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1）森芳徳，秋葉正一，関健太郎；道路行政分野における今後のインフラマネジメントのあり方に関する一考察，土木学会論文
集F4（建設マネジメント），Vol.73，No.4，pp.I_120-I_129，2017.12

2）加納陽輔，秋葉正一，赤津憲吾；アスファルト舗装発生材の分別再材料化技術に関する基礎的検討，土木学会論文集E1
（舗装工学），Vol.72，No.3，pp.I_33-I_40，2016.12

3）赤津憲吾，加納陽輔，秋葉正一，佐藤克己；亜臨界水を抽出溶媒としたアスファルト抽出試験法の提案，土木学会論文集
E1，Vol. 72(2016) No.1，pp.31-41，2016.6

維持修繕の時代を迎えている道路舗装において，大量に発生する舗装発生材の有効利用に着目し，ア

スファルト舗装廃材から骨材とアスファルトを分別回収する技術の開発に取り組んでいる。また，この副次的

な研究として，アスファルト混合物の品質管理試験である抽出試験，経年劣化したアスファルト混合物の剥

離抵抗評価手法あるいは土壌汚染処理技術の開発にもこの手法を適用した検討を実施し，資源循環型社

会構築に伴う廃棄物の再資源化のための品質評価や提案を行うための研究を行っている。

つぎに，下水道施設の老朽化に伴い，下水道管の破損箇所への土砂流出などによる路面下空洞および

それに伴う道路陥没が問題となっている。このため，地中レーダーにより発見された空洞について，陥没の

危険性の大小や補修の優先順位を評価するための調査・研究を実施し，道路交通における第三者被害防

止に有効となる評価手法の開発に取り組んでいる。

さらに，近年のゲリラ豪雨や地震により大規模化・激甚化する災害復旧への対応，あるいは防災・メンテ

ナンスへの対応に関し，道路行政の組織，体制等が十分であるとは言い難い。このため，今後，防災やメン

テナンスが中心となる時代においては，復旧や防災に関する技術を適切に活用し，限られた予算・人材に

て最大限の効果を生み出し，全体が最適となるマネジメントシステムを構築することが必要となることから，こ

の方面に関する研究に取り組んでいる。

資　格 教　　授 氏　名 秋　葉　正　一

キーワード 舗装材料の評価　　　産業副産物の有効利用　　　道路の健全性評価　　　道路のマネジメント

1）阿部忠，木内彬喬，川井豊：伸縮継手の段差により発生する振動荷重が及ぼすRC床版の耐疲労性の評価，構造工学論文
集，Vol.64A，pp.530-1540，2018.3

2）阿部忠，新田裕之，塩田啓介，吉岡泰邦：展張格子筋を用いたボックスカルバートの補強技術および補強効果の検証，セメ
ント・コンクリート論文集，Vol.71，pp.540-547，2018.3

3）田中佐愛，阿部忠，塩田啓介，中島博敬：応力履歴を受けたRCはりに格子鋼板筋を配置したPCM増厚補強における補強
効果，セメント・コンクリート論文集，Vol.71，pp.548-555，2018.3

平成28年度は，①走行振動荷重が及ぼすRC床版の耐疲労性に関する研究（平成28年度科研費）につい

て継続実験を行った。この研究は，橋梁の伸縮継手を通過するときに発生する大型車両の荷重変動が道

路橋RC床版の寿命に及ぼす影響および荷重振幅±20％，30％の荷重変動が作用した場合の輪荷重走

行振動荷重による疲労実験を行い，寿命推定のS-N曲線式を提案した。

②道路橋RC床版上面にアスファルト舗装が施されているが，これに替わる舗装としてコンクリート舗装が提

案されている。よって，特殊セメントを用いたRC床版コンクリート舗装の耐疲労性の評価に関する研究を進

めている（奨学寄付金）。

③道路橋RC床版は凍害等により上面損傷が生じている。そこで，低弾性ポリマーセメントモルタル（PCM）

および小径骨材を配合しコンクリートを用いた薄層補修の耐疲労性の検証について研究を進めている。本

材料および補修法は，EQM工法として採用されている（奨学寄付金）。

④老朽化するRC床版の取り替え床版としてプレキャスト床版が計画されている。そこで，継手部を有するPC

床版の輪荷重走行試験による耐疲労性の検証に関する研究を行った（委託研究）。

⑤老朽化するコンクリート部材およびボックスカルバートの補強材として，展張格子筋，鋼板格子筋が開発

され，この材料を用いた接着剤塗布型PCM増厚補強に関する研究を進めている（共同研究）。

資　格 教　　授 氏　名 阿　部　　　忠

キーワード 構造工学　　　維持管理　　　コンクリート構造　　　補修・補強
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1）山之内康一郎，佐久間翔平，伊藤義也，山口晋，フレッシュコンクリートの圧送性評価方法に関する基礎研究，平成28年度
土木学会第71回年次学術講演会，2016.9.7

