から予
想される主軸は載荷点方向に傾く．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．

関連発表論文
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[C44] [C47]

地盤材料の力学特性

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（元理工学研究科博士前期課程）

はじめに
地盤材料の正確な把握は，土構造物や自然斜面の安定性評
価のみならず，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必要不可欠である．
そのため，波動伝播を利用した BE による剛性計測や微小ひ
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，室内力学試験を行っている．

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，土構造物の高強度化を目的として地盤材料に
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を目的とし
ている．さらに，地震時の斜面崩壊を対象とした室内試験も
行う．
固化処理土に関しては，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などを調べている．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．また，土の力学特性に及
ぼす載荷速度の影響などについても検討している．

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

• 不飽和土について，挙動を精密に把握できるよう，間隙
水圧と間隙空気圧を独立に計測制御できるようにする．

[C50] [C65] [C67]

関連研究費 桑野二郎，科学研究費・特別研究員奨励費，30 万円
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ベントナイトの膨潤特性

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 （マラヤ大学上級講師，元センター招へい外国人研究員）
Deepak Chhetri （理工学研究科博士前期課程）

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．

Salt
核廃棄物の地層処分における塩分影響の概念

膨潤率に及ぼす塩分濃度の影響

本年度の研究目的と内容
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．
さらに本年度は、試験法自体の妥当性を探るた
め，膨潤過程における密度や塩分濃度の高さ方向
の分布も検討している．

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．
• 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．

膨潤過程における含水比の高さ方向分布

関連発表論文
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[A10] [A11] [C48] [C66]

高盛土の築堤解析

高盛土の実施工過程を反映した築堤解析
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）
加藤 拓未（工学部建設工学科 4 年）

はじめに
ひとつ前の研究テーマでも分かるように，土構造物の長期的な品質は，構造物が建設されたと
きの力学状態に大きく左右される．翻って，近年の気候変動による集中豪雨や，あるいは温暖化
による海面上昇など，構造物を取り巻く水理条件に変化があるときに，構造物がその機能を果た
し続けるか否かを評価するためには，建設時に土構造物が力学的にどのような状態にあるかを予
測することが肝要となる．

本年度の研究目的と成果
高速道路総合技術研究所との共同研究で，第二東名高速道路の高盛土について，盛土築堤に用
いられている盛土材料の分布やその力学的性質，またそれらが築堤される施工履歴など，実施工
を再現したシミュレーションを実施し，高盛土の力学状態の解析を行なった．現地で計測されて
いるクロスアーム沈下計データと解析解を比較し，また，築堤過程の盛土内の性状を定量的に評
価することが目的である．下図のように，解析結果と実測データを比べると，良い精度で沈下量
を表現できていることが分かる．また，築堤過程を経て，盛土内の力学状態が複雑に変化してい
ることも，解析的に明らかとなった．より高い精度での解析と，降雨などの水理条件を考慮した
長期的な変動予測解析が今後の課題である．
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浸水過程の不飽和地盤の変状

浸水過程における不飽和地盤の変状シミュレーション
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）
今成 智史（工学部建設工学科 4 年）

はじめに
我々の身の回りに存在する土構造物の多くは，土の間隙が水と空気で構成された不飽和な状態
にある．不飽和な土は，間隙が水で満たされた状態に較べ，高い強度と剛性を発揮するが，ひと
たび水が浸入すると圧縮したり，強度が低下したりする．供用されている土構造物でこのような
大きな変形が生じることは避けなければならず，構造物の施工過程，あるいは供用後の維持管理
において注意を払う必要がある．

本年度の研究目的と成果
本年度の研究では，これまでに開発してきた不飽和土／水連成有限要素解析手法により，不飽和
な状態にある地盤に水が浸入したときの変状を解析している．含水状態や応力状態の違いによっ
て，浸水履歴を受けた地盤がどのように変形するかを予測することが目的である．一例として，谷
埋め土の浸水による変状シミュレーション結果を示す．浸水に伴って地盤内の飽和度が変化し，地
表面が沈下していることが分かる．このようなシミュレーションを種々の状態にある地盤に対し
行ない，初期の含水状態や応力状態が地盤の変状に及ぼす影響について定量的な考察を与えた．
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セメント系材料の劣化機構

硫酸塩環境下におけるモルタルの劣化に関する実験的研究
小口 千明 (地圏科学研究センター)
Thidar Aye (理工学研究科博士後期課程）
田口 直明 (工学部建設工学科 4 年)

はじめに
コンクリートの劣化現象の一つに硫酸塩による劣化がある．硫酸塩の種類と起源としては，海
水中に含まれる成分（Na+ , Mg2+ , Ca2+ , K+ , SO2−
4 など）や，石炭採掘後のぼた山や海成粘土層
に含まれる硫化物の酸化に伴い生成された硫酸と土壌中のアルカリ成分との反応により生成され
た硫酸マグネシウムや硫酸ナトリウム，硫酸カルシウムなどがある．今後コンクリートの耐久性
の向上や修復を効率的に行うためにも，硫酸塩による劣化に影響を及ぼす各種要因を明確にする
必要がある．

本年度の研究目的と内容
上記の課題について調査するため，異なる濃度の硫酸マグネシウム溶液と硫酸ナトリウム溶液
にモルタルタブレットを浸漬させる実験を行うことでモルタルの劣化程度を把握することを試み
た．具体的には，時間経過とともに各タブレットからの溶出量を調べる指標として，電気伝導度
（EC, μS/cm），エコーチップによる表面硬さ，XRF による化学組成，XRD による析出物（鉱物
種の特定），実体顕微鏡および SEM による表面観察を行うことで，モルタルの劣化メカニズムの
解明することを目的とした．

研究成果
硫酸ナトリウム溶液に浸漬したタブレットから析出したテナルダイト（Na2 SO4 ）とミラビライ
ト（Na2 SO4 .10H2 O）および硫酸マグネシウム溶液に浸漬したタブレットから析出したヘキサハイ
ドライト（MgSO4 .6H2 O）は，溶液中の溶質物質が塩として析出したものである．一方，硫酸マ
グネシウム溶液に浸漬したモルタルに生成した方解石（CaCO3 ）と石膏（CaSO4 .2H2 O）は，モ
ルタルとの反応生成物であった．また，モルタルの表面硬度は，反応生成物による劣化よりも硫
酸塩の析出の際に生じる膨張圧による劣化の影響を受けやすいことが明らかになった．

今後の課題
実験で用いた溶液成分はすべて，海水中の主要成分であり，地下水中にもある程度の濃度で存
在するものである．地下や海底など，厳しい環境における構造物等で多く用いられているコンク
リート材料の耐久性に関する調査の必要性が叫ばれている現在，劣化メカニズムと強度低下との
関係を明らかにすることが重要であり，さらに知見を集めていく必要がある．

関連発表論文
関連研究費
小口千明

[A17] [A22] [A23]

H21〜23 科学研究費・基盤 C

1,000 千円（H22 年度分）
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セメント系材料の劣化機構





 


図 1 浸漬時間とエコーチップ硬度の低下との関係
（早強ポルトランドセメントモルタルの例）

図 2 実験後の早強ポルトランドセメントモルタル（So）および
アルミナセメントモルタル（Al）に析出した鉱物の同定結果
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石造建築物・遺跡の風化と保全

オーバル修道院（ベルギー）における塩類風化現象と
建材の耐久性に関する実験的研究
小口 千明 (地圏科学研究センター)
大澤 祐子 (理工学研究科博士前期課程 2 年)
藤巻 俊昭 (工学部建設工学科 4 年)

はじめに
世界中には多くの歴史的価値の高い石造建築物が存在している．このような建造物にとって，岩
石の風化は避けて通れない問題である．風化作用のなかでも，とくに破壊の程度が大きいとされ
る塩類風化は，石造建築物に多大な被害をもたらしている．本研究では，ベルギーのオーバル修
道院で見られる塩類風化現象について，その要因を明らかにするとともに，フランスのランス大
聖堂，宇都宮市の松が峰教会など，実際の建造物に使用されている天然の岩石および人工的に作
られた石を用いた実験を行い，石材の耐久性について検討した．

本年度の研究目的と内容
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
らとも共同で進めている研究である．H21 年度に，塩類風化現象の見られる Orval 修道院（ベル
ギー）に設置した調査サイトにおいてモニタリングした温湿度データを参考にした条件で実験を
行い，風化に伴って生産される岩屑の量と岩石物性との関係の解明を目的として研究を行った．

