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等を作成する学生に対して、旅費、宿泊費等の諸経費を支援する事業を実施して
います。今回、平成30年度事業の支援学生から研究成果の報告がありましたので
紹介します。
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1

泥炭地の沈下に伴う管路の変状に関する研究
［キーワード］不等沈下、パイプライン、漏水事故

北海道大学　大学院農学院　環境資源学専攻　関本　幸一
　

1．はじめに
　北海道の泥炭地では、農地利用に伴う地盤沈下が問題となっている。地盤沈下の発生により、排水不良や不陸、
水路の不等沈下などの問題が生じる。近年、石狩川下流域に位置する篠津泥炭地では、農業水利施設において不
等沈下が顕在化しており、特に管路での漏水などといった事故が数多く発生している。安定した農業生産の観点
から、事故を未然に予防するために、危険性の高い場所の傾向把握や不等沈下への対応が求められている。しか
し泥炭中での管路の動態や漏水の要因に関する現地調査に基づいた研究はほとんど行われていない。
　そこで本研究では、過去に漏水が確認された管路において、管路の敷設状態とその地点の泥炭の性状について
分析し、不等沈下によって生じた漏水の要因を把握することを目的とする。

2．研究方法
⑴　調査地
　調査地域は石狩川下流域に位置する篠津泥炭地である。1950年代に篠津地域泥炭地開発事業等によって開発が
進んだ後、国営事業（1985年～2006年）とその関連事業により用水路が改修され、管路による農業用水供給が行
われている。今回の報告では、2014年に漏水事故が発生し補修工事がなされた地点を含む、A地区の幹線用水路
とその支線用水路（φ=1,000 mm）を対象とした（図 1）。
⑵　管路の縦断形状調査
　ステンレス棒（L=1,000 mm,φ=8 mm）を継ぎ足しながら地面に突き刺し、管路天端の標高を水準測量により
計測した。管路天端を正確に把握するため、 1地点につき管路横断方向に 3本ずつ10 cm間隔でステンレス棒を
挿入した。また、管路直上の地表面標高の水準測量も行った。得られた結果を管路埋設当時の施工図面と比較し、
管路の縦断形状と沈下状況の把握を試みた。
⑶　泥炭の性状分析
　管路の不等沈下が観測された地点と不等沈下の観測されなかった対照地点それぞれにおいて、ピートサンプ
ラーを用いて泥炭を採取した。採取地点は敷設工事による土壌撹乱の影響を取り除くため、管路中心から3 m離
れた地点で行った。採取した泥炭は深さ方向に10 cmごとに乾燥密度、強熱減量を測定した。乾燥密度は、恒温
乾燥炉にて80 ℃で乾燥質量が一定になるまで乾燥させた。強熱減量は、電気マッフル炉にて550 ℃で 4時間加熱
した。

3．結果と考察
⑴　管路の縦断形状
　漏水発生箇所である0 m～20 m付近において局所的な沈下が発生していた（図 2）。また、－50 m～0 m付近に
おいても管路の沈下が確認された。その他の範囲では管路の計画天端標高と実測天端標高にほとんど差はなく、
管路の沈下は発生していなかった。

図 1　調査地概観

　漏水発生箇所で局所的な沈下が発生した要因として、
新設された耕作道の盛土による荷重増が考えられる。国
土地理院撮影の空中写真より、この調査地点では管路敷
設後の2007年から2012年の間に、図 2の－10 m地点付
近に耕作道が整備されていた。泥炭は上載荷重の増加に
より圧縮が進行するため、耕作道の盛土により荷重が増
加し局所的な沈下が促進され、管路が変状し漏水が発生
したと考えられる。
　そこで同じように、管路敷設後に管路直上に耕作道盛
土が行われた地点で同様の傾向がみられるか否かを確
認するため、追加調査を行った。耕作道路盛土の有無は、
国土地理院の空中写真から判読した。追加調査地点は先
の対象地と同じA地区の幹線用水路（φ=1,000 mm）上
に位置しており、管路敷設後の2007年から2012年の間に
耕作道が整備されていた。追加調査地も同様に、耕作道
盛土の行われた地点で局所的な沈下が生じていた（図 3　
－20 m～0 m付近）。また、埋設当時に比べ管路全体が
沈下していた（図 3）。
　以上から、ここでは耕作道の盛土といった荷重増加に
より不等沈下は発生したが、現段階では管路の可とう性
により漏水には至っていないと考えられる。ただし、分
水口などの特異な構造物が隣接する場合にはその限り
ではない。
⑵　泥炭の性状
　不等沈下の確認された図 2の－30 m地点とその対照
区である－80 m地点について、それぞれの乾燥密度
（g/cm3）と強熱減量（%）を図 4に示す。管路が埋設
されている標高5.5 m以深において、乾燥密度、強熱減
量ともに標高4.0mから5.0mの範囲で異なる傾向を示し
ていた。しかし、管路中心から3m離れた地点で採取し
た泥炭の性状分析では、管路の不等沈下と泥炭の性状の
間に明確な関係性は見出せなかった。

4．まとめ
　今回対象とした管路では、泥炭地の沈下とともに埋設
された管路も不等沈下しており、これは盛土などの上載
荷重の増加によって生じていることがわかった。一方
で、管路の沈下と泥炭の質との間に明確な関係性はみら
れなかった。現段階では管路の縦断方向での沈下には対
応できているが、分水口などの構造物が接続する場合に
はその限りではなく、これらの地点では今後さらなる注
意が必要であると考えられる。
　今後の課題として、調査事例を増やすとともに、開発履歴や周辺の土地利用履歴を考慮するなど、異なる視点
からの研究が必要である。
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図 2　管路の縦断調査結果