2）山之内康一郎，山口晋，伊藤義也，管型粘度計によるレオロジー定数の測定，コンクリート工学年次論文集，Vol39・NO.1, 
2017.7

3）

フレッシュコンクリートの施工を合理化するためには，コンクリートのポンプ圧送性を評価するための簡易

にレオロジー定数が求めることのできるシステムの構築が必要となる。そのために，圧送管内のコンクリート

の流動の解析に用いる管型粘度計を開発し，圧送性の評価方法について検討した。すなわち，管内流動

の解析に必要な塑性粘度と降伏値は従来の回転粘度計により求め，さらに定性的なスランプ・スランプフ

ロー・O漏斗流下時間のコンシステンシーとレオロジー定数との相関について実験検討を行った。その結果，

管型粘度計とスランプフロー試験とを併用することで，定量的なコンシステンシー試験値やポンプ能力選定

が可能となり，施工の合理化への有用性が示された。次に，コンクリートのポンプ施工の合理化のために，コ

ンクリート圧送時のコンクリートの管内のコンクリート流動の解析モデルとして，管内にはコンクリートと管壁と

の界面に薄い水膜が存在し，それが潤滑層として機能する２層流れを仮定した。水膜の厚さを，加圧ブリー

ディング装置を用い，ポンプ出口の圧力状態に対応する脱水量から推定し，滑りによるコンクリートの流量と

水膜の部分の流量を管型粘度計による実測流量から差し引いてBingham流量を求め，３組のBingham流量

と圧力勾配を用いて塑性粘度と降伏値とを求める方法を提案した。

その結果，回転粘度計による測定値に近似し，管型粘度計がレオロジー定数の測定に活用できる可能

性が示された。

資　格 教　　授 氏　名 伊　藤　義　也

キーワード 建設材料　　　コンクリート　　　鉄筋コンクリート

1）中村倫明・鷲見浩一・小田晃・武村武・落合実，東京湾における海底への堆積を考慮した過去50年間のダイオキシン濃度
解析，土木学会 土木学会論文集B3(海洋開発)，Vol. 33，p.I_905-I_910，2017年8月

2）

3）

「砂礫の接触時間を利用した間接的な流砂の粒度分布推定法に関する研究」

本研究は流水中を移動する砂礫の量(流砂量)と粒度分布を間接的に推定することが目的である。流砂の

計測には，流水中を移動している砂礫がステンレス製円柱に衝突したときに発生する弾性波を利用する。

粒径はゼロクロス法で読み取る弾性波の第一波の半周期から推定する。この半周期は二つの物体が接触し

てから離れるまでの時間として定義される接触時間と呼ばれており，粒径にほぼ比例することが知られてい

る。流砂量は弾性波のピーク数から計測される衝突した粒子数と個々の砂礫の粒径を基に算定する。本研

究は，これらの解析方法を用いて流砂量と粒度分布を推定する手法を確立する。

現在までに，粒径の間接的推定方法として気中での砂礫の弾性体への接触時間を利用した粒度分布の

推定方法を提案した。さらに，気中での推定方法を利用して水中を移動する砂礫(流砂)の粒度分布推定の

妥当性について検討中である。今後は，流砂量の算定も含めて本方法を確立させ，実際の河川での現地

試験を実施する予定である。なお，この方法はふるい分け試験の代替方法としての活用も考えられる。ふる

い分け試験時に実施している礫の乾燥の手間を省くことが可能であると考えられ，この点についても同時に

検討を行う予定である。

資　格 教　　授 氏　名 小　田　　　晃

キーワード 砂防　　　河川　　　土砂水理
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1）中村倫明・鷲見浩一・小田晃・武村武・落合実：東京湾における海底への堆積を考慮した過去50年間のダイオキシン濃度解
析，土木学会論文集B3, Vol.73，No.2 p.Ⅰ_905-Ⅰ_910，2017．

2）鷲見浩一・山﨑崇史・宮内直哉・中村倫明・武村武・落合実：斜降渦による底質の移動に関する実験的研究，土木学会論文
集B2(海岸工学)，Vol.73，No.2 p.Ⅰ_97-Ⅰ_102，2017

3）中村倫明・鷲見浩一・小田晃・武村武・落合実：河川から福島沖に負荷された放射性物質の拡散解析，土木学会論文集
B3，Vol.72，No.2 p.Ⅰ_694-Ⅰ_699，2016．

平成23年3月に発生した東日本大震災に伴い，東京電力㈱福島第一原子力発電所（以下，福島第一原

発）から放出される放射性物質が環境へ与える影響について，今なお懸念が続いている。その中でも，東

京湾は閉鎖性が強く，また首都圏前面に位置し関東平野等からの河川流入量が多いことから放射性物質

の影響が懸念される。東京湾では平成24年3月30日，文部科学省などを中心に「福島沖海水及び海底土

の平成24年度海域モニタリング調査方針（改定版）」に従って，海水及び海底土のサンプリングが行われて

いる。しかしながら，データ数が依然少ないことや面的な評価および将来予測ではモニタリングの情報だけ

では難しい状況にある。

本研究3)では福島前面海域の解析から得た放射性物質のFalloutの取り扱いや河川流入負荷を基に，３

次元力学モデルを用いて算出した東京湾の年平均流と，Clegg＆Whitfieldモデル，OECD_NEAモデルを

参考に拡散モデルを改良1)してモデルの精度向上化を図り，海水中のスキャベンジングによる影響や海底

巻き上げ，生物攪乱による海水への再浮遊などの考慮した拡散モデルによる中・長期的な放射性物質の分

布状況を把握している。

また，海底における底質の巻き上げの検討については，実験による検討2)を行っている。

資　格 教　　授 氏　名 落　合　　　実

キーワード 放射性物質　　　物質拡散　　　数値シミュレーション　　　底質巻き上げ

1）阿部忠，伊藤清志，深川克彦，澤野利章，普通セメントに鋼繊維を配合したSFRC床版の耐疲労性の評価，第9回道路橋床
版シンポジウム論文報告集，pp127～132，2016年11月