図 1 オーバル修道院（上左），ランス大聖堂（上中），松が峰教会（上右）と，これらの石造建
築物に用いられている石材（下左より、天然石灰岩をセメント固化させた人工石 (FS)，砂岩質石
灰岩 (SN)，生物遺骸を多く含む石灰岩 (BJ) および (SV)，凝灰岩の大谷石 (OY)
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石造建築物・遺跡の風化と保全
表1

図2

岩石物性値

(g/cm3)

(g/cm3)

(%)

(MPa)

FS

2.67

1.9

29.0

3.05

588

SN

2.74

2.39

12.9

4.82

679

BJ

2.74

1.79

34.8

1.38

362

SV

2.71

1.63

40.0

1.41

415

OY

2.36

1.44

38.7

1.85

606

実験概要

研究成果
実験は，図 2 のような方法で行われた．用いた
5 種の石材の物理的・力学的性質を，表 1 に示す．
また，A 実験および B 実験より求められた岩屑
生産率の結果を図 3 に示す．FS の岩屑生産率は，
塩濃度が高くなるほど岩屑生産率が高くなる結果
を示した．一方，大谷石では，A 実験では岩屑生
産率が低かったのに対し，温度変化を加えた B 実
験では 8%-Na2 SO4 に浸漬させた OY の岩屑生産
率が 99.25%，4%-Na2 SO4 に浸漬させた OY の岩
屑生産率が 38.48% と，大幅に上がった．このこ
とは，大谷石は，塩溶液の濃度よりも温度変化に
対して，風化に対する感受性が高いことを表して
いる．

図3

実験後に求められた岩屑生産率
（上：A 実験，下：B 実験）

今後の課題
石材の種類と環境への感受性との間に相関があ
ることが判明したが，その詳細なメカニズムにつ
いては不明な点も多い．今後は，岩石の微細組織
に関する研究を行い，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．

関連発表論文
関連研究費
小口千明

図 4 小間隙（直径 0.01μm 程度）の
間隙容量と岩屑生産率との関係

[A20] [A24] [A25] [A26]

H21〜23 科学研究費・基盤 C

1,000 千円（H22 年度分）
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割れ目の変形と透水の連成挙動

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)
中島 俊明 (理工学研究科博士前期課程 2 年)
斉藤 清広 (工学部建設工学科 4 年)
若林 功起 (工学部建設工学科 4 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
本年度は，軟岩では繰り返し載荷に伴う破断面
形状の変化が大きいため，破断面のレプリカをエ
ポキシ樹脂を用いて作成し，元の破断面とレプリ
カの表面粗さの違いを高精度形状測定システムを
用いて計測し比較した（図１）．
次に，これらを用いて一軸感圧試験および拘束
圧を変化させた透水試験を実施し，水理学的開口
幅と幾何学的開口幅の関係を考察した．試料には，
インタクトな岩石の弾性的な性質の異なる，田下
凝灰岩と白浜砂岩の 2 種類を用いた．

研究成果


図1

田下凝灰岩の場合

図 2 は，このようにして得られた開口幅の拘束
圧依存性を示す結果である．この図より，次のこ
とがわかる．

1. 田下凝灰岩では，比較的剛性が小さいため，
高々1MPa 以内の拘束圧に対しても，顕著
に拘束圧依存性が見られ，拘束圧が大きく
なると水理学的開口幅は減少する．
2. 白浜砂岩では，比較的剛性が大きいため，こ
の領域では顕著な拘束圧依存性を示さない．
3. 拘束圧 0MPa のところにプロットされる幾
何学的開口幅の値は，水理学的開口幅より
も大きく，本研究で決定した幾何学的開口
幅が水理学的開口幅の上限を与える．
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図 2 水理学的開口幅の拘束圧依存性．拘束圧
0MPa のときの値は，幾何学的開口幅である．

割れ目の変形と透水の連成挙動

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)
朴 赫 (産業技術総合研究所)
渡邉 邦夫 (地圏科学研究センター)
安 昶完 (理工学研究科博士後期課程)

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–透水–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きた．このときの透水性の変化は，破壊の直前から始まり，残留状態に向
かって一定値に落ち着く傾向にある．このようなトレンドは，細かな割れ目が形成されたあと進
展していくにつれて，徐々に割れ目の連結性が向上していき，最終的には変形が進んでも，内部
の主要な水みちはそれほど大きく変化しないためと考えられた．
この考察が妥当ならば，パーコレーション理論とうまく合致するものと考えられるため，本年
度は，これまでに得られている試験結果に対して，パーコレーション理論を適用してみることと
した．その結果，透水性の増加する傾向をパーコレーション理論で説明できる可能性を確認した．

受賞報告
日本応用地質学会誌「応用地質」平成 18
年 12 月号に掲載された

• 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.
に対して，第 19 回一般社団法人日本応用
地質学会論文賞が授与された (受賞報告は，
同誌第 51 巻第 4 号，pp.210-211 に掲載さ
れている)．
右写真は受賞時の写真であるが，賞状を
手渡していただいている当時学会長であっ
た江崎哲郎九州大学教授は，奇しくも「せん
断–透水試験」の世界的な第一人者である．

関連発表論文

平成 22 年 6 月 4 日日本応用地質学会総会での
表彰式にて (産業技術総合研究所：塚本 斉氏撮影)

[C84]
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岩石の乾燥湿潤変形挙動

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)
Adikaram Mudiyanselage Nayana Madurya Adikaram (理工学研究科博士前期課程 2 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．
20000
axis:perpen. to bed

16000

P wave velocity
Volumetric strain (micro strain)

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．本年度は，昨年度得
られた desiccation-driven hardening の再現性を
検討するために，昨年同様の条件下で，田下凝灰
岩に対する乾燥変形実験を実施した．
また，田下凝灰岩の desiccation-driven hardening は，乾燥させる面の方向によって若干の差が
ある可能性があるので，弾性波速度測定に基づい
て，田下凝灰岩の力学的な異方性について検討し，
この影響を評価することとした．

2

12000
1.5
8000
1

S wave velocity
4000

0.5

0

Volumetric strain

研究成果
右図に示すように，明らかに desiccation-driven
hardening が観察され，昨年度の結果の再現性が
示された．この硬化現象については，従来より知
られていたが，その大きさが岩石の異方性と関連
して異なることを示したのは初めてである．また
体積ひずみの計測との比較により，この現象が体
積収縮に伴って生じていることも明らかになった．
田下凝灰岩の異方性に関する研究では，
Madurya さんが GeoKanto2010 で口頭発表し，
優秀発表者賞を受賞した（右写真）．

関連発表論文

axis:paral. to bed 2.5

Wave velocity (km/s)

本年度の研究目的と内容

-40000

20

40
60
Saturation %

80

0
100

田下凝灰岩の desiccation-driven hardening. 飽和度が 30%以下になると，P 波 S
波速度とも増加するとともに，体積ひずみ
が大きくなっていることがわかる．

[A14] [A16] [C75] [C76] [C78]

[C80] [C79]

関連研究費

長田昌彦 H22 年度埼玉大学総合研究機構研究
プロジェクト研究費 500 千円
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Madurya さんが GeoKanto2010 にて
優秀発表者賞を受賞

岩石の乾燥湿潤変形挙動

幌延泥岩の乾燥変形挙動
長田 昌彦 (地圏科学研究センター)
前川 恵輔 (日本原子力研究開発機構)
澤田 翔 (工学部建設工学科 4 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．

本年度は，日本原子力研究開発機構が現
在北海道で大深度地下施設を建設している
幌延珪藻質泥岩を対象として，乾燥変形実
験を実施した．これは，将に当センターが実
施してきた数年間にわたる研究成果を実務
に応用できるチャンスであり，実際に取得
する岩石のもつ乾燥変形特性に関するデー
タが知見は，今後の地層処分サイトの設計
や安全評価の際に活用し得るものであると
考えている．

研究成果
右図は，これまで我々の研究室で実施し
てきた乾燥変形実験から得られる最大の収
縮体積ひずみ量と水銀圧入試験から得られ
る間隙径分布のうち，第 1 及び第 2 ピーク
を取り出して，両対数グラフ上に示したも
のである．

Maximum Volumetric Strain-6
during drying process (x 10 )