図 3　追加調査地の管路の縦断形状調査結果

図 4　沈下地点と対照地点の乾燥密度と強熱減量
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　北海道の泥炭地では、農地利用に伴う地盤沈下が問題となっている。地盤沈下の発生により、排水不良や不陸、
水路の不等沈下などの問題が生じる。近年、石狩川下流域に位置する篠津泥炭地では、農業水利施設において不
等沈下が顕在化しており、特に管路での漏水などといった事故が数多く発生している。安定した農業生産の観点
から、事故を未然に予防するために、危険性の高い場所の傾向把握や不等沈下への対応が求められている。しか
し泥炭中での管路の動態や漏水の要因に関する現地調査に基づいた研究はほとんど行われていない。
　そこで本研究では、過去に漏水が確認された管路において、管路の敷設状態とその地点の泥炭の性状について
分析し、不等沈下によって生じた漏水の要因を把握することを目的とする。

2．研究方法
⑴　調査地
　調査地域は石狩川下流域に位置する篠津泥炭地である。1950年代に篠津地域泥炭地開発事業等によって開発が
進んだ後、国営事業（1985年～2006年）とその関連事業により用水路が改修され、管路による農業用水供給が行
われている。今回の報告では、2014年に漏水事故が発生し補修工事がなされた地点を含む、A地区の幹線用水路
とその支線用水路（φ=1,000 mm）を対象とした（図 1）。
⑵　管路の縦断形状調査
　ステンレス棒（L=1,000 mm,φ=8 mm）を継ぎ足しながら地面に突き刺し、管路天端の標高を水準測量により
計測した。管路天端を正確に把握するため、 1地点につき管路横断方向に 3本ずつ10 cm間隔でステンレス棒を
挿入した。また、管路直上の地表面標高の水準測量も行った。得られた結果を管路埋設当時の施工図面と比較し、
管路の縦断形状と沈下状況の把握を試みた。
⑶　泥炭の性状分析
　管路の不等沈下が観測された地点と不等沈下の観測されなかった対照地点それぞれにおいて、ピートサンプ
ラーを用いて泥炭を採取した。採取地点は敷設工事による土壌撹乱の影響を取り除くため、管路中心から3 m離
れた地点で行った。採取した泥炭は深さ方向に10 cmごとに乾燥密度、強熱減量を測定した。乾燥密度は、恒温
乾燥炉にて80 ℃で乾燥質量が一定になるまで乾燥させた。強熱減量は、電気マッフル炉にて550 ℃で 4時間加熱
した。

3．結果と考察
⑴　管路の縦断形状
　漏水発生箇所である0 m～20 m付近において局所的な沈下が発生していた（図 2）。また、－50 m～0 m付近に
おいても管路の沈下が確認された。その他の範囲では管路の計画天端標高と実測天端標高にほとんど差はなく、
管路の沈下は発生していなかった。

図 1　調査地概観

　漏水発生箇所で局所的な沈下が発生した要因として、
新設された耕作道の盛土による荷重増が考えられる。国
土地理院撮影の空中写真より、この調査地点では管路敷
設後の2007年から2012年の間に、図 2の－10 m地点付
近に耕作道が整備されていた。泥炭は上載荷重の増加に
より圧縮が進行するため、耕作道の盛土により荷重が増
加し局所的な沈下が促進され、管路が変状し漏水が発生
したと考えられる。
　そこで同じように、管路敷設後に管路直上に耕作道盛
土が行われた地点で同様の傾向がみられるか否かを確
認するため、追加調査を行った。耕作道路盛土の有無は、
国土地理院の空中写真から判読した。追加調査地点は先
の対象地と同じA地区の幹線用水路（φ=1,000 mm）上
に位置しており、管路敷設後の2007年から2012年の間に
耕作道が整備されていた。追加調査地も同様に、耕作道
盛土の行われた地点で局所的な沈下が生じていた（図 3　
－20 m～0 m付近）。また、埋設当時に比べ管路全体が
沈下していた（図 3）。
　以上から、ここでは耕作道の盛土といった荷重増加に
より不等沈下は発生したが、現段階では管路の可とう性
により漏水には至っていないと考えられる。ただし、分
水口などの特異な構造物が隣接する場合にはその限り
ではない。
⑵　泥炭の性状
　不等沈下の確認された図 2の－30 m地点とその対照
区である－80 m地点について、それぞれの乾燥密度
（g/cm3）と強熱減量（%）を図 4に示す。管路が埋設
されている標高5.5 m以深において、乾燥密度、強熱減
量ともに標高4.0mから5.0mの範囲で異なる傾向を示し
ていた。しかし、管路中心から3m離れた地点で採取し
た泥炭の性状分析では、管路の不等沈下と泥炭の性状の
間に明確な関係性は見出せなかった。

4．まとめ
　今回対象とした管路では、泥炭地の沈下とともに埋設
された管路も不等沈下しており、これは盛土などの上載
荷重の増加によって生じていることがわかった。一方
で、管路の沈下と泥炭の質との間に明確な関係性はみら
れなかった。現段階では管路の縦断方向での沈下には対
応できているが、分水口などの構造物が接続する場合に
はその限りではなく、これらの地点では今後さらなる注
意が必要であると考えられる。
　今後の課題として、調査事例を増やすとともに、開発履歴や周辺の土地利用履歴を考慮するなど、異なる視点
からの研究が必要である。
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図 2　管路の縦断調査結果

図 3　追加調査地の管路の縦断形状調査結果

図 4　沈下地点と対照地点の乾燥密度と強熱減量
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泥炭地の地盤沈下に伴う炭素消失の定量
［キーワード］ 二酸化炭素、有機質土壌