2）阿部忠，伊藤清志，深川克彦，澤野利章，鋼繊維コンクリートを用いた床版の押抜き耐荷力の評価，コンクリート工学年論文
集Vol.39，No.2，pp319～324，2017年6月

3）木内彬喬，阿部忠，澤野利章，川井豊，輪荷重走行振動疲労実験におけるRC床版の耐疲労性の評価，第72回土木学会
全国大会，pp285～286，2017年9月

コンクリート部材の補修・補強に関する研究として，連続繊維シートを用いた曲げやせん断補強効果につ

いて研究を行っている。また，せん断破壊が生じているコンクリート部材に対しても，断面修復，クラック補修，

連続繊維シート（アラミド繊維）補強を行い，部材の機能回復状況，力学特性の実験を行っている。さらに補

強と同時にプレストレス導入の可否について実験を実施した。

コンクリート部材作製に不可欠な水を高吸水性樹脂に吸収させた状態で，モルタルやコンクリートの練り

混ぜに使用することを目的として，さまざまな種類の高吸水性樹脂や水セメント比，高吸水性樹脂の倍率に

よって，モルタルやコンクリートを作製して，圧縮強度に及ぼす影響について実験を行っている。これまでの

結果では，高吸水性樹脂の種類，倍率を問わず，水で作製したモルタルやコンクリート供試体の圧縮強度

と大きな差異は見られていない。また，弾性係数について大きな変化がないことが確認できた。

地震に対する免震対策として，転がり免震装置の免震効果の実験として，転がり部の材質として様々な種

類の材料を用いた場合の実験を行い，応答加速度曲線から免震効果などについて比較を行い免震効果に

ついて明らかにしている。また，さまざまな転がり支承部の形状や構造について実験を行い応答特性につ

いて明らかにしている。

資　格 教　　授 氏　名 澤　野　利　章

キーワード 地震工学　　　耐震構造　　　維持・管理　　　コンクリート
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1）内田裕貴：ひまわり8号データにみる春季日照時間の変化による地表面温度日変化の変動，環境情報科学，学術研究論文
集31，pp.125-130，2017

2）Toshiro Sugimura, Yuuki Uchida, Sadayoshi Aoyama, Tomohito Asaka and Keishi Iwashita：Multi Frame Image 
Processing of Himawari-8/AHI Data、The 31st ISTS Special Issue of Transaction of JSASS, Aerospace Technology 
Japan、2017

3）内田裕貴，朝香智仁，野中崇志，岩下圭之，杉村俊郎：「ひまわり8号」熱赤外データによる地球表面温度の推定について，
土木学会論文集F3（土木情報学）72巻 (2016)2号p.II_1-II_6、2016

１．「ひまわり８号」観測データを利用した都市域の熱環境に関する研究

2014年10月に打ち上げられた静止気象衛星「ひまわり８号」には観測機能が向上したセンサが搭載され，

気象分野以外への利用が期待されている。本研究では「ひまわり８号」が観測した画像データから，地表面

の被覆状況と温度分布を解析し，ヒートアイランド現象の監視に寄与するため，都市の熱環境の特徴につ

いて調査を行っている。

２．高分解能衛星画像の利用に関する研究

現在，地球観測衛星には地上分解能が50cm～1m程の高分解能衛星も運用されている。航空写真に匹

敵する高精細な衛星画像は，広域を同時にかつ一様に観測できるメリットがある。衛星が観測した詳細な情

報を使って，近年頻発している大規模災害における災害前後の状況の把握，その後の復旧・復興状況の監

視等に利用・提供できるような解析・情報整理法等の検討を行っている。

３．ランドサット画像利用のための事例研究

1972年にランドサット１号が打ち上げられてから現在の８号まで，観測は継続されデータも蓄積されている。

データは無償で利用できるため，利用対象を限定すれば非常に有効なデータといえる。都市，森林，農地，

海域等種々分野で環境変化等の調査に関する事例研究を行い，地球観測衛星画像の利用推進に寄与し

ている。

資　格 教　　授 氏　名 杉　村　俊　郎

キーワード リモートセンシング　　　地理空間情報　　　画像処理　　　ヒートアイランド

1）鷲見浩一・山﨑崇史・宮内直哉・中村倫明・武村武・落合実：斜降渦による底質の移動に関する実験的研究，土木学会論文
集B2(海岸工学)，Vol.73，No.2 p.Ⅰ_97-Ⅰ_102, 2017.

2）鷲見浩一・岡野谷知樹・山崎崇史・中村倫明・武村武・落合実：堤体の構成材の相違による人工リーフの断面変化に関する
実験的研究，土木学会論文集B3(海洋開発), Vol.72，No.2 p.Ⅰ_562-Ⅰ_567, 2016.