本年度の研究目的と内容

104

Opalinus clay
Shirahama Ss
2

1
Tage tuff
2

103

1

Pumiceous tuff
Sedimentary Rocks

10-3
10-2
10-1
100
101
Pore radius in 1st and 2nd peak
of MIP test (m)
最大収縮ひずみと間隙径分布のピークとの関係

図より，間隙径分布のピークのうち，小さい方を考慮すれば，乾燥変形時の最大収縮ひずみ量
と両対数上で直線的な関係が得られていることがわかる．第一次近似的なものではあるが，間隙
径分布を求めることによって大まかに最大収縮ひずみ量を推定できる可能性を示している．
本年度実施した幌延泥岩の結果は次年度報告させていただくことにするが，奇しくも上述した
関係を満たさないことがわかった．さらに検討を重ねていく必要がある．
なお本研究は，日本原子力研究開発機構との共同研究として実施したものであり，次年度以降
もさらに継続していくことを計画している．
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長田昌彦

共同研究経費 (日本原子力研究開発機構)
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934 千円

モンテリ URL との国際共同研究

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)
Paul Bossart (Director, Mont Terri Project; swisstopo 所属 )
渡邉 邦夫 (地圏科学研究センター)

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
本年度は，共同研究者であるポール・ボッサルト博士らが 2010 年 5 月 14 日埼玉大学に来校し，
研究の打ち合わせを実施した．昨年度報告したように，スイス・モンテリ地下研究所では試験坑
道を新たに掘削している．当地下研究所は，これまでトンネルを介して外気と繋がっている状態
にあったが，本年度から新規掘削坑道を密封し，外気と切り離すことになっている．これに伴い，
岩盤からの蒸発量が密閉された坑道内に留まり，湿度が上昇することが予想されるため，このと
きの岩盤の変形挙動を，昨年度地圏科学研究センターが設置した蒸発量計とひずみ計で計測した
いとの提案であった．センターとしては，これを快諾するとともに，計測装置のメンテナンスを
実施した．現在現地において，専任の技術者を配置してデータ計測が実施されている．
来校に際して，地圏科学国際セミナー (第 1 回) を企画するとともに，シールドトンネル現場へ
の見学会を実施したので，以下報告する．

国際セミナーの開催
次ページに示すように，2010 年 5 月 14 日 (金) に埼玉大学理工学研究科棟 7 階の国際セミナー
室において第 1 回地圏科学国際セミナーを実施した．参加者は学内外より約 40 名であった．講師
と講演内容は，次の通りであった．

• Dr. Paul Bossart (Director, Mt. Terri Project)
モンテリ・プロジェクトの概要と，１つの話題として地
層全体における塩化物イオンの空間分布についてお話
いただいた．
• Christophe Nussbaum (Project Manager, Mont Terri)
オパリナスクレイの一般的な物性の話と，１つの話題と
して掘削影響領域内の間隙構造把握の試みについてお
話いただいた．
• Andreas Möri (Head of Swiss Geological Mapping)
現地で観察され開口挙動が連続計測されている乾燥ク
ラックについて，ここ数年間にわたる変化傾向をご紹介
いただいた．
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シールドトンネルの見学
大林組様のご好意により，2010 年 5 月 15 日 (土) に中央環状品川線の大井地区トンネル工事を
見学した．地上発進・到達シールドによるアンダーパスの急速施工現場であり，シールド切羽や
その制御室まで見学させていただいた．ボッサルト博士は，当サイトに分布する浅海で堆積した
軟弱地盤に興味を示し，
「大昔のオパリナスクレイと同じだね」と言われたことが印象的であった．
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数千年オーダーの物質移動

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 (理工学研究科博士後期課程)
須永 俊之 (工学部建設工学科 4 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 (ナチュラルアナログ) 研究を行っている．

本年度の研究目的と内容
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，その硬化過程の解明に向けた分析等を実施した．特に，昨年度示した年代測定結果において，
離水サンゴに繋がる硬化した割れ目充填物の年代値が飛びぬけて若かったので，この原因を探った．

研究成果
図に，割れ目充填物に対して実施したエネルギー分散型 X 線分析装置 (EDS) を用いた元素分析
の結果を示す．割れ目内は，構成元素の異なる物質によって充填されていることが明らかとなっ
た．薄片観察からは割れ目壁面に熱水変質と思われる高干渉色を示す微薄な層が観察されるほか，
割れ目内には多くのサンゴ破片が含まれていることが明らかとなった．これらより，割れ目充填
物の年代値を評価するうえで，上述したようなマトリクスとは異なる年代値をもつ可能性のある
物質の量を考慮する必要があることが示された．
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温暖化対策としての CCS 研究

地球温暖化対策の切り札である CCS 実現のための，
多孔質媒体及び割れ目中へのマイクロバブルの浸透性に関する基礎研究
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)
鈴木 健一郎 (大林組)
Rangga Adiprima Sudisman(理工学研究科博士前期課程 1 年)
大原 有加里 (工学部建設工学科 4 年)

はじめに
地球温暖化対策の切り札として，二酸化炭素の地中貯留（CCS：Carbon Dioxide Capture and
Storage）プロジェクトが進められつつあり，既に長岡や北海道などで実証実験が行われている．
昨今の経済状況では，CCS を実施する必要性すら疑問視される傾向にはあるが，世界に目を向け
れば必ず必要な技術であるとともに，日本経済の海外進展 (CCS の商用化) のためには，是非とも
確立しておくべき技術であると考えている．また，平成 22 年 10 月 8 日に閣議決定された地球温
暖化対策基本法案の第 19 条には，
「国は，地球温暖化の防止及び地球温暖化への適応に資する技術
の高度化及び有効活用を図るため，再生可能エネルギーの利用，安全の確保を基本とした原子力
発電，エネルギーの使用の合理化，燃料電池，蓄電池並びに二酸化炭素の回収及び貯蔵に関連す
る革新的な技術その他の地球温暖化の防止及び地球温暖化への適応に資する技術の開発及び普及
の促進のために必要な政策を講ずるものとする」とあり，これに何らかの貢献をしていくべきで
あると考えている．
これまでの CCS は，石油資源開発に伴う石油 (原油) 増進回収 (EOR:Enhanced Oil Recovery)
の技術を援用しており，背斜構造などの特徴的な地質構造に向けて CO2 を直接圧入している．し
かしながら，例えば 2010 年 4 月に発生したメキシコ湾原油流出事故からも類推されるように，地
下に高圧の流体を存在させれば，いざ漏れたときに対応が難しく，メキシコ湾の例ではふたをす
るのに，実に 3ヶ月を要している．CCS 技術も基本的には同じ危険性を孕んでいると考えられる
ので，多孔質媒体や岩盤中の割れ目中における CO2 を気体として含んだ流体の挙動についての知
見を得ておく必要がある．
IPCC の報告によれば，最も安定性の高い CO2 のトラップ方法は鉱物トラップであるが，これ
は圧入してからトラップの効果が発揮されるまでにかかる時間が長いことが欠点である．別途報
告している屋久島花崗岩割れ目のナチュラルアナログ研究では，この鉱物化までの時間を短縮し
うるメカニズムの抽出を一つの目的としている．本研究では，CO2 に過飽和な状態をいち早く形
成させるための手法として，近年小出らによって提案されているマイクロバブルを用いた CCS 技
術を検討することとした．

本年度の研究目的と内容
マイクロバブル (MB:microbubble) を利用するメリットはいくつかある．ここでマイクロバブル
とは，次のような挙動の違いで定義されている．通常の気泡 (バブル) は水面まで上昇して破裂し
て消えるが，マイクロバブルは縮小して消滅する．この境界は大体直径で 50μm 程度なので，そ
の大きさ以下のものをここでもマイクロバブルということにする．縮小して消滅する際，内部は
高圧状態になり，フリーラジカル反応を生じて蓄積されたエネルギーを一気に放出する．またマ
イクロバブルの表面は負に帯電しており，通常外力が加わらなければ，互いに合体することはな
いとされる．CO2 マイクロバブルを地中に圧入することが可能ならば，流体としての流動性を阻
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害することなく，CO2 を効率的に溶解させることが可能なように思える．もう一つ期待したい現
象としては，フリーラジカル反応によって放出されたエネルギーが CO2 の鉱物化に寄与してくれ
ないかという点である．
通常これまでの透水試験装置は，水に飽和した間隙水に対して構築されており，そのままマイク
ロバブルを含んだ透水試験装置として用いることは難しい．そこで本年度は，研究開始初年度の
基礎研究として，マイクロバブル水の透水試験装置を構築することを第 1 の目的としたほか，準
備作業として次の項目を行った．