北海道大学　大学院国際食資源学院　国際食資源学専攻　横地　穣
　

1．研究背景
　泥炭地は、寒冷・過湿な条件の下、植物の枯死体が未分解のまま堆積した有機質土壌である。その総面積は世
界の陸地面積の 3 %（400万㎢）に過ぎないが、地球上の全土壌有機炭素の30%を保持していると言われている。
泥炭地の農業利用のためには排水が不可欠であるが、地下水位の低下に伴って地盤の圧密や収縮、泥炭中の有機
物の分解を生じ、不可避的に地盤の沈下が発生する。また有機物の分解は、大気への二酸化炭素の排出を促進し、
地球環境への影響が懸念されている。本研究では泥炭地に造成された農地において地盤沈下の状況を分析すると
ともに、地盤沈下に伴って消失した有機炭素量の定量的な推定を試みた。

2．方法
⑴　調査地
　調査は北海道北部に位置する豊富町のサロベツ泥炭地で行なった。サロベツ泥炭地は戦後の緊急開拓で草地酪
農地帯として利用されている。泥炭地に造成された牧草地では、地盤沈下に伴う過湿害や不陸の発生など、農地
機能の低下が問題となっていた。農地機能の回復のため、2008年度から国営総合農地防災事業により、暗渠の再
整備や置土などが実施されている。また一部地域は未開発のまま湿原として残され、それらは利尻礼文サロベツ
国立公園の一部として保全の対象となっている。サロベツ泥炭地の湿原地域に蓄積されている炭素量は
2,164 t C ha-1と見積もられており、単位面積あたりでは世界有数の炭素蓄積機能を有していることが報告されて
いる（高田ら、2009）。
⑵　地盤沈下の動向
　異なる年代に作成された数値標高モデル（DEM）を利用して地盤沈下量を算出した。1956年（開発用図面の
等高線から空間内挿して作成）、2003年、2013年（航空レーザー測量成果）の 3時期のDEMを差し引くことによっ
て、1956-2003年、2003-2013年の地盤沈下量を計算した。地盤沈下量は圃場単位で平均して分析に供した。また、
国土地理院の過去の地形図や航空写真を利用して各圃場の開発年代を特定し、地盤沈下量と農地開発からの経過
時間の関係について考察した。
⑶　炭素消失量の推定
　泥炭地からの炭素消失量の推定にはチャンバーを利用した二酸化炭素フラックスの直接測定や、気温や降水量
を用いたモデルを利用する方法などがあるが、本研究では地盤沈下量から推定する方法（沈下法）を利用した。
この方法は、開発から十分な時間が経過した泥炭地の農地で利用されており、地盤沈下量と下層（1.2 m以深）の
泥炭の乾燥密度、炭素含有量から炭素の消失量を求めるものである（van den Akker et al, 2008；Couwenberg 
and Hooijer, 2013）。炭素の消失量は次の式によって与えられる。
　Closs= S×ρpeat×Cpeat×102

　Closs： 炭素放出量（t yr-1 ha-1）　S：地盤沈下速度（cm yr-1）
　ρpeat： 下層泥炭の乾燥密度（g cm-3）　Cpeat：下層泥炭の炭素含有量（g g-1）
　本研究ではサロベツ泥炭地内の落合地区で採取された泥炭の乾燥密度、炭素含有量のデータを用いて、地域内
の2003-2013年の炭素消失量を推定した。

3．結果と考察
⑴　地盤沈下の動向
　地形図や航空写真の判読の結果、サロベツ泥炭地の農地は1964年ごろまでに開発された牧草地（「古農地」と
称する）と、1975-1984年の間に開発された牧草地（「新農地」と称する）に大別された。新農地では1956-2003
年の47年間に平均で127 cmに及ぶ地盤沈下を生じていた。開発前の湿原状態では地盤沈下は生じていなかった
と仮定し、新農地地区が1980年に開発されたとすると、この間の平均地盤沈下速度は5.5 cm yr-1となる。一方の
2003-2013年の間の平均地盤沈下速度は2.2 cm yr-1で、新農地では農地化直後に大きな地盤沈下の生じていたこ

とが示唆されるとともに、地盤沈下はかつてよりは沈
静化しつつあるといえる。古農地では2003-2013年の
沈下速度は1.5 cm yr-1となり、新農地に比べ小さい。
サロベツ泥炭地内の開発時期の異なる圃場の地盤沈
下速度を用いて、農地開発からの経過時間と地盤沈下
速度を整理したのが図 1である。農地化された泥炭地
では農地造成直後に急速な沈下が発生し、時間の経過
とともに沈下速度は減少していくことが改めて確認
された。
⑵　炭素消失量の推定
　サロベツ泥炭地の新農地地区である落合地区で採
取された泥炭のボーリングコアの下層の乾燥密度と炭
素含有量はそれぞれ0.05-0.12 g cm-3、0.48-0.55 g g-1

であった。これらの値を基に、落合地区と同質の高位
泥炭が堆積している地域について炭素の消失量を推定した。なお、置土が施工された圃場については解析の対象
から外した。247圃場を対象に推定を行ったところ、2003-2013年で年間平均5.4-14.7 t ha-1 yr-1の炭素の消失が
あると推定された。これは他の北方の泥炭地で報告されている値と同等程度であったが、泥炭の乾燥密度のばら
つきが大きく、不確実性の大きな推定となった。また、推定値の中央値である10.0 t ha-1 yr-1を用いると、1 ha
あたり年間、一般家庭 8世帯分の年間二酸化炭素排出量と等しい値となる。また日本の温室効果ガス排出権取引
制度であるJ-クレジットの最新の価格（1,705円/t-CO2）を用いて計算すれば、これは1 haあたり年間62,500円相
当となった。