3）中村倫明・鷲見浩一・小田晃・武村武・落合実：河川から福島沖に負荷された放射性物質の拡散解析，土木学会論文集
B3，Vol.72，No.2 p.Ⅰ_694-Ⅰ_699, 2016．

社会からの要請に基づく研究を行うために，企業からの委託研究やこれまでに科研費に採択されたこと

のある研究課題を中心として研究活動を実施し，その成果を査読付論文に著している。以下にその概要を

説明する。

不規則波の人工リーフ堤体への作用時に基礎マウンド上へ設置される被覆材の有無，中詰工の粒径の

相違が人工リーフの断面形状に及ぼす効果を水理実験により検討した。その結果，被覆堤体と捨石堤体の

断面形状の比較により透過率の低減には，波浪の作用に伴う天端水深の縮小のような経常的な変化が寄

与した。

これまでに斜降渦の発生形態と底質の移動現象を実験的に検討した研究は少数である。本研究では，

斜降渦の発生形式･発生条件を検討した。今回の実験では，新たに砕波時の波内部に４つの斜降渦が岸

沖方向に形成される４重渦の発生を確認した。渦の発生条件は，砕波に関するRe数とBreakertype index

に支配され，Re数が大きいほど４重渦の発生数が増加し，４重渦が生じる下限のRe数は約3.4×105であっ

た。一様な海底勾配の斜面上の底質は，舌状の侵食域が出現する形状に分布した。舌状の侵食域が現れ

る位置は斜降渦の底面到達地点と一致しており，斜降渦の底面到着に起因して，底質の侵食域が発生し

たと考えられる。

資　格 教　　授 氏　名 鷲　見　浩　一

キーワード 人工リーフ　　　砕波　　　斜降渦

- 34 -



1）本田美智子・西尾伸也：繰返し一面せん断試験における供試体内部変形の観察，第51回地盤工学研究発表会講演集, 
pp.365-366, 2017.7.

2）石田周平・小宮勇人・本田美智子・西尾伸也：繰返し一面せん断試験から求めた透水係数に及ぼすせん断域の影響，第9
回メタンハイドレート総合シンポジウム講演集，pp.66-67, 2017.10.

3）小宮勇人・石田周平・本田美智子・西尾伸也：繰返し一面せん断試験におけるせん断域の生成形態，第9回メタンハイドレ
ート総合シンポジウム講演集，pp.68-69, 2017.10.

メタンハイドレート貯留層からの天然ガス生産では，貯留層内でメタンハイドレートを分解し，生成したガス

を井戸から生産する。日本近海における開発対象の貯留層は，孔隙内にメタンハイドレートを含む未固結

のいわゆる砂質充填型堆積層であり，開発対象域には断層等の不連続面が存在する。メタンハイドレートの

分解に対しては主に減圧法による商業的開発が検討されており，この不連続面の浸透性などの特性によっ

ては，減圧が伝わらずガス生産性が大きく低下するなどの問題が指摘されている。

メタンハイドレート貯留層での断層等不連続面の透水性，力学特性を繰り返し一面せん断試験から評価

するため，不連続面の生成条件を分析し，その性状や形態が透水性や力学特性に与える影響について調

べた。また，導入した繰返し一面せん断試験装置のセットアップを行い，試験条件に関する要求性能が確

保されていることを確認した後，メタンハイドレート貯留層の模擬試料を用い，定体積条件および定圧条件

の繰返し一面せん断試験を実施し，生成させた不連続面（せん断帯）の透水係数，せん断弾性係数を評価

した。さらに，不連続せん断帯モデルを適用することにより，せん断帯の透水係数，せん断波速度を評価す

る手法を検討し，透水係数およびせん断波速度の応力依存性，間隙比依存性を定式化することにより，せ

ん断帯の厚さによるその変化を推定した。

資　格 教　　授 氏　名 西　尾　伸　也

キーワード メタンハイドレート　　　一面せん断試験　　　せん断帯　　　せん断波速度

1）佐藤克己，長谷川孝，高橋岩仁，保坂成司，仙波不二夫，森田弘昭，管路内下水温の連続測定による不明水調査手法の
実用化研究，環境技術，VOL.46，NO.5，pp.262-271（2017.5），第20回環境技術学会論文賞受賞

2）靏巻峰夫，川﨑聡太，中垣和登，山本祐吾，吉田登，吉田綾子，森田弘昭，過疎地域での生活排水，可燃ごみ連携処理の
効率評価，土木学会論文集G（環境），73(6)，pp.187-198，2017年6月

3）佐藤克己，高橋岩仁，木科大介，森田弘昭，大木宜章，CO2で中性化したコンクリート表面の腐食特性の解明，下水道協会
誌，Vol.55，No.663， P86～94，2018/1

少子高齢化社会を迎えて既存インフラの効率的なマネジメントが求められている。都市活動を支える下水

道は現在78.3％の整備率に達しており予防保全的なメンテナンスと他の行政サービスとの連携による下水

道資源の総合利用が検討されている。

このような背景の中で老朽化した下水道管渠の効果的な調査方法として雨天時の下水温度を連続的に

測定し破損個所を推定する手法の研究を行った。

また，人口減少により余裕の生じた下水道の能力を活用して生ごみの下水処理を検討しており生ごみと

下水を別々に処理するよりも一体的に処理した方が温室効果ガス削減や行政経費削減の観点から有利で

あることを解明した。

経済発展の著しい東南アジアでは我が国が50年前に経験した深刻な公害問題に直面しつつある。これ

らの国々に対して我が国の公害克服に関する経験や知識・技術は大きな貢献を果たすものと期待されてい

る。経済発展に伴う都市部への著しい人口集中による水質汚染を改善するためには都市部で発生する大

量の汚水を速やかに排除することが重要であり，そのために途上国に適した効率的な管渠整備技術の研究

と途上国への技術移転を図る取り組みを続けてきている。昨年度はこれまでの研究成果を取りまとめて「ベ

トナム版推進工法基準」を策定しベトナム建設省に提供したところである。

資　格 教　　授 氏　名 森　田　弘　昭

キーワード 循環型社会　　　下水道資源　　　ストックマネジメント　　　インフラ輸出
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1）岩野聡史，渡部正，内田慎哉：部材厚さの大きいコンクリートに適用可能な衝撃弾性波法による基本周波数の測定方法の
検討，土木学会論文集E2，Vol.73，No.2，pp.207-219、2017年5月