• 使用したマイクロバブル発生装置によるマイクロバブル粒径の時間変化の計測
• 多孔質材料としてのベレア砂岩の適用性検討
1. 薄片観察
2. 水銀圧入試験
3. 板状試料の作成
• 割れ目レプリカを用いたマイクロバブルの浸透実験

研究成果
図１に示すような，可視化装置つきマイクロバブル水透水試験装置のプロトタイプを構築した．
構築した試験装置は，マイクロバブル発生装置，バブルを一時貯留するための水槽，水頭を自由
に変えるためのラボジャッキ，観察窓のついた圧力容器，バブル可視化用マイクロスコープ，流量
計測用の電子天秤，水温計測用熱電対，およびデータ記録用パソコンよりなる．
使用したマイクロバブル発生装置によるマイクロバブル粒径の時間変化の計測から，マイクロ
バブルの発生から約 40 分間は，水は透明に見えても 10μm 程度のマイクロバブルが存在し続ける
ことが確認できた．少なくとも 40 分以内に透水試験を実施すれば，マイクロバブル水を試料中に
導くことができる．
また圧力容器の観察窓を通して，マイクロバブルを確認できるかどうかを検証するために，マ
イクロバブルの消滅過程をデジタルマイクロスコープで記録した 1 例が図 2 である．図中には通
常のバブルも含まれるが，○で示したマイクロバブルサイズの気泡が，時間とともに消滅してい
ることがわかる．
以上により，多孔質媒体に対するマイクロバブル透水試験が実施可能となった．次年度は，適
用可能であることが判明したベレア砂岩を用いて，透水試験を実施する．
0
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図 1 構築したマイクロバブル水透水試験装置
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図 2 マイクロスコープで見た MB の消滅過程

新第三紀堆積軟岩及び砂質土の不飽和透水特性

新第三紀堆積軟岩及び砂質土の不飽和透水特性の研究
渡辺 邦夫（地圏科学研究センター）
Sajeewani Rajika Amarshinghe（理工学研究科博士後期課程）

はじめに
新第三紀堆積岩中の放射性廃棄物処分の安全性評価では，処分場建設及び操業時の地下水解析
が大事となる．とりわけ，処分場行動付近の不飽和浸透流の解析が重要であり，通常，飽和‐不
飽和浸透流基礎式を数値解析することにより行われる．そのため，不飽和状態での透水特性を求
めねばならない．従来用いられてきた式には，(1) 砂質土を対象とした van Genuchten 式（VG），
(2)Air entry Value という閾値を持つ Campbell 式（CB）や Brooks-Corey 式（BC）がある．し
かし，これらの式が本当に新第三紀堆積岩に合致するか，どの式が最良かは分かっていない．本
研究は，この点を明らかにする事が目的である．

本年度の研究目的と内容
研究は，ディスク状の砂質岩，凝灰岩のディスク状試料の上面からの蒸発量変化を，van Genuchten
式，Campbell 式，Brooks-Corey 式を用いて逆解析する方法により行った．試料は青森県六ヶ所
村の低レベル放射性廃棄物処分場地域で採取されたものである．研究の結果，これらの式のうち，
Campbell 式や Brooks-Corey 式など閾値をもつ式の方が妥当であることが分かった．

蒸発量の経時変化の実測と，van Genuchten 式（VG），Campbell 式（CB），Brooks-Corey 式
（CB）でのフィッティング結果．VG 式のフィッティングが悪い．
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岩盤中の核種移動

岩盤中の核種移動経路解析に関する基礎研究
渡辺 邦夫（地圏科学研究センター）

はじめに
岩盤中の廃棄物処分の安全性評価では，最も危険な漏洩経路を推定する事が大事と考えられる．
これは，多くの高透水性割れ目を含む岩盤の核種移動は，単に移流・拡散による平均的なもので
はなく，特定の経路を通過する可能性が指摘されているからである．その危険漏洩経路として，例
えば処分場から地下浅部まで，もしくは地表に直結する大断層までを最短時間で結ぶ経路が考え
られる．もし，岩盤内の移動経路が高透水割れ目部を結ぶネットワークで近似しうるならば，こ
の問題は，ネットワークの 2 点を結ぶ最短時間経路を求める問題に帰結される．問題は，岩盤中
の高透水部ネットワークをどのように構築するかである．本研究では，割れ目交差部などを取り
出すモデル，具体的には我々が提案している Don-Chan モデルを基礎とする．つぎに，最短時間
経路の解析を Ant Colony Optimization 法により行う．この研究によれば，最短時間経路を容易
に求められ，さらにはグラウトなどにより危険経路の一部の透水性を低下させた場合の効果を判
定できる．これらのプログラムを開発し，実際の岩盤に適用することが本研究の最終目的である．

本年度の研究目的と内容
平成 22 年度に行った具体的な研究課題は下記のようにまとめられる．

(1) 岩盤内の核種移動経路ネットワーク構築プログラムを Don-Chan モデルをベースに作成する
(2) 実際の岩盤割れ目系を瑞浪超深地層研究所で調査する
(3) 3 次元 Ant Colony Optimization 解析プログラムの開発
研究により，解析プログラムの基礎が構築できた．しかしながら，まだ実用性には問題も多く，
次年度以降に多くの岩盤を対象として割れ目調査を行って，本解析手法の更なる実用性向上を図る．

瑞浪超深地層研究所における割れ目調査
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新第三紀堆積岩中の天然ガス特性

北海道幌延地域を対象とした新第三紀堆積岩中の天然ガス特性の研究
渡邉 邦夫 (地圏科学研究センター)
舟木 泰智 （理工学研究科博士後期課程）

はじめに
新第三紀堆積岩中の高レベル放射性廃棄物処分の安全性を評価するに当たって，岩盤中の天然
ガスの特性を把握する事は極めて大事である．天然ガスは処分場建設・操業時の安全性に大きく
関わっている．また，地下深部で形成される熱分解起源ガスの岩盤内の分布を調べる事によって，
地下深部の地下水流動経路が把握しうる可能性がある．その研究の一環として，ガス組成や深層
からのガスの移動経路を研究している．

本年度の研究と成果
平成 22 年度は，北海道幌延深地層研究所付近の大曲
断層付近で掘削された 700m 深ボーリング（SAB-2）の
コア (図-1) を用いて，岩に吸着されたガスをヘッドス
ペース法で抽出し，メタン、エタンなどの量やそれら
の炭素同位体を分析した．また，同地域に発達する大
曲断層が深部からのガスの移動経路となっているかを
調べた．その結果，大曲断層付近では，ガス組成及び
炭素同位体 13 C 量から，地下深部からガスが上昇して
いる事が分かった（図-2）．

図-1 SAB-2 のボーリング・コア

13C

(Methane) ‰

図-2 メタンガスに対するエタン，プロパンガス比と 13C 比との関係．図中の四角で囲った範囲が
熱分解起源ガスで，2000m 程度の深部で形成される．SAB-2 ボーリングではそのガスが 400m 以
深で見られ，深部からの上昇が認められる．
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第 10 回 彩の国 市民科学オープンフォーラムの開催
–激甚化・多様化する気象災害に備える–
平成 22 年 11 月 29 日 (月) 大宮ソニックシティホール 4 階 国際会議室

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 22 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，
「激甚化・多様化する気象災
害に備える」とし学外から著名な講演者をお呼び
するとともに，渡邉センター教授が災害資料セン
ターの資料を解析した結果を報告し，

• 気象災害の最新事情

• ゲリラ豪雨災害から いのち を守る
• 埼玉県の中小河川の洪水問題

日経新聞 (2010 年 11 月 10 日)