4．結論
　本研究では泥炭地の地盤沈下の実態を把握するとともに、地盤沈下に伴う炭素の消失量の推定を行った。サロ
ベツ泥炭地では、地盤沈下は沈静化しつつも、農地開発から半世紀以上が経過した現在もなお継続している。ま
た地盤沈下に伴う炭素の消失は、少なからず外部不経済をもたらしていることが明らかになった。泥炭地の農業
利用は不可避的に地盤沈下や温室効果ガスの放出といった好ましくない結果を伴う。こうした特徴を踏まえた土
地利用のあり方が求められる。
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図 1　農地開発からの経過時間と地盤沈下速度

81土地改良　306号　2019.7 ●



2

泥炭地の地盤沈下に伴う炭素消失の定量
［キーワード］ 二酸化炭素、有機質土壌

北海道大学　大学院国際食資源学院　国際食資源学専攻　横地　穣
　

1．研究背景
　泥炭地は、寒冷・過湿な条件の下、植物の枯死体が未分解のまま堆積した有機質土壌である。その総面積は世
界の陸地面積の 3 %（400万㎢）に過ぎないが、地球上の全土壌有機炭素の30%を保持していると言われている。
泥炭地の農業利用のためには排水が不可欠であるが、地下水位の低下に伴って地盤の圧密や収縮、泥炭中の有機
物の分解を生じ、不可避的に地盤の沈下が発生する。また有機物の分解は、大気への二酸化炭素の排出を促進し、
地球環境への影響が懸念されている。本研究では泥炭地に造成された農地において地盤沈下の状況を分析すると
ともに、地盤沈下に伴って消失した有機炭素量の定量的な推定を試みた。

2．方法
⑴　調査地
　調査は北海道北部に位置する豊富町のサロベツ泥炭地で行なった。サロベツ泥炭地は戦後の緊急開拓で草地酪
農地帯として利用されている。泥炭地に造成された牧草地では、地盤沈下に伴う過湿害や不陸の発生など、農地
機能の低下が問題となっていた。農地機能の回復のため、2008年度から国営総合農地防災事業により、暗渠の再
整備や置土などが実施されている。また一部地域は未開発のまま湿原として残され、それらは利尻礼文サロベツ
国立公園の一部として保全の対象となっている。サロベツ泥炭地の湿原地域に蓄積されている炭素量は
2,164 t C ha-1と見積もられており、単位面積あたりでは世界有数の炭素蓄積機能を有していることが報告されて
いる（高田ら、2009）。
⑵　地盤沈下の動向
　異なる年代に作成された数値標高モデル（DEM）を利用して地盤沈下量を算出した。1956年（開発用図面の
等高線から空間内挿して作成）、2003年、2013年（航空レーザー測量成果）の 3時期のDEMを差し引くことによっ
て、1956-2003年、2003-2013年の地盤沈下量を計算した。地盤沈下量は圃場単位で平均して分析に供した。また、
国土地理院の過去の地形図や航空写真を利用して各圃場の開発年代を特定し、地盤沈下量と農地開発からの経過
時間の関係について考察した。
⑶　炭素消失量の推定
　泥炭地からの炭素消失量の推定にはチャンバーを利用した二酸化炭素フラックスの直接測定や、気温や降水量
を用いたモデルを利用する方法などがあるが、本研究では地盤沈下量から推定する方法（沈下法）を利用した。
この方法は、開発から十分な時間が経過した泥炭地の農地で利用されており、地盤沈下量と下層（1.2 m以深）の
泥炭の乾燥密度、炭素含有量から炭素の消失量を求めるものである（van den Akker et al, 2008；Couwenberg 
and Hooijer, 2013）。炭素の消失量は次の式によって与えられる。
　Closs= S×ρpeat×Cpeat×102

　Closs： 炭素放出量（t yr-1 ha-1）　S：地盤沈下速度（cm yr-1）
　ρpeat： 下層泥炭の乾燥密度（g cm-3）　Cpeat：下層泥炭の炭素含有量（g g-1）
　本研究ではサロベツ泥炭地内の落合地区で採取された泥炭の乾燥密度、炭素含有量のデータを用いて、地域内
の2003-2013年の炭素消失量を推定した。

3．結果と考察
⑴　地盤沈下の動向
　地形図や航空写真の判読の結果、サロベツ泥炭地の農地は1964年ごろまでに開発された牧草地（「古農地」と
称する）と、1975-1984年の間に開発された牧草地（「新農地」と称する）に大別された。新農地では1956-2003
年の47年間に平均で127 cmに及ぶ地盤沈下を生じていた。開発前の湿原状態では地盤沈下は生じていなかった
と仮定し、新農地地区が1980年に開発されたとすると、この間の平均地盤沈下速度は5.5 cm yr-1となる。一方の
2003-2013年の間の平均地盤沈下速度は2.2 cm yr-1で、新農地では農地化直後に大きな地盤沈下の生じていたこ

とが示唆されるとともに、地盤沈下はかつてよりは沈
静化しつつあるといえる。古農地では2003-2013年の
沈下速度は1.5 cm yr-1となり、新農地に比べ小さい。
サロベツ泥炭地内の開発時期の異なる圃場の地盤沈
下速度を用いて、農地開発からの経過時間と地盤沈下
速度を整理したのが図 1である。農地化された泥炭地
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であった。これらの値を基に、落合地区と同質の高位
泥炭が堆積している地域について炭素の消失量を推定した。なお、置土が施工された圃場については解析の対象
から外した。247圃場を対象に推定を行ったところ、2003-2013年で年間平均5.4-14.7 t ha-1 yr-1の炭素の消失が
あると推定された。これは他の北方の泥炭地で報告されている値と同等程度であったが、泥炭の乾燥密度のばら
つきが大きく、不確実性の大きな推定となった。また、推定値の中央値である10.0 t ha-1 yr-1を用いると、1 ha
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当となった。