2）岩野聡史，内田慎哉，春畑仁一，渡部正：弾性波法で得られた接触時間・伝搬時間による火害を受けたコンクリートの劣化
評価手法に関する基礎的研究，コンクリート工学年次論文集，Vol.39，No.1，pp.1915-1920，2017年7月

3）中村聖馬，岩野聡史，坂本良憲，渡部正：コンクリート表面打撃時の接触時間による養生方法の評価手法に関する研究，日
本非破壊検査協会，平成29年度秋季大会講演概要集

１．コンクリート構造物のひび割れ抑制工法および予測技術の開発

コンクリート構造物に発生する温度応力によるひび割れの発生・進展を抑制するために，PVAやPP等

の短繊維を混入した短繊維補強コンクリートを，拘束度が大きい部分にのみ用いる工法を開発し，解析

的、実験的な検証を試みた。その結果，ＲＣ壁部材に短繊維を混入した模型実験に対して提案したひび

割れ幅の解析手法の妥当性を検証することができた。また，旧コンクリートによる新コンクリートの外部拘

束を低減するための縁切り工法について解析的な検討を行いその有効性を検証した。

２．衝撃弾性波法と小径コア法の組み合わせによる新設・既設構造物の強度推定する手法

新設および既設構造物を対象とし，衝撃弾性波法と小径コア法の組み合わせにより精度良く圧縮強度

を推定できる方法を提案した。また，コンクリートの表層品質は初期材齢の湿潤養生の良し悪しの影響を

顕著に受ける。その湿潤養生の良否を評価する手法として接触時間試験法の適用性について実験的検

討を行いその有効性を示すことができた。今後さらなる精度の検証と実構造物への適用について検討す

る予定である。

資　格 教　　授 氏　名 渡　部　　　正

キーワード コンクリート　　　施工　　　維持管理　　　非破壊検査

1）青山定敬，内田裕貴，一言正之，松本定一，伊東明彦，ＳＡＲデータと氾濫解析による水害浸水域の抽出，土木学会論文
集F3（土木情報学）特集号，74巻，2号，（2018.3）

2）内田裕貴，朝香智仁，青山定敬，野中崇志，岩下圭之，杉村俊郎，ひまわり８号データにみる春季日照時間の変化による
地表面温度日変化の変動，環境情報科学学術研究論文集31，pp.125-130，（2017.11）．

3）青山定敬，内田裕貴，工藤勝輝，杉村俊郎，FORMOSAT-2及びLandsat-8による九十九里海岸林の観察，日本リモートセ
ンシング学会第60回（平成28年度春季）学術講演会，（2016.5）

１．人工衛星を活用した水害浸水域の把握に関する研究

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）において，2011年度から2016年度まで水害WG委

員長として，2017年度からは国土交通省も加わった水害への活用検討WG委員として，Lバンド合成開口

レーダを使用した津波，風水害等による浸水被害の把握に関する研究活動を行った。合成開口レーダは，

夜間・曇天時においても観測が可能であり，当研究は，実際の災害時に活用できることを目的として実施

している。研究成果は，日本リモートセンシング学会ならびに土木学会等において発表するとともに、論

文としてとりまとめた。

２．人工衛星を活用した海岸林の生育状態の把握に関する研究

人工衛星搭載の光学センサデータから得られる画像を使って，クロマツ海岸林の生育状態を把握する

研究を行った。使用衛星データとしては，無償で入手できる光学センサ観測データと有償の高分解能衛

星データの２種類である。研究成果は，日本海岸林学会ならびに日本リモートセンシング学会において

発表した。

資　格 准 教 授 氏　名 青　山　定　敬

キーワード リモートセンシング　　　水害　　　環境　　　海岸林

- 36 -



1）Atsushi Kawakami, Hiroyuki Nitta, Takashi Kanou, Yosuke Kanou, Kengo Akatsu and Shouichi Akiba：Influence of 
rejuvenator composition on the properties of repeatedly recycled asphalt and asphalt mixtures，ISAP APE（Asphalt 
Pavement & Environment） Symposium 2017，Vol.4，2017.11

2）加納陽輔，秋葉正一，赤津憲吾：アスファルト舗装発生材の分別再材料化技術に関する基礎的検討，土木学会論文集Ｅ１
（舗装工学），Vol.72，No.3，pp.61-68，2016.12

3）加納陽輔，秋葉正一，赤津憲吾：アスファルト舗装発生材を素材状態に復元する分別再材料化技術の提案，舗装，建設図
書，第52巻，第6号，pp.14-19，2017.6