の 3 件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
極的に呼びかけたことにより，本年度も 151 名の
方々にご参加いただいた．
広瀬講師の講演内容は，近年の異常気象（今年
の猛暑、集中豪雨の増加）増大を，地球温暖化と
の関係について考察され，温暖化の主原因とされ
る CO2 の排出増加のみならず，経済活動による
様々な汚染物質の放出が，酸性雨，光化学スモッ
グ，黄砂などの気象に関連した現象を引き起こし
ており，その影響は国を越えアジア全体に広がっ
ていることを紹介された．
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また異常気象のもたらす様々な現象について防災リスク管理の観点から，今後を考えるうえで，
異常気象が増加しているという観点からの対処が必要であること，想定しうる事象は必ず生じる
と考えたほうがよいこと，リストラ（加えて高齢化）により社会が脆弱化していることを考慮す
る必要があることの 3 点が強調された．
重川講師の講演内容は，平成 21 年山口県防府市の豪雨災害，平成 22 年静岡県小山町の台風災
害などの最近の被災事例に基づき，特にリアルタイムでの情報の収集方法やその整理・記録方法
など，実践的な方法が紹介された．これらを通して，災害に対してコミュニティが果たす役割と
その可能性について防災リテラシーの向上という観点からまとめられ，自助・共助・公助が各々機
能しなければならないこと，住民も行政も大雨災害から いのちを守る ための防災対応能力を
身に付けておくことが必要であることが指摘された．そのために，今なにをしておくべきかを示
して頂いた．
渡邉講師の講演内容は，地圏科学研究センターと併設されている関東地区災害資料センターの
活動について紹介されるとともに，その資料の一部である埼玉県中川水系工事事務所の多くの報
告書を多面的に分析された結果が報告された．特に，厳しい渇水と大降雨という極端な気象が立
て続けに起こった昭和 33 年に焦点を絞り，洪水と渇水時における，埼玉県主要部の特徴である台
地と低地との関連，地下水位と地盤との関連，複雑な河川形状との関連などを考察された．埼玉
県の都市開発はまだ止まっておらず，洪水対策危険地域は新たに生み出されていることを指摘す
るとともに，過去の異常な気象によって生じた災害を分析する作業を通して，今後の埼玉県に起
こる災害の特性と対策を考えることができることが強調された．
これらの講演に引き続き行わ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を
頂いた．例えば, 10 年後の気象災害の予測はどのようなものか，大雨の中での避難方法とそのタ
イミング，豪雨災害と都市化や都市計画との兼ね合いについて，災害弱者と住民の反対運動を伴
う施設の地盤条件について，など多岐にわたった．講師の皆様には丁寧に各質問に答えて頂いた．
このようなフォーラムを毎年定期的に実施することにより，参加者の意識もかなり向上していき
ている印象を受けた．関連して，本年度刷新したパンフレット「自然災害科学関東地区資料セン
ター」を当日配布した．
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関東地区自然災害科学資料センターの 〜プチ〜 再整備

関東地区自然災害科学資料センターの業務
地圏科学研究センター内に設置されている関東地区自然災害科学資料センター室（以下，災害
資料センターと略記）は，自然災害全般に関する資料や航空写真の閲覧や貸出を行っている共同
利用施設である．災害問題には，自然災害研究協議会（前身は自然災害総合研究班）と連携して
取り組んでおり，関東地区の主な活動としては，地震災害，土砂災害，軟弱地盤災害，河川災害
をはじめとする自然災害全般に関する資料収集や，一般市民を対象としたシンポジウム開催（市
民科学オープンフォーラム）を行っている．当災害資料センターで収集した資料情報は，自然災
害研究協議会本部の京都大学・防災研究所で管轄している「自然災害データベース SAIGAI」で
検索可能なほか，当災害資料センターのホームページでも順次リスト化されている．収集資料の
閲覧については，センター事務室に連絡のうえで，随時対応している．

本年度の整備状況
当災害資料センターでは，長年にわたり資料収集してきたこともあり，インターネット社会に
入る以前は多くの来客者が閲覧に訪れていた．しかしながら，来客者は次第に減少傾向にあり，周
知方法や利用方法を再検討すべき時期にさしかかっていた．2005 年にホームページを公開したも
のの，これまでは公開に耐える整理・分類体制が整っていなかったこともあり，資料情報の広報が
不十分であった．その反省から，2010 年度は整備方針を立て，利用しやすい環境を整えることと
した．また，災害資料センターのエアコンが故障していたため，その修理を行うとともに，訪問
者が利用しやすいように閲覧室を整備し，所蔵資料の検索が可能なパソコンを設置した．さらに，
空中写真の所蔵リスト（すでに HP 公開済み）に加え，目下，新旧地形図の所蔵リストを作成中
である．

災害資料センター内の様子
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フジテレビ「とくダネ！」に出演
川上英二・センター教授
ニュージーランド南部の地震 (平成 23 年 2 月 22 日 (火) 発生) により倒壊し多数の犠牲者をだし
たカンタベリーテレビ (CTV) ビルの崩壊解析を，フジテレビからの依頼を受け行いました．この
結果は, 平成 23 年 3 月 4 日 (金) 午前 8 時〜10 時放送の「とくダネ！」で紹介されました．
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テレビ朝日「スーパー J チャンネル」に出演
川上英二・センター教授
平成 23 年 2 月 28 日 (月)16 時 53 分〜19 時放送
の，テレビ朝日「スーパー J チャンネル」に出演
し，新耐震基準を満たす新築の建物においても間
取り等により地震時に危険な箇所があることを指
摘し，避難する際には注意が必要であることを紹
介しました．

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
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蒙活動を行っています．昨年に引き続き，平成 23 年 1 月 22 日
（土）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 150 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，自主防災組織などを対象に防災士を養成し，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ます．

2010 年度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．

Hydro-climatology of arid/semi-arid US
-Current research issues and practical considerations（アメリカ乾燥地の水文気象の問題と研究の現状）
日時：平成 22 年 7 月 15(木) 16:15 − 17:40
場所：地圏科学研究センター棟 3 階セミナー室
By Dr. Mahesh R. Gautam
Researcher Desert Research Institute, USA
（アメリカ砂漠研究所，研究員）

博士は 2000 年に埼玉大学理工学研究科で工学博士を取得し（主指導教員：渡邉邦夫），その後，
ネパール，トリブバン大学准教授を経て現職のアメリカ砂漠研究所研究員をされている．主な研
究分野は，山地流出解析，不飽和浸透流，乾燥地の水資源開発である．本セミナーでは，アメリ
カ乾燥地帯の気象や降雨状態の解説をされた上で，乾燥地環境保全研究の最新成果を実際の応用
例を交えて紹介された．
（参加者 25 名）

69

50
51

東京湾新海面処分場護岸改良工事見学会
平成 23 年 1 月 20 日（木）に，東京湾で進められている新海面処分場護岸改良工事の現場見学
に赴きました．センターから教員と学生，合計 20 名が参加し，
（株）竹中土木の工区を見学させて
いただきました．海上で地盤改良工をする CDM 船にも乗船させていただき，大変貴重な機会で
した．

地盤改良 CDM 船での１コマ

真空圧密工法現場見学会の実施
平成 23 年 2 月 24 日（木）に，埼玉市内で施工されている真空圧密工法の見学をしました．見
学会では，丸山工業株式会社の方々にご案内をいただきました．場所は，北浦和の駒場スタジア
ムと蓮見新田付近の低湿地付近で，大学の近所ということもあり親近感を持ちつつ，勉強をしま
した．来年度は，修士の学生が真空圧密に関する研究を実施する予定です．
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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： 29 編
著書，資料，解説，講義等： 12 編
学術講演： 55 編
海外出張： 13 件

教育活動（学生指導）
大学院博士後期課程修了者： 3 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 3 名)
卒業研究指導生： 16 名 (うち留学生 0 名)

社会活動 (委員，講師等)
学協会関連： 52 件
省庁関連 (独立行政法人を含む)： 17 件
地方自治体関連： 12 件
その他 (財団法人，民間企業を含む)： 5 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]

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,
Vol. 100, No. 2, pp. 762–775, 2010.

[A2]

Shrestha, S. M. and Kawakami, H.: Modelling seismic wave propagation by modiﬁed normalized input-output minimization (Mod-NIOM) method, Earthquake Engineering and
Engineering Vibration,Springer, Vol. 9, No. 4, pp. 481–491, 2010.

[A3]

Shrestha, S. M., Kawakami, H. and Mogi, H.: Temporal variation of S-wave velocity at
Port Island vertical array site during and after the Hyogoken-nanbu Earthquake by using
modiﬁed normalized input-output minimization (Mod-NIOM) method, The Journal of
Japan Association of Earthquake Engineering, Vol. 10, No. 5, pp. 21–37, 2010.

[A4]

Tingatinga, E. A. J. and Kawakami, H.: Gravity eﬀects on earthquake response of an
elastic shear‐ﬂexural building, 14th European Conference on Earthquake Engineering,
Paper No.107, 2010.