4．結論
　本研究では泥炭地の地盤沈下の実態を把握するとともに、地盤沈下に伴う炭素の消失量の推定を行った。サロ
ベツ泥炭地では、地盤沈下は沈静化しつつも、農地開発から半世紀以上が経過した現在もなお継続している。ま
た地盤沈下に伴う炭素の消失は、少なからず外部不経済をもたらしていることが明らかになった。泥炭地の農業
利用は不可避的に地盤沈下や温室効果ガスの放出といった好ましくない結果を伴う。こうした特徴を踏まえた土
地利用のあり方が求められる。
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日中ダムの設計・施工上の特徴とBishop法による
降伏限界水平震度と円弧すべり面形状について

　弘前大学　大学院農学生命科学研究科　地域環境工学コース　朝倉　紀樹
　

1．はじめに
　土地改良事業設計指針「ため池整備」では、便宜上、堤高15m以上を農業用ダム、堤高15m未満のフィルダム
タイプをため池と区別しており、ダムは全国に約2,800箇所程度あるとされている。また、農水省所管の農業用
ダムは190箇所あり、東北地方太平洋沖地震（2011年）以降、農業用ダムに対する大規模地震動による耐震性能
照査を含めた安全性評価に関わる検討が現在も行われている。
　本報告では、福島県にある日中ダムでの「H29年度日中ダム安全性評価委員会説明資料」等を参考にした日中
ダムの設計・施工上の主たる特徴と、Bishop法による降伏限界水平震度と円弧すべり面形状について考察した結
果を報告する。

2．日中ダムの概要
　福島県喜多方市に位置する日中ダムの標準断面図を図 1に示すが、灌漑用水補給、洪水調節、上水道用水の供
給、発電を目的として建設された中心遮水ゾーン型ロックフィルダムである。また、堤高101m、堤体積約4,900
千㎥は、農林水産省が築堤したロックフィルダムでは最大規模であり、国土交通省や電力関係のダムを含めても
全国有数の規模である。総貯水量24,600千㎥の上流部には取水塔に加え、橋長204mのPC斜張橋（日中大橋）が
架かっている（写真 1を参照）。また、下流部には監査廊へ繋ぐ連絡廊に加え、堤体直下には宿泊可能な温泉宿
がある（写真 2を参照）。
　コア材には、堤高101mという極めて大規模なコアゾーンの沈下を防ぐために、原石山で生産される砕石を混
合することでコア材の圧縮指数Cc≦0.15程度を満たし、
許容される浸透量内での改善を行っている。また、原石
山で生産されるフィルター材はフィルターゾーンを 2層
構造とし、透水性を暫変させる構造とすることで、施工
時に懸念されたコアゾーンとの接合面近傍での単粒の構
造化課題を解決した。加えて、細粒フィルターゾーンは
施工幅が1.0mであることから撒出し厚さの管理が難し
く、通常の施工方法では多くの作業員を必要として安全
管理にも問題が生じるため、本ダム独自の撒出し装置を
開発することで課題を解決した。また、基礎岩盤での数
本にわたる破砕帯の存在と、地下深部での日中温泉源の
存在によって試験湛水時に確認された河床部からの浸透
量が予想していた流量の約 2倍となったが、河床部の一
部において追加グラウトを行う基礎処理工事によって解
決を行った。

3．降伏限界水平震度と円弧すべり面形状
　図 2には、「H29年度日中ダム安全性評価委員会説明
資料」での材料特性を参考にしたBishop法による円弧す
べり計算で得られた降伏限界水平震度と円弧すべり面形
状を示す。すべり円弧の中心範囲メッシュは、長さ10m
の28×28マスの格子点から中心点を求めると同時に、
1m刻みでの円弧半径で検索している。上流側、下流側
共に円弧すべり面が堤体天端の表層付近に形成される傾

写真 1　ダム上流側

写真 2　ダム下流側

向にあり、斜面材料の c（粘着力）をゼロとしたϕ（内
部摩擦角）材でのすべり面特性を示している。また、設
計水平震度（kh）0.15を作用した場合と降伏震度（Fs≒
1.0）での円弧すべり面の位置は一致する。
　図 3には、図 2で示したφ材が深度方向の拘束圧に依
存することで、ϕが低下することを仮定した場合での計
算結果を示す。ここでは、コアゾーン以外の階層ごとに
任意の残留内部摩擦角（ϕ＝34°）まで等分で低下させ
ている。上流側ではコアゾーンを横切りながら法尻にわ
たる大きなすべり面が形成され、中心点は高い位置にあ
る。逆に、下流側では中心点位置が低く、斜面下方付近
での表層すべりとなる。湿潤状態の下流側では、ϕの低
減により円弧すべり面の位置は変化するが、基本的には
表層すべりを示す傾向にある。しかし、飽和状態の上流
側では、ϕの低減による影響が大きく、円弧すべり面形
状が大きく異なる。一般的には飽和状態での上流側斜面
の安定性が低いと考えられているため、今後、これらの
検討は重要であると考える。

4．まとめ
　日中ダムは日本有数の規模を誇るロックフィルダム
であり、その設計・施工上ではコアゾーンの過大な沈下
を抑えるための材料改善や、本ダム独自の撒出し装置を
開発することで施工能率や品質管理の向上及び施工の
安全性を図ったり、地下深部の温泉源による河床部の浸
透量を抑える追加グラウト等の工夫がされている。また、フィルダムの耐震性能照査で利用されている円弧すべ
り法による安全率評価手法では、降伏震度による円弧すべり面位置の妥当性等が問題視されており、拘束圧に依
存すると考えられているϕ材による円弧すべり面形状の変化を日中ダムでも示すことが出来た。今回、円弧すべ
り計算による安全性評価の難しさと、動的解析等による他の評価手法も含めた総合的な判断が耐震性能照査を行
う上で必要であると再認識した。

