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地盤の工学の対象 

地下、地圏の工学、特に建設 
土木・建築・農業（灌漑、ダムなど）・応用地質学 
構造物の基礎、地下鉄やタンクなど地下施設、ダム、トンネル、 
堤防、港湾、埋立、宅地造成、地震防災、斜面災害軽減、、、 

• 30年先、50年先の展望は？ 
• 社会インフラが多い。社会的ニーズが無ければ構想倒れ。 
• 社会を自ら変えるほどのパワーは無かったのが実態。 
• しかし本日は、従来できなかった姿勢も見せたい。 

世の中に行き渡っている迷信 
「動かざること山の如し」 

多くの災厄がここから起こる。 
地盤は自然が造った：均質でも無く品質保証もない。 
経験に依存する面が少なくない：微分方程式だけでは× 



2014年広島の豪雨災害 
宅地で土石流 

新しい研究開発の必要性を如実に見せつけられる
のが、自然災害 



広島：もともと土石流の堆積で形成された扇状地が、宅地と
化している：都市の拡大 災害軽減：研究開発と申すより、

行動と言った方がよいと思う。 
 危険度の表示：ハザードマップ 
 個人財産の侵害 
 安全な地区への移転は許容されない 

 警報発令と避難の体制 
全国危険斜面の監視体制： 
 安価な機器の多数配置 



地震工学のレベルは高い。しかし個人資産への恩恵は少
ない。高所をカットして谷を埋め、宅地造成。 

2011年仙台 
谷埋め部 

切り取り部は無被害 

土地販売時には、埋め土部と切り取部の区別がつかない。 
宅地購入時の選択基準：日あたり、眺望、校区、交通の便。 
適切なアドバイスをする職業として、地盤品質判定士を設立した。 



新しい研究開発の必要性を如実に見せつけ
られるのが、自然災害 

しかし自然災害大国の我が国は、新しい防災技術の信頼性を
実証できる場でもある；地震、台風、火山、山崩れ、土石流。 
例：格子状地盤改良 

文明や社会のあり方、ライフスタイルの変化に、新たな災害の
芽が内蔵されている。 
災害を被らなければ、対応が始まらない。 

竹中工務店提供 



Liquefaction 
Air photo of Urayasu City; South East of Tokyo  
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浦安市の航空写真は著作権の問題のため割愛 



Damage during 2011 earthquake of M=9 
   (subsoil liquefaction) 

A 

Ejection of 

pressurized ground 

water and silty sand 



Disconnection at pipe joints 
Clogging of pipes by liquefied sand 

Flow-in of liquefied sand from disconnected pipe 

(Urayasu City) 



個人資産のための防災技術は不十分 

Urayasu 

Municipal 

Government 



Grid wall is constructed by cement 
mixing around existing houses 

Cyclic shear deformation of 

ground during earthquake ground during earthquake is 

reduced by rigid walls  

less excess pore water 

pressure; no liquefaction. 

We cannot construct walls under 

houses : limitation to wall spacing. 



Construction cost is shared by public sector 
(= Central government) and people 

公共のお金と個人のお金で工事費を折半する。 



Small machine developed 



Small machine developed 



Change of injection pressure with rotation 
 Oval shape of soil improvement  
 connected to form a wall 



コスト 

一軒当たり600万円 
既存住宅の下の地盤をいじらなければならないので高
額になる。 

国の補助300万円 
市の補助100万円 
自費150ないし200万円 
高い？ 
土1立方センチあたり1銭 
ハイテクの外見は作れない。 
市民の防災はそんなもの。実質重視。 
もっと安価で信頼できる方法は無いのか？ 

ハイテク好きの方のお宅のためなら、1立方センチあたり1円の
技術も造ります。百倍の6億円払ってください！ 



麦積山 



不安定斜面、豪雨時の危険 

次にどこが崩れるの
かわからない。 
どこを観測すればよ
いのかわからない。 
土や地質の調査は、
コスト的に成り立た
ない。 
廉価な観測機器を 
多数配置。信号を解
釈、危険情報発信。 
避難へ。 



Fig. 3  Proposed sensors:  a) surface tilt sensor;  b) miniature ground inclinometer; 

a) b) 
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Validation of technology  
by field monitoring 

Current proposal:  Caution if rate of angle > 0.005degree / hour & 

                              Alert / Evacuation if > 0.1 deg/hour. 

Artificial 

rainfall test in 

Sichuan 

Province, China 
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Monitored tilting angle in Three Gorges Dam Landslide Area 

Current proposal:  Caution if rate of angle > 0.005degree / hour & 

                              Alert / Evacuation if > 0.1 deg/hour. 



Monitored tilting angle in Three Gorges Dam Landslide Area 

Current proposal:  Caution if rate of angle > 0.005degree / hour & 

                              Alert / Evacuation if > 0.1 deg/hour. 





国民的課題；福島原発問題の終息 
文部科学省／廃止措置研究・人材育成プログラムは5
年計画だが、廃炉は今後40年程度かかるであろう。 
もとより地盤工学に原子力問題で主役を務める力量は無い。し
かし芝居と同じで、重要なわき役を務めることはできよう。 
汚染物質の封じ込め、凍土壁からはじまり、溶融燃料の取り出
し（地盤ボーリングに酷似）、最終地中処分まで、かなりの範
囲が地盤の工学である。 

地盤調査データがあると言っても、ボーリング掘削地点から１ｍ
離れれば推定に過ぎない。手探り、試行錯誤を伴うのが地盤工学。 

Reactor  

Build. 



水分を多く含む重泥水：鉱物の比重>3 
 中性子線とガンマ線の両方を遮蔽 
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 g ray source 

heavy slurry Gs >3 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

図1 比重と低減率(重泥水)

ガンマ線
中性子線

低
減

率

比重

ホウ素含有

ホウ素非含有 空のアクリル容器の透過線量を1

Radioactive 

intensity 

g/m3 

g Ray 
  Neutron 

Effects of density on shielding 



断層／活断層問題 

断層が露出する丘陵地にも、
人間社会が広がっている。 



断層／活断層問題 

断層が露出する丘陵地にも、
人間社会が広がっている。 



既存の断層対策 

Clyde Dam 漏水防止クサビを

設置したスリットで、ずれを 
                      吸収 

新神戸駅：断層をまたいで設置された駅
舎は、3つに分割され、構造的には独立
に運動できる。変形しても崩壊しない。 

1. 回避：土地利用規制 
2. 柔軟な構造物：大阪地下鉄トンネル、山陽新幹線 新神戸駅 

3. ずれ変位しても破堤しないダム：Clyde Dam in New Zealand 

4.   既設構造物には対策が無い? 



大断層沿いでは、地震後、斜面不安定、土石流
が長く続く（らしい） 
断層周辺の岩盤に亀裂密集 Process zone 
事例：安倍川源流地、四川省龍門山断層、パキ
スタン：ムザファラバード断層 



景気の良い話も！ 
羽田沖の都市廃棄物処分
場で、国際ビジネスセン
ター特区構想 
SingaporeかBahamaか 
 



LUSI mud volcano near Surabaya, Indonesia 

Sudden eruption upon my visit 

Mud reservoir: mud is mixed with 

water and released into the sea. 

Many thanks for your 

kind attention 