[A5]

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, Vol. 10, No. 2, pp. 187–203, 2010.

[A6]

Giang, H. N., Kuwano, J., Izawa, J. and Tachibana, S.: Inﬂuence of unloading-reloading
processes on the pullout resistance of Geogrid, Geosynthetics International Journal, Vol. 17,
No. 4, pp. 242–249, 2010.

[A7]

Izawa, J. and Kuwano, J.: Centrifuge modelling of geogrid reinforced soil walls subjected to pseudo-static loading, International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, Vol. 10, No. 1, pp. 1–18, 2010.

[A8]

Nguyen, G., Kuwano, J., Izawa, J. and Seki, S.: Centrifuge tests on seismic stability of the
damaged geogrid reinforced soil wall, ジオシンセティックス論文集, Vol. 25, pp. 197–202,
2010.

[A9]

Pokhrel, R., Kuwano, J. and Tachibana, S.: Liquefaction hazard zonation mapping of the
Saitama City, Japan, Journal of Nepal Geological Society, Vol. 40, pp. 67–74, 2011.

[A10] Shirazi, S., Kuwano, J., Kazama, H., Wiwat, S. and Ismail, Z.: Response to Swelling
and Permeability of Bentonite Using Saline Solution for Nuclear Waste Disposal, Disaster
Advances, Vol. 4, No. 1, pp. 41–47, 2011.
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[A11] Shirazi, S. M., Kazama, H., Kuwano, J. and Tachibana, S.: Prediction of maximum
swelling deformation for compacted bentonite, International Journal of the Physical Sciences, Vol. 5, No. 10, pp. 1537–1543, 2010.
[A12] Amarashinghe, R., Watanabe, K. and Min Maung Maung: Estimating unsaturated hydraulic properties of soft rock by three diﬀerent ﬂow models, Ann. J. Hydraulic Engineering, JSCE, Vol. 55, 2011.
[A13] Amarashinghe, R., Watanabe, K. and Ishiyama, K.: Study on the selection of unsaturated
ﬂow model for the diﬀerent types of soil and soft rock, Environmental Earth Science, 2011
(in press).
[A14] 長田昌彦, 高橋学, 竹村貴人：堆積岩の乾燥変形現象とそれに起因した現象と課題, Journal
of MMIJ, 2011 (in press).
[A15] 竹村貴人, 長田昌彦, 藤井幸泰, 金丸龍夫, 高橋学：方解石で充填された花崗岩類単一亀裂の
透水特性に関する研究, 応用地質, Vol. 51, No. 2, pp. 92–96, 2010.
[A16] Aung Ko Ko Soe, Osada, M. and Thandar Thetoe Nwe Win: Drying-induced deformation
behaviour of Shirahama sandstone in no loading regime, Engineering Geology, Vol. 114,
pp. 423–432, 2010.
[A17] 高屋康彦, 小口千明：石灰岩の海水への溶解特性に及ぼす塩分濃度および CO2 ガスの影響
に関する基礎実験, 地形, Vol. 31, pp. 283–299, 2010.
[A18] 高屋康彦, 小口千明, 山崎麻衣, 大西亮平：史跡・吉見百穴の坑道壁面における凝灰質岩の塩
類風化とその影響要因, 地形（in press）.
[A19] Oguchi, C. T., Takaya, Y., Yamazaki, M., Ohnishi, R., Thidar Aye and Hatta, T.: High
acidic sulphate salt production on the cave wall in the Yoshimi Hyaku-Ana Historic Site,
central Japan, Proceedings of the XIX Carpathian Balkan Geological Association (CBGA)
Congress Greek, Special Volume, Vol. 100, pp. 413–419, 2010.
[A20] Oguchi, C. T. and Yuasa, H.: Eﬀects of rock properties on salt weathering of Oya-tuﬀ:
an experimental study, Natural Stone Resources for Historical Monuments, Vol. 333, pp.
59–72, Geological Society of London Special Publication, 2010.
[A21] Song, W., Ogawa, N., Oguchi, C. T., Hatta, T. and Matsukura, Y.: Laboratory experiments on bacterial weathering of granite and its constituent minerals, Géomorphologie:
relief, processus, environnement, Vol. 7, pp. 327–336, 2011.
[A22] Thidar Aye and Oguchi, C. T.: Resistance of plain and blended cement mortars exposed to
severe sulfate attacks, Construction and Building Materials, Available online 14 January,
2011 (in press).
[A23] 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 Materials, Vol. 24, No. 6, pp. 1020–1026, 2010.
[A24] Thomachot-Schneider, C., Gommeaux, M., Fronteau, G., Oguchi, C. T., Eyssautier, S.
and Kartheuser, B.: A comparison of the properties and salt weathering susceptibility
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of natural and reconstituted stones of the Orval Abbey (Belgium), Environmental Earth
Science, 2010 (DOI 10. 1007/s12665-010-0743-8).
[A25] 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,
Vol. 115, pp. 226–236, 2010.
[A26] 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.
[A27] Shirazi, S. M., Kazama, H., Kuwano, J. and Rashid, M. M.: The inﬂuence of temparature
on swelling characteristics of compacted bentonite for waste dispossal, Environment Asia,
Vol. 3, No. 1, pp. 60–64, 2010.
[A28] Shirazi, S. M., Kazama, H., Salman, F. A., Othman, F. and Akib, S.: Permeability and
swelling characteritics of bentonite, International Journal of the Physical Science, Vol. 5,
No. 11, pp. 1647–1659, 2010.
[A29] 若松加寿江, 吉田望, 三上武子：地質年代・堆積環境を考慮した土の繰返し変形特性の支配
要因の検討, 地盤工学ジャーナル, Vol. 5, No. 3, pp. 463-478, 2010.