謝辞
　本報告の実施にあたって、東北農政局会津北部農業水利事業建設所、東北農政局北上土地改良調査管理事務所
の調査協力、及び、今回のような機会を与えて下さった一般社団法人土地改良建設協会国営事業地区等フィール
ド調査学生支援事業の支援に心から感謝申し上げます。
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図 2　降伏限界水平震度時の円弧すべり面形状

図 3　階層ごとに内部摩擦角ϕを低減させた場合の
降伏限界水平震度時の円弧すべり面形状

図 1　標準断面図
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灌漑水の窒素濃度が冷水掛流し灌漑水田の玄米タンパク質
濃度および白未熟粒割合に与える影響

東京大学農学部　生物・環境工学専修　松本　悠志
　

　水稲の登熟期が高温になると、白未熟粒の発生により外観品質が悪化する、水稲の高温登熟障害の発生が問題
となっている。この対策の一つとして冷水を用いた掛け流し灌漑がある。従来、掛け流し灌漑は、低温の用水の
灌漑と田面水の排水を同時に行うことで、水温・稲体を冷し、米の外観品質向上を図る方法とされてきた。しか
し、筆者の研究室によるこれまでの研究により、①水温や地温の低下は常に米の外観品質を向上させるわけでな
く米の外観品質を悪化させる場合もあること、②灌漑による窒素の流出入や地温低下が、水稲が利用可能な窒素
量、水稲の窒素吸収量を減少（増加）させ、米の品質を悪化（向上）させるメカニズムがあること、が明らかに
なった。このメカニズムに基づけば、灌漑水の窒素濃度が高ければ、稲の窒素吸収量が増加し、白未熟粒割合が
減少するはずである。そこで、本研究では、灌漑水の窒素濃度が異なる水田で冷水掛流し灌漑試験を実施し、灌
漑水の窒素濃度が、玄米タンパク質濃度および白未熟粒割合に与える影響を調べた。
　掛け流し灌漑試験は、2018年の 8月に、石川と東京のコシヒカリを作付けしてある水田（以後、石川、東京と
表記）を用いて行った（Fig. 1）。掛け流し灌漑は出穂後から約20日間常時実施した。出穂後の平均気温は28.0℃
と27.7℃で、両水田共に白未熟粒多発の閾値である27℃よりも高温
だった。灌漑水温は、22.8℃（石川）と18.8℃（東京）であり共に
低温であった。一方、灌漑水の窒素濃度は、石川は0.3mg/L、東京
は3.3mg/Lであり、農業用水の平均濃度（0.6 ～ 1.0mg/L、）と比べ、
石川は低濃度、東京は高濃度だった。両水田において、水温、田面
水の全窒素濃度、白未熟粒割合、玄米タンパク質濃度の分布を測定
した。
　Fig. 2（a）、（b）に出穂後20日間の田面水の平均水温と平均全窒
素濃度の分布を示す。出穂後20日間の平均水温は、両水田共に、水
口に近いほど低くなり、平均気温よりも最大で 5℃低下した。田面
水の全窒素濃度は、石川では水田内でほぼ同じ（約0.3mg/L）であっ
たのに対し、東京では水口に近いほど濃度が高く（石川の 3 ～ 9倍）
なった。一方で、灌漑水の影響が小さい水尻付近（石川⑤と東京
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Fig. 2　出穂後20日間の平均水温、田面水の全窒素濃度、玄米タンパク質濃度、白未熟粒割合分布（a）（c）：石川、（b）（d）：東京

83.3m）の平均水温・全窒素濃度は、石川と東京でほぼ同じであった。
　Fig. 2（c）、（d）に、玄米タンパク質濃度、白未熟粒割合の結果を示す。灌漑水の影響が小さい水尻付近を基
準にすると、玄米タンパク質濃度、白未熟粒割合の分布は、両水田で逆の傾向を示し、石川では玄米タンパク質
濃度は減少、白未熟粒割合は増加したが、東京では玄米タンパク質濃度は増加、白未熟粒割合は減少した。この
ことから、高窒素濃度の灌漑水の供給は玄米のタンパク質濃度を増加させることで白未熟粒割合を減少させるこ
とが明らかになった。
　これらの結果を用いて白未熟粒割合に対する水温と窒素の影響の大きさを検討した結果がFig. 3である。平均
水温と白未熟粒割合の関係（Fig. 3（a））をみると、白未熟粒割合は、石川では、水温が低いほど多くなったの
に対し、東京では水温が低いほど少なくなった。一方、玄米タンパク質濃度と白未熟粒割合の関係（Fig. 3（b））
には、両水田に共通する関係が見られ、玄米タンパク質濃度が高いほど白未熟粒割合が少なくなる傾向が見られ
た。低温・低窒素濃度の灌漑水では米の品質が向上せず、低温・高濃度で米の品質が向上したことから、従来報
告されている掛流し灌漑による高温障害抑制効果は、稲の温度低下によるものではなく窒素吸収量の増加による
ものだと考える。
　最後に、本研究を進める中で手取川流域農業水利事業所の方々や農家の方に話を伺いました。今まで知識だけ
だった農地や水利施設などを見学し、現場で働く方々の生の声を聴くことができたことは大変良い経験となりま
した。この場を借りて支援いただいた皆様に感謝申し上げます。