従来から「アスファルト舗装のメンテナンスおよびリサイクル」を主題とした研究に取り組んでおり，近年は

特にアスファルト舗装の劣化予測法やアスファルト舗装発生材の再材料化技術の開発に力を注いでいる。

このうち，アスファルト舗装の劣化予測法の開発においては，劣化の因子やメカニズムの究明を目的とし

た室内実験および試験施工による基礎的研究を公的研究機関と共同で進めている。

他方，アスファルト舗装発生材の再材料化技術に関しては，既に研究成果を通じて多くの特許や助成を

獲得しており，今年度からは複数の企業や本学他学部・他学科と実用化に向けた共同研究を展開する。こ

の技術は，アスファルト舗装発生材を熱水および高温高圧水を用いて素材状態に復元し，舗装材料の持続

的利用と道路舗装の長寿命化の両立を実現するものである。現在も幾つかの企業から開発技術に関する

問い合わせ等を受けており，今後も研究体制を整備・拡充しながら早期実用化に向けた研究成果を蓄積し

ていく。

このほかも現在，再生アスファルト混合物や再生中温化アスファルト混合物の高品質化に関する研究開

発に取り組んでいる。

資　格 准 教 授 氏　名 加　納　陽　輔

キーワード 道路工学　　　アスファルト　　　舗装材料　　　リサイクル

1）佐藤克己，長谷川孝，高橋岩仁，保坂成司，仙波不二夫，森田弘昭，管路内下水温の連続測定による不明水調査手法の
実用化研究，環境技術，VOL.46，NO.5，pp.262-271（2017.5）

2）高橋岩仁，佐藤克己，森田弘昭，マンホール浮上防止対策技術に関する研究，第54回下水道研究発表会，pp.104-106
（2017.8）

3）佐藤克己，高橋岩仁，木科大介，森田弘昭，大木宜章，CO2で中性化したコンクリート表面の腐食特性の解明，下水道協会
誌，Vol.55，No.663，pp.86-94（2018.1）

持続可能な開発目標（SDGs）に掲げられている17の目標（ゴール）のうち，特に，ゴール6（水），ゴール9

（インフラ），ゴール11（安全な都市），ゴール12（持続可能な生産・消費），ゴール13（気候変動）の目標に

貢献すべく，種々の研究に取り組んでいる。以下に主な研究を示す。

１）管路内下水温の連続測定による不明水調査手法の実用化研究（SDGs：6，9，11，13）

本研究は，下水道の雨天時流入水をはじめとする不明水調査手法の実用化研究である。不明水の増

大は，下水道経営の圧迫や簡易処理による水環境の悪化を招くなどの懸念があるが，簡易で，一度に広

範囲に，かつ安価に調査できる手法を研究している。

２）マンホールの浮上防止対策の評価に関する研究（SDGs：6，9，11）

本研究は，地震時の液状化に伴うマンホール浮上の既存防止対策を評価するとともに，低コスト，施工

性に優れた新工法の開発を進めている。なお，本研究は，公益信託下水道振興基金「東日本大震災復

興」研究助成金の支援を得て実施している。

３）CO2で中性化したコンクリート表面の腐食特性の解明（SDGs：9，11，12）

本研究は，あらかじめコンクリート表面を中性化させることで表面が緻密になり，その後の腐食による質

量減少が小さいことをレーザー測定やマイクロスコープで可視化することで確認した研究である。

資　格 准 教 授 氏　名 佐　藤　克　己

キーワード 液状化対策　　　不明水対策　　　路面下空洞　　　コンクリート腐食

- 37 -



1）佐藤克己，長谷川孝，高橋岩仁，保坂成司，仙波不二夫，森田弘昭，管路内下水温の連続測定による不明水調査手法の
実用化研究，環境技術，VOL.46，NO.5，pp.262-271（2017.5）

2）高橋岩仁，佐藤克己，森田弘昭，マンホール浮上防止対策技術に関する研究，第54回下水道研究発表会，pp.104-106
（2017.8）

3）佐藤克己，高橋岩仁，木科大介，森田弘昭，大木宜章，CO2で中性化したコンクリート表面の腐食特性の解明，下水道協会
誌，Vol.55，No.663，pp.86-94（2018.1）

持続可能な開発目標（SDGs）に掲げられている17の目標（ゴール）のうち，特に，ゴール6（水），ゴール7

（エネルギー），ゴール9（インフラ），ゴール11（安全な都市），ゴール12（持続可能な生産・消費），ゴール

13（気候変動），ゴール15（生態系・森林）の目標に貢献すべく，種々の研究に取り組んでいる。以下に主な

研究を示す。

１）マンホールの浮上防止対策の評価に関する研究（SDGs：6，9，11）

本研究は，地震時の液状化に伴うマンホール浮上の既存防止対策を評価するとともに，低コスト，施工

性に優れた新工法の開発を進めている。なお，本研究は，公益信託下水道振興基金「東日本大震災復

興」研究助成金の支援を得て実施している。

２）土壌細菌を用いた高濃度排水処理に関する研究（SDGs：6，9，11）

本研究は，活性汚泥法で処理する場合に前処理が必要とされるような高濃度排水処理に対応可能な

土壌細菌を選定・包括固定化し，これを用いた排水処理方法について研究している。

３）廃棄物を利用した屋上緑化基盤材に関する研究（SDGs：12，13，15）

本研究は，廃棄物の有効利用を観点におき，複数の廃棄物を利用した屋上緑化基盤材を作成し，そ

の有用性とヒートアイランド現象の対策について研究を行っている。

４）生ごみからのメタン発酵および液肥利用技術の研究（SDGs：7，12，13）

資　格 准 教 授 氏　名 高　橋　岩　仁

キーワード 土木環境システム　　　下水道　　　排水処理　　　廃棄物

1）水口和彦，阿部忠，吉岡泰邦，塩田啓介：展張格子鋼板筋を用いた下面増厚補強RC床版における接着剤の効果，コンクリ
ート工学年次論文集，Vol.38，No.2，PP.1603～1608，2017