著書，資料，解説，講義，講演等
[B30] 川上英二：地震時の木造住宅と室内家具の安全性について, 公開講座「震災等災害対策セミ
ナー」基調講演, 2010.
[B31] 桑野二郎：さいたま市防災士養成講座「土砂災害と対策」講師, さいたま市, 2011.
[B32] Kuwano, J.: Seismic stability of reinforced soil wall with segmental facing panels, Training
Lecture, The 9th International Conference on Geosynthetics, Guaruja, Brazil, 2010.
[B33] Kuwano, J. and Izawa, J.: Evaluation of seismic stability of reinforced soil wall, Theme
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[B35] 渡邉邦夫：埼玉県の中小河川の洪水問題, 平成 22 年度 彩の国 市民科学オープンフォー
ラム‐激甚化・多様化する気象災害に備える-, 2010.
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[B38] 角田史雄, 風間秀彦, 森本巌：地震時避難経路図とその活用, 基礎工, Vol. 38, No. 8, pp.
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[C65] Rabbi, A., Masaki, T., Kuwano, J., Tachibana, S. and Win, J.: Eﬀects of curing stress
and period on the strength and deformation characteristics of cement-mixed sand, 第 45
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[C66] Sakunwanich, W., Chhetri, D., Kuwano, J., Tachibana, S. and Kazama, H.: Eﬀect of
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用いた物質移動解析, 平成 22 年度土木学会年次講演会, 2010.
[C73] 細谷真一, 並川正, 森川誠司, 岩野圭太, 佐々木泰, 蒲池孝夫, 渡邉邦夫：割れ目を含む堆積軟
岩の巨視的な透水係数の算出方法の提案, 平成 22 度地下水学会秋季講演会, 2010.
[C74] 岩野圭太, 川端淳一, 戸井田克, 渡邉邦夫：割れ目を有する堆積軟岩の物質移行特性に関する
数値解析的検討, 平成 22 度地下水学会秋季講演会, 2010.
[C75] 長田昌彦：各種岩石の乾燥変形現象の比較によるその支配要因の検討, 第 40 回岩盤力学に
関するシンポジウム (CD-ROM), 2011.
[C76] 長田昌彦：日干し煉瓦の短期的強度の発現機構-堆積岩の乾燥変形実験からの類推-, 日本地
球惑星科学連合 2010 大会予稿集 (CD-ROM), 2010.
[C77] 松下智昭, 長田昌彦, 高橋学：離水サンゴ近傍における数千年オーダーの物質移動と CCS 技
術への応用について, 日本地球惑星科学連合 2010 大会予稿集 (CD-ROM), 2010.
[C78] Adikaram, N. M., Illankoon, T. N. and Osada, M.: Anisotropic deformation behaviour of
Tage tuﬀ in 1D drying condition, 12th JSCE International Summer Symposium, 2010.
[C79] Adikaram, N. M. and Osada, M.: Anisotropic properties of Tage tuﬀ based on ultrasonic
wave velocity measurements, Geo-Kanto2010, 2010.
[C80] 長田昌彦, Illankoon, T. N., Adikaram, N. M.：乾燥に伴う軟岩の弾性波速度の異方性につ
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[C81] 松下智昭, 長田昌彦, 高橋学：離水サンゴ近傍の岩石割れ目内を充填する炭酸塩鉱物の微視
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[C85] Ahn, C., Takahashi, M., Osada, M., Park, H. and Fujii, Y.: Fluid pathways in Berea sandstone by image processing technique, Joint Meeting of Korean and Japanese Geological
Societies, 2010.
[C86] 大澤祐子, 小口千明：石材の物性が凍結融解作用による風化に与える影響について., 日本地
球惑星科学連合 2010 大会予稿集（CD-ROM）, 千葉, 2010.
[C87] 小口高, 早川裕弌, 水鳥未那人, 小口千明, 大澤祐子：小物体用三次元レーザスキャナの地球
科学的応用, 日本地球惑星科学連合 2010 大会予稿集（CD-ROM）, 千葉, 2010.
[C88] 八戸昭一, 石山高, 濱元栄起, 北口竜太, 小口千明：埼玉県平野部の自然地層中に含まれる重
金属類とその特性について, 日本地形学連合 2010 年秋季学術大会, 立正大学, 2010.
[C89] 大澤祐子, 藤巻俊昭, 小口千明, Thomachot-Schneider, C.：ベルギー・オーバル修道院にお
ける風化・劣化と石材物性, 日本地形学連合 2010 年秋季学術大会, 立正大学, 2010.
[C90] Kumari, K., Oguchi, C. T., Hachinohe, S. and Ishiyama, T.: Geochemical Forms & Mobility of Heavy Metals in Alluvial Sediments of Arakawa Lowlands, Japan, Japan Geosciences
Union Meeting 2010(CD-ROM), Chiba, 2010.
[C91] Oguchi, C. T., Takaya, Y., Yamazaki, M., Ohnishi, R., Thidar Aye and Hatta, T.: High
acidic sulphate salt production on the cave wall in the Yoshimi Hyaku-Ana Historic Site,
central Japan, Proceedings of the XIX Carpathian Balkan Geological Association (CBGA)
Congress (CD-ROM), Thessaloniki, Greek, 2010.
[C92] 若松加寿江, 吉田望, 三上武子：土の繰返しせん断特性における地質年代・堆積環境の影響,
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論文集 (松山), pp. 337–338, 2010.
[C94] Yoshida, N., Wakamatsu, K. and Mikami, T.: Classiﬁcation of cyclic shear deformation
characteristics of soil considering geologic age and depositional environment, in Proc.,
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険度評価手法の検討, 地域安全学会梗概集 (静岡), 第 27 巻, pp. 23–24, 2010.

81

63

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
埼玉県新たな森づくり調査検討委員会
埼玉県防災学習センター委員会

委員
評議員
委員
委員
委員

1990
1999
2003
2009
2010

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

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
商議員
幹事
委員

2007
2008

〜
〜

2008

〜

2009
2009
2009
2010

〜
〜
〜
〜

委員

2010

〜

委員

2010

〜

特別委員
委員

2010
2010

〜
〜

委員

2010

〜

講師

2010

〜

桑野 二郎

International Geosynthetics Society
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
東日本高速道路株式会社関東支社さいたま工事事務所
埼玉地域技術懇談会
地盤工学会 室内試験規格・基準委員会 WG7：ベンダー
エレメント試験方法基準化 WG
地盤工学会 Laboratory Stress Strain Strength Testing
of Geomaterials 国内委員会
国土交通省 中央建設工事紛争審査会
土木研究センター ジオシンセティックスと深層混合処
理との併用工法技術検討委員会
地盤工学会関東支部 地盤改良材を中心とした廃石膏
ボードの再資源化に関する研究委員会
さいたま市防災士養成講座
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〜
〜
〜
〜
〜

期間

2010

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
地盤工学会「わかって使う FEM」講習会
地盤工学会「軟弱地盤における地盤変形の実際と解析
講習会」

委員
委員
委員
リーダー幹事
リーダー幹事
講師 (分担)
講師 (分担)

東京大学生産技術研究所
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
土木学会 地震工学委員会 地震被害調査小委員会
埼玉県国土利用計画審議会
国土交通省 平成 22 年度土地履歴調査地区調査委員会
国土交通省 土地履歴調査業務の効率化及び調査成果
の webGIS による表示機能の改善に関する検討委員会

研究員
理事
委員
委員
委員
客員研究員
委員

1996
2002
2007
2007
2007
2008
2008

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

委員
委員
部会長
専門委員
委員
副委員長
委員
委員長
委員長

2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

若松 加寿江

渡邉 邦夫

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
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
日本原子力研究開発機構：地層処分の安全審査に向け
た評価手法等の整備専門部会
資源エネルギー庁：技術評価検討委員会
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2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

期間

期間

委員

2005

〜

委員
委員
委員
部会長

2005
2005
2008
2009

〜
〜
〜
〜

委員

2010

〜

委員

2010

〜

長田 昌彦

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
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
日本応用地質学会
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 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
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大会
土木学会 岩盤力学委員会 論文小委員会
土木学会 岩盤力学委員会 CCS 検討 WG
エンジニアリング振興協会 「CO2 マイクロバブル地中
貯留の成立性に関する調査研究」委員会
原子力環境整備促進・資金管理センター 地層処分モニ
タリングシステム委員会
土木学会 原子力土木委員会 地盤安定性評価部会
岩の力学連合会 ISRM2011 コングレス国内論文審査委
員会

小口 千明

農林交流センターワークショップ 固体試料分析の基
礎 〜各種機器による試料分析〜
日本地理学会 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
埼玉県 環境アセスメント技術審議会
埼玉県 土地収用事業認定審議会
第 9 期埼玉県環境審議会
文化庁 文化遺産国際協力コンソーシアム
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期間

委員
幹事委員
客員研究員
委員

2001
2003
2005
2006

〜
〜
〜
〜

委員

2007

〜

2011

理事
部員
幹事
委員

2008
2008
2008
2009

〜
〜
〜
〜

2011

副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
プログラム委員
委員長
委員
委員

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

委員

2010

〜

部会委員
委員

2010
2010

〜
〜

期間

講師

2002

〜

委員
客員研究員
委員
委員
副委員長
委員
委員
特別委員
委員

2005
2006
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

2011

2011

4. 海外活動
氏名

行き先

桑野 二郎

スイス

桑野 二郎

韓国

桑野 二郎

タイ

桑野 二郎

チリ

桑野 二郎

アメリカ

小口 千明

フランス・ベル
ギー

桑野 二郎

小口 千明

ブラジル

フランス・ベル
ギー・ギリシア

風間 秀彦

タイ

風間 秀彦

東ティモール

風間 秀彦

東ティモール

風間 秀彦

タイ

風間 秀彦

東ティモール

若松 加寿江

マケドニア共和
国

活動内容

期間

7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics 論文発
表
3rd Korea-Japan Geotechnical Engineering Workshop
IGS アジア理事会地域委員会出席、International Symposium and Exhibition
on Geotechnical and Geosynthetics Engineering Keynote Lecture
5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Theme
Lecture
国際ジオシンセティックス学会理事会出
席
オーバル修道院調査およびランス大学の
研究者らとの打合せ
XIX Congress of the Carpathian Balkan
Geological Association への参加発表と，
オーバル修道院調査，ランス大学の研究
者らとの打合せ
研究打合せ，資料収集，現場見学等

2010.6.28〜
2010.7.1

国際ジオシンセティックス学会理事会
出席，9th International Conference on
Geosynthetics 論文発表，Training Lecture

JICA 東ティモール大学工学部能力向上
プロジェクト予備調査
JICA 東ティモール大学工学部能力向上
プロジェクト詳細計画策定調査
研究の打合せ，および特別講義の実施
JICA 東ティモール大学工学部能力向上
プロジェクトのチーフアドバイザー
第 14 回ヨーロッパ地震工学会議にて研究
発表
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2010.5.23〜
2010.5.29