北印旛沼循環灌漑地区における数日間隔での水質変動の解析

東京大学農学部　環境資源科学課程　生物・環境工学専修　矢田部　沙羅
　

第1章　序論
　国営印旛沼二期農業水利事業では、白山甚兵衛機場で新たに循環灌漑が導入された（図 1）。従来、農地から
の排水は直接印旛沼へ排出されていたが、循環灌漑導入後には排水が低地排水路へ集められ、印旛沼からだけで
はなく低地排水路からも取水されている。水田の脱窒作用などから、循環灌漑による印旛沼への窒素やリンの流
出負荷量削減効果が期待されているが、実測データは十分に得られておらず、循環灌漑による栄養塩類負荷量の
削減効果を定量的に評価する必要がある。負荷量を評価するに当たって、流量データは日単位で存在するのに対
し、水質データの測定頻度は月 1回程度だった。しかし、水質の変動要因となる現象はより短時間間隔で起きて
おり、水質自体もより短時間間隔で変動していると考えられるため、水質データも流量データと同程度の頻度で
取得した方が印旛沼への負荷量を正確に定量化できると考えた。
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灌漑水の窒素濃度が冷水掛流し灌漑水田の玄米タンパク質
濃度および白未熟粒割合に与える影響

東京大学農学部　生物・環境工学専修　松本　悠志
　

　水稲の登熟期が高温になると、白未熟粒の発生により外観品質が悪化する、水稲の高温登熟障害の発生が問題
となっている。この対策の一つとして冷水を用いた掛け流し灌漑がある。従来、掛け流し灌漑は、低温の用水の
灌漑と田面水の排水を同時に行うことで、水温・稲体を冷し、米の外観品質向上を図る方法とされてきた。しか
し、筆者の研究室によるこれまでの研究により、①水温や地温の低下は常に米の外観品質を向上させるわけでな
く米の外観品質を悪化させる場合もあること、②灌漑による窒素の流出入や地温低下が、水稲が利用可能な窒素
量、水稲の窒素吸収量を減少（増加）させ、米の品質を悪化（向上）させるメカニズムがあること、が明らかに
なった。このメカニズムに基づけば、灌漑水の窒素濃度が高ければ、稲の窒素吸収量が増加し、白未熟粒割合が
減少するはずである。そこで、本研究では、灌漑水の窒素濃度が異なる水田で冷水掛流し灌漑試験を実施し、灌
漑水の窒素濃度が、玄米タンパク質濃度および白未熟粒割合に与える影響を調べた。
　掛け流し灌漑試験は、2018年の 8月に、石川と東京のコシヒカリを作付けしてある水田（以後、石川、東京と
表記）を用いて行った（Fig. 1）。掛け流し灌漑は出穂後から約20日間常時実施した。出穂後の平均気温は28.0℃
と27.7℃で、両水田共に白未熟粒多発の閾値である27℃よりも高温
だった。灌漑水温は、22.8℃（石川）と18.8℃（東京）であり共に
低温であった。一方、灌漑水の窒素濃度は、石川は0.3mg/L、東京
は3.3mg/Lであり、農業用水の平均濃度（0.6 ～ 1.0mg/L、）と比べ、
石川は低濃度、東京は高濃度だった。両水田において、水温、田面
水の全窒素濃度、白未熟粒割合、玄米タンパク質濃度の分布を測定
した。
　Fig. 2（a）、（b）に出穂後20日間の田面水の平均水温と平均全窒
素濃度の分布を示す。出穂後20日間の平均水温は、両水田共に、水
口に近いほど低くなり、平均気温よりも最大で 5℃低下した。田面
水の全窒素濃度は、石川では水田内でほぼ同じ（約0.3mg/L）であっ
たのに対し、東京では水口に近いほど濃度が高く（石川の 3 ～ 9倍）
なった。一方で、灌漑水の影響が小さい水尻付近（石川⑤と東京
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83.3m）の平均水温・全窒素濃度は、石川と東京でほぼ同じであった。
　Fig. 2（c）、（d）に、玄米タンパク質濃度、白未熟粒割合の結果を示す。灌漑水の影響が小さい水尻付近を基
準にすると、玄米タンパク質濃度、白未熟粒割合の分布は、両水田で逆の傾向を示し、石川では玄米タンパク質
濃度は減少、白未熟粒割合は増加したが、東京では玄米タンパク質濃度は増加、白未熟粒割合は減少した。この
ことから、高窒素濃度の灌漑水の供給は玄米のタンパク質濃度を増加させることで白未熟粒割合を減少させるこ
とが明らかになった。
　これらの結果を用いて白未熟粒割合に対する水温と窒素の影響の大きさを検討した結果がFig. 3である。平均
水温と白未熟粒割合の関係（Fig. 3（a））をみると、白未熟粒割合は、石川では、水温が低いほど多くなったの
に対し、東京では水温が低いほど少なくなった。一方、玄米タンパク質濃度と白未熟粒割合の関係（Fig. 3（b））
には、両水田に共通する関係が見られ、玄米タンパク質濃度が高いほど白未熟粒割合が少なくなる傾向が見られ
た。低温・低窒素濃度の灌漑水では米の品質が向上せず、低温・高濃度で米の品質が向上したことから、従来報
告されている掛流し灌漑による高温障害抑制効果は、稲の温度低下によるものではなく窒素吸収量の増加による
ものだと考える。
　最後に、本研究を進める中で手取川流域農業水利事業所の方々や農家の方に話を伺いました。今まで知識だけ
だった農地や水利施設などを見学し、現場で働く方々の生の声を聴くことができたことは大変良い経験となりま
した。この場を借りて支援いただいた皆様に感謝申し上げます。