2）水口和彦，阿部忠，勝呂翔平：輪荷重走行による疲労と凍害の複合劣化を受けたRC部材の耐疲労性評価，セメント・コンク
リート論文集，Vol.70，No.1，PP.421～427，2017

3）水口和彦，阿部忠，塩田啓介，新田裕之：格子鋼板筋を用いた床版部材の押し抜きせん断耐荷力および耐疲労性評価，コ
ンクリート工学年次論文集，Vol.39，No.2，PP.1369～1374，2017

近年の社会基盤施設に対する要求はますます多様化しており，その建設・維持には省資源や省エネル

ギーなどの環境問題への対応も求められている。このような社会的要求を充足させる１つの対策として，主

要な建設用材料であるコンクリート，鋼材に代り得る新材料の開発・実用化が，建造物の合理化・環境改善

に大いに寄与するものと期待されている。

一方，近年の公共事業費の縮減を受けて土木構造物においては，従来のスクラップ・アンド・ビルドの考

えから既存構造物に対し早期に劣化診断を実施し，既存構造物の劣化状態を把握し，状況に応じた適切

な補修・補強を施すことによって長期にわたって供用させることが急務となっている。これに伴い，構造部材

に対する劣化診断手法の開発，補修・補強法の確立，補強材に関する新材料の開発などが各研究機関で

精力的に実施されている。

本研究では，土木構造物の１つである橋梁部材を主として，施工の合理化・省力化，さらには専門技能

者減少の一助とするために，鉄筋に替わる新たな材料の実用性評価や各種新材料を用いての補強工法の

開発および実験による検証などを研究テーマとして研究活動を行っている。

資　格 准 教 授 氏　名 水　口　和　彦

キーワード コンクリート構造　　　維持管理　　　補修・補強　　　橋梁RC床版
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1）朝香智仁，中村和樹，野中崇志, “海岸汀線に設置可能なX-band SAR用コーナーリフレクタの性能評価”，応用測量論文
集, Vol.27, pp.111-118,（2016.7）

2）T. Asaka, T. Nonaka, K. Iwashita and T. Sugimura, “Evaluation of ALOS-2/PALSAR-2 Data for Sandy Beach 
Shoreline Detection”, ISRS 2017, pp.616-619, (2017.5)

3）T. Asaka, T. Nonaka, H. Hashiba, K. Iwashita and T. Sugimura, “ALOS/PALSAR Analysis of Surface Deformation in 
Chiba Prefecture, Japan”, The 31st ISTS, 2017-n-24, (2017.6)

科学研究費補助金・若手研究（B）の継続研究として，海岸汀線部に設置できるX-band合成開口レー

ダー用のコーナーリフレクタを開発し，COSMO-SkyMedの観測と同期した現地調査を根拠に，その有用性

について評価した。また，海岸侵食の一因である地盤沈下量を把握するため，陸域観測技術衛星（ALOS）

に搭載されていた合成開口レーダ（PALSAR）のデータを使い，千葉県太平洋側の地盤沈下速度を推定し，

その妥当性を検証した。

2016年4月より，宇宙航空研究開発機構（JAXA）の陸域観測技術衛星２号（ALOS-2）第6回研究公募に

採択された「日本の海岸侵食と地盤変動との関係性」に，研究代表者（PI No.3099）として従事している。こ

れ ま で ， 砂 浜 海 岸 （ 千 葉 県 九 十 九 里 海 岸 ） を 研 究 対 象 地 に ， 様 々 な 観 測 モ ー ド で 撮 影 さ れ た

ALOS-2/PALSAR-2データを分析し，フルポラリメトリモードで観測されたデータが海岸線の抽出に適して

いることを明らかにした。

地域貢献に関する研究として，2014年6月より習志野市内11校の小学校に協力を要請し，小学校内の百

葉箱に気温データロガーを設置して習志野市内の気温分布を継続的に調査している。近年は，習志野市

内における夏季夜間における気温分布を定点データから変換した空間情報によって把握し，土地被覆と気

温との関係性から気温分布図をより実際の現象に近い状態を再現する研究を学生と実施した。

資　格 専任講師 氏　名 朝　香　智　仁

キーワード リモートセンシング　　　地理情報システム　　　地形　　　国土計画

1）大久保龍太郎，山口晋，伊藤義也，オートクレーブ養生によるセメント硬化体の高強度発現メカニズムに関する基礎的研究，
日本大学生産工学部，第50回学術講演会講演概要，pp.497-498(2017.2)．