2010.9.9〜
2010.9.10
2010.12.7〜
2010.12.8

2011.1.10〜
2011.1.15
2011.3.11〜
2011.3.16
2010.7.20〜
2010.7.22
2010.9.24〜
2010.10.5

2010.5.24〜
2010.5.28
2010.7.18〜
2010.7.24
2010.10.15〜
2010.1027
2010.12.14〜
2010.1218
2011.2.21〜
2011.4.8
2010.8.30〜
2010.9.3

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

Thidar Aye

Resistance of plain and blended cement
mortars to diﬀerent exposure regimes of
sulfate attack
Seismic stability of damaged geogrid reinforced soil wall
Numerical modeling of wave propagation by using Modiﬁed Normalized
Input-Output Minimization (Mod-NIOM)
method

小口 千明

2010 年 9 月
学位取得

桑野 二郎

2010 年 9 月
学位取得
2010 年 9 月
学位取得

氏名

論文タイトル

指導教員

July Win

Mechanical properties of cemented loose
sand
オーバル修道院で使用されている天然・人
工石材の物性と建造物劣化に関する研究
地震時の建物と室内家具の安全性に関する
研究
Anisotropic behavior of Tage tuﬀ in changing saturation

桑野 二郎

Performance of model screw and straight
piles under axial load in dry Toyoura sand

桑野 二郎

Nguyen Hoang Giang
Santa Man Shrestha

博士前期課程 (修士課程)

大澤 祐子
桶田

武

Adikaram
Mudiyanselage
Nayana
Madurya Adikaram
Malik Adnan Anwar

指導教員
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川上 英二

小口 千明
川上 英二
長田 昌彦

備考

備考

平成 22 年
9 月修了
平成 23 年
3 月修了
平成 23 年
3 月修了
平成 23 年
3 月修了

平成 23 年
3 月修了

学部生
氏名

秋山 奈々絵
石井 太一
一瀬 直樹
富岡 涼
加瀬 いづみ
河野 聡
大嶺 克治
鈴木 直樹
澤田 翔
大原 有加里
須永 俊之
田口 直明
藤巻 俊昭
今成 智史
加藤 拓未
兒子 泰大

論文タイトル

携帯電話内の motion control sensor を用いた
振動計測アプリの作成

iPhone PushNotiﬁcation による地震同時連絡
網に関する研究
地震同時連絡網内のサーバ・センサ・クライ
アントの状態表示システムの開発
地下掘削の進行に伴う地下水変動モニタリン
グの基礎研究
3 次元 Ant Colony Optimization による岩盤
中の物質移動解析の基礎研究
写真測量による構造物変化モニタリングの高
精度化に関する基礎研究
繰返し載荷を受ける埋設管の変形挙動

指導教員

川上 英二
川上 英二
川上 英二
渡邉 邦夫
渡邉 邦夫
渡邉 邦夫
桑野 二郎

先端拡底杭羽根部の形状が支持力特性に及ぼ
す影響

桑野 二郎

多孔質媒体中へのマイクロバブルの浸透性に
関する基礎研究

長田 昌彦

硫酸塩環境下におけるモルタルの劣化に関す
る実験的研究

小口 千明

降雨履歴による不飽和地盤の変状シミュレー
ション

橘 伸也

幌延泥岩の乾燥変形挙動とそのクラッキング・ 長田 昌彦
ポテンシャル

屋久島花崗岩中のカルサイト充填割れ目の硬
化過程に関する微視的考察

長田 昌彦

石造建築物で使用されている天然・人工石材
の塩類風化に関する実験的研究

小口 千明

第二東名高速道路加瀬沢盛土の築堤解析

橘 伸也

粘性土の非排水せん断特性に及ぼす締固めエ
ネルギーの影響

橘 伸也
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備考

平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業

平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業

平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業

平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業

平成 23 年
3 月卒業
平成 23 年
3 月卒業

平成 23 年
3 月卒業
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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．

テーマ研究 II 見学会―首都圏外郭放水路―

平成 23 年 1 月 17 日（月）に，建設工学科３年生の履修するテーマ研究 の一環で，首都圏外郭放
水路を見学しました．この講義で地圏科学研究センターに配属の３年生はもちろんのこと，セン
ターに所属する多くの学生も一緒に参加しました．写真は，
「地底神殿」での集合写真です．(橘記)
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センター長

教授

地圏防災科学研究分野

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．
96

78

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

桑野 二郎

(くわの じろう)

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」

専門分野
生年月日
最終学歴

主な論文

• 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.
• Change in multiple yield surfaces of dense Toyoura sand with shearing in a p’-constant
plane, Geotechnical Special Publication, ASCE, 2005.
• Shaking table tests on the lateral response of a pile buried in liqueﬁed sand, Soil Dynamics
and Earthquake Engineering, 2006.
• 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.
• Development of rational seismic design method for geogrid-reinforced soil wall combined
with ﬁbre-mixed soil-cement and its applications, Geosynthetics International, 2009.
• Centrifuge modelling of geogrid reinforced soil walls subjected to pseudo-static loading,
International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, 2010.
主な著書

• 新土木実験指導書【土質編】（分担執筆），技報堂出版，1993.

• Dynamic Safety of Earth and Rockﬁll Dams(共著), AA Balkema, 1994.
• Geosynthetics (editors), Millpress, 2006.

• 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.

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)

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」

専門分野
生年月日
最終学歴

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.

• 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.
• 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.
• Drying-induced deformation behaviour of Shirahama sandstone in no loading regime, Engineering Geology, Vol.114, pp. 423-432, 2010.
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．
99

81

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

• Changes in the Instantaneous Shear Modulus of Normally Consolidated Clay with Shear
History, Soils and Foundations, 2005.
• Numerical Investigation on the Failure Criterion for Normally Consolidated Clays, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2007.
• 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.

• 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.

• 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.

コンピュータを使った解析が研究のメインですが，一辺倒にならず，地盤の様々な現象に
目を向けながら研究を進めて行きたいです．
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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)

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」

専門分野
生年月日
最終学歴

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．
• 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.
• Micro-Structure of Shear Bands and its Relation to the Mechanisms of Dilatancy and
Failure of Dense Granular Soils, Geotechnique, 1998.
• 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

• 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.
• 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.
• 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：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.
• 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.
主な著書

• 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.
• 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, 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.
• 若松 加寿江：日本の液状化履歴マップ 745-2008 DVD+解説書，東京大学出版会, 2011.3.
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地圏科学研究センター教員名簿
職階・役職

氏

教授・センター長

川上 英二

名

最終学歴

工学博士

分

野

地圏防災科学

教授

渡邉 邦夫

工学博士

地圏環境科学

准教授

長田 昌彦

博士 (工学)

地圏環境科学

博士 (工学)

地圏防災科学

教授

桑野 二郎

准教授

工学博士

小口 千明

助教

博士 (理学)

橘 伸也

客員教授

風間 秀彦

客員教授

博士 (工学)

若松 加寿江

博士 (工学)

地圏防災科学

地圏環境科学
地圏防災科学
地圏防災科学

以上 8 名

地圏科学研究センター協力教員名簿
職

階

氏

名

最終学歴

所 属

准教授

山辺 正

工学博士

理工学研究科・建設工学科

教授

岩下 和義

工学博士

理工学研究科・建設工学科

准教授

井口 欣也

文学修士

教養学部・文化人類学

助教

谷山 尚

博士 (工学)

准教授
准教授

茂木 秀則
斎藤 正人

博士 (工学)

理工学研究科・建設工学科

博士 (工学)

理工学研究科・建設工学科

理工学研究科・建設工学科

専

門

岩盤力学、岩盤における熱・応
力・浸透連成問題の数値解析

動土質力学、粒状体の数値実
験、耐震工学

文化人類学、アンデス考古学
地震工学、地盤振動
地震工学

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

委員

務

委員
委員

氏

名

青木 繁夫
伊藤 洋
落合 淳

委員

片山 恒雄

委員

百瀬 和夫

委員長

武田 精悦

委員
委員
委員

川鍋 隆

坪谷 隆夫
大木 貞幸

任期 H21.10.1〜H23.9.30(2011.3 現在)
所属機関・役職

サイバー大学世界遺産学部・教授

(財) 電力中央研究所 ・研究顧問
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 寄付講座「ライフラインを中心とした都市の防
災」
・教授
東電設計株式会社 土木本部 原子力・火力土木部長
財団法人埼玉りそな産業協力財団・専務理事
原子力発電環境整備機構・理事
(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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