2）

3）

地中杭等を対象とする高強度コンクリート二次製品の製造に用いられているオートクレーブ養生は，

180℃-1MPaの高温・高圧環境下に供するため，熱源となる化石燃料の消費が膨大であり，環境への負荷

が大きいことが課題とされてきた。そこで研究者らは，高活性なシリカフュームを用いて，十分な前置き養生

時間を確保することでオートクレーブ養生温度の低温化を実現した新たな環境負荷低減型のオートクレー

ブ養生方法の可能性を示した。また，これらを可能とする要因が，オートクレーブ養生によるコンクリートの

高強度化に必須とされる11Å Tobermoriteの生成によるものではなく，C-S-Hの生成が主たる要因である知

見が得られている。しかし，これまでの検討において，11Å Tobermoriteの生成がセメント硬化体の高強度

発現に及ぼす影響が明らかにされておらず，低温型の新たなオートクレーブ養生技術の確立には，これら

を明らかにする必要があると考えた。以上のことから，これまでの検討において一般的なオートクレーブ養生

条件の3時間程度では11Å Tobermoriteの生成が認められていないことから，500時間までの長時間のオー

トクレーブ養生を実施し，11Å Tobermoriteの生成とセメント硬化体の強度発現性に着目した実験を遂行し

ている。これを明らかにすることで，現行の過度なオートクレーブ養生理論から脱却し，養生温度の低温化

を実現した新たな環境負荷低減型のオートクレーブ養生方法の提案を可能とするものとなる。

資　格 専任講師 氏　名 山　口　　　晋

キーワード コンクリート工学　　　土木材料学　　　コンクリート二次製品　　　セメント科学
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1）中村倫明・鷲見浩一・小田晃・武村武・落合実：東京湾における海底への堆積を考慮した過去50年間のダイオキシン濃度解
析，土木学会論文集B3, Vol.73，No.2 p.Ⅰ_905-Ⅰ_910，2017．

2）中村倫明・鈴木真帆・三浦正一・鷲見浩一・小田晃・武村武・平田悠真・和田明：東京湾における海底土での放射性物質の
移行過程を考慮した濃度解析モデルの構築，土木学会論文集B3，Vol.73，No.2 p.Ⅰ_911-Ⅰ_916，2017．

3）中村倫明・鷲見浩一・小田晃・武村武・落合実：河川から福島沖に負荷された放射性物質の拡散解析，土木学会論文集
B3，Vol.72，No.2 p.Ⅰ_694-Ⅰ_699，2016．

2011年3月に発生した東日本大震災に伴い，東京電力㈱福島第一原子力発電所（以下，福島第一原

発）から放出される放射性物質が環境へ与える影響について，今なお懸念が続いている。大気へ排出され

た放射性物質は200km以上離れた東京湾においてもフォールアウトや河川流入により，現在でも海底土表

層で50Bq/kg程度が検出されている。東京湾は閉鎖性が強く，また首都圏前面に位置し関東平野等からの

河川流入量が多いことから放射性物質の影響が懸念される。東京湾では海水及び海底土のサンプリング調

査が継続的に行われているが，依然としてデータ数が少ないことや面的な評価および中・長期的な将来予

測はモニタリングの情報だけでは難しい状況にある。本研究では，湾に流入した物質が懸濁粒子に吸着し

沈降する過程，海底に蓄積した放射性物質が溶解（物理的溶解，生物攪乱）･沈着を繰り返しながら，長期

的には海底土に堆積するという特徴を考慮することにより，東京湾全域に対する中・長期的なアセスメントを

実施するためのモデルを構築することを目的としている。東京湾ではモニタリングデータが少ないことから，

ダイオキシン類をトレーサーとして数理モデルを構築した1)。

この結果，計算値はモニタリング結果を十分に満足しており数理モデルの精度を担保した。これを踏まえ

て中長期に予測した放射性物質による人体への影響は小さいことが明らかとなった2)。

また，河川流入に対する長期的な環境影響評価は充分に実施されていないため，数十年後の評価を実

施し，福島第一原発の廃炉までの安全性について評価を行っている3)。

資　格 助　　教 氏　名 中　村　倫　明

キーワード 放射性物質　　　物質拡散　　　数値シミュレーション　　　環境影響評価

1）内田裕貴，朝香智仁，青山定敬，野中崇志，岩下圭之，杉村俊郎，ひまわり8号データにみる春季日照時間の変化による地
表面温度日変化の変動，環境情報科学センター，No31，p125-130，2017年11月

2）武村武，落合麻希子，内田裕貴，衛星データによるアオサの繁茂状況の把握に関する基礎的研究，土木学会論文集B3(海
洋開発)，Vol.73，No.2，I_833-I_838，2017．

3）

近年，環境問題は深刻化しており，その解決に向けた取り組みが重要となっている。中でも都市部におけ

る人口増加によるエネルギー消費量の増大は，ヒートアイランド現象の解明や対策については既に多くの

研究例を見ることができる。2015年7月7日に正式運用が開始された「ひまわり８号」は，日本の静止気象衛

星で従来のひまわりシリーズと比較すると観測波長帯数，空間分解能，観測間隔の機能が向上している。

その点に着目し，まずはヒートアイランド現象における知見を見出すために，「ひまわり８号」が観測したデー

タから都市部における地表面温度の日変化を調査した。

全国的に湾内における藻類の発生が増加しており，異臭や生体系など様々な問題が注視されている。本

来，藻場や干潟は，水質浄化や生物多様性の維持などの機能を有しており，その存在が重要視されている。

千葉県谷津干潟に生息している「アオサ」もその一種でアオサ類による栄養塩類の吸収は他の大型藻類と

比較して水質浄化に大きく寄与するとされ，様々な機能を有する藻類の繁茂状況を把握することは，水圏の

環境評価をするうえで非常に重要である。そこで，現地調査と衛星データを用いて，アオサの繁茂状況把

握を目的とした研究を行っている。

資　格 助　　手 氏　名 内　田　裕　貴

キーワード ひまわり８号　　　地表面温度　　　ヒートアイランド
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