北印旛沼循環灌漑地区における数日間隔での水質変動の解析

東京大学農学部　環境資源科学課程　生物・環境工学専修　矢田部　沙羅
　

第1章　序論
　国営印旛沼二期農業水利事業では、白山甚兵衛機場で新たに循環灌漑が導入された（図 1）。従来、農地から
の排水は直接印旛沼へ排出されていたが、循環灌漑導入後には排水が低地排水路へ集められ、印旛沼からだけで
はなく低地排水路からも取水されている。水田の脱窒作用などから、循環灌漑による印旛沼への窒素やリンの流
出負荷量削減効果が期待されているが、実測データは十分に得られておらず、循環灌漑による栄養塩類負荷量の
削減効果を定量的に評価する必要がある。負荷量を評価するに当たって、流量データは日単位で存在するのに対
し、水質データの測定頻度は月 1回程度だった。しかし、水質の変動要因となる現象はより短時間間隔で起きて
おり、水質自体もより短時間間隔で変動していると考えられるため、水質データも流量データと同程度の頻度で
取得した方が印旛沼への負荷量を正確に定量化できると考えた。
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第2章　方法
2.1　対象地区での調査
　白山甚兵衛機場掛かりの流域で、次の⑴～
⑶の 3点の採水地点を設けた：⑴水田からの
排水が直接流出する小排水路、⑵白山甚兵衛
機場内の低地排水路、⑶印旛沼から白山甚兵
衛機場への取水口付近の印旛沼内。2018年の
灌漑期に、週に 2、 3回の試料の採取を、採
水地点⑴直近の水田を耕作している農家と白
山甚兵衛機場の運転手に委託した。各採水地
点で採取された試料は農家の自宅および白山
甚兵衛機場内で採取後直ちに冷凍保存された。
　また、採水地点⑴の小排水路へ排水してい
る水田を耕作している 2軒の農家へ聞き取り調査を行い、
施肥の日程と内容、および水管理状況を把握した。
2.2　水質分析および解析方法
　試料を随時、東京大学水利環境工学研究室へ持ち帰って
SS、TOC、TN、NH4-N、NO3+NO2-N、TP、PO4-Pの 濃
度を分析した。その後、取得した水質データについて、気
象条件や農家への聞き取り調査で得られた営農記録等を考
慮しつつ、濃度変動を解析し、印旛沼への負荷量変動を算
出した。降水量には白山甚兵衛機場に隣接する大竹排水機
場の雨量計のデータを、流量には運転記録から得た白山甚
兵衛機場と大竹排水機場の吐出量を用いた。

第3章　結果および考察
　測定された 7つの水質項目のそれぞれの経時変動から、
5点の考察を行った。第 1に、無機態リンの濃度変動は追
肥後の強い降雨に応答しておらず、全リン濃度の上昇は
SSに付着した有機態リンによるものと考えられた（図 2）。
第 2に、流出元の水田で中干しを行っていた 6月16日から
28日頃には小排水路でのNO3+NO2-N濃度が上昇し、
NH4-N濃度が低下したことから、水田で中干し期に脱窒
が抑えられたものと考えられた（図 3）。第 3に、今回得
られた白山甚兵衛機場の取水口付近の印旛沼内でのSS、
TN、TP濃度を千葉県による公共用水域水質測定の北印旛
沼中央地点での2017年の同時期の測定結果と比較すると、
取水口付近での濃度は一貫して中央地点での濃度を下回っ
た。従って、印旛沼内の水は平面的に混ざりにくいと考え
られた。第 4に、小排水路においては、TOC、TN、
NH4-N、TPの全ての項目の濃度が 6月上旬の同時期に、
緩やかに上昇してその後下降する現象が捉えられた（図
4）。しかし、施肥や営農状況の聞き取り調査や降雨の状
況からは、この濃度上昇の原因は説明できなかった。第 5
に、濃度を補間して、印旛沼に対する差し引き排出負荷量
を求めた。低地排水路の濃度をCb、印旛沼の濃度をCs、印
旛沼からの取水量をQs、低地排水路からの取水量をQb、
低地排水路から印旛沼への排水量をDbとし、日単位での印旛沼に対する取水負荷量CsQs、排水負荷量CbDbを求
めた（図 5）。灌漑期を通した排水負荷量と取水負荷量との差である印旛沼への総差し引き排出負荷量を、Σ
CbDb-ΣCsQsで計算した。一方、仮に循環灌漑を行わないとし、低地排水路からの取水量を印旛沼からのものに
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置き換え、それに相当する水量が低地排水路から印旛沼へ
排水されたと仮定した場合の、印旛沼への総差し引き排出
負荷量をΣCb（Db+Qb）－ΣCs（Qs+Qb）で計算した。その結
果、NO3+NO2-Nを除く全ての項目で、印旛沼への総差し
引き排出負荷量は循環灌漑によって削減されると算出さ
れた。 1灌漑期での総削減量は、SSが160,930kg、TOCが
15,405kg、TNが2,065kg、NH4-Nが2,387kg、TPが244kg、
PO4-Pが103kgだった。また、SSとNH4-Nを除く項目では、
循環灌漑を行わないよりも行う方が高い負荷削減効果を
得られ、 1灌漑期での総差し引き排出負荷量の差はTOC
で2,382kg、TNで610kg（図 6）、NO3+NO2-Nで940kg、
TPで2kg、PO4-Pで37kgと算出された。

第4章　結論
　循環灌漑によって低地排水路の水を用水に再利用する
ことにより、印旛沼へ排水される負荷量が削減されている
状況が、高頻度の水質データを用いて示された。循環灌漑
によって削減された印旛沼への 1灌漑期の総差し引き排
出負荷量はTNで2,065kg、TPで244kgと算出された。低地
排水路での栄養塩類濃度が印旛沼での濃度を上回ること
が多く、低地排水路の水は可能な限り用水にまわすことが
望ましいと考えられた。また、印旛沼内の水を平面的に混
ぜることが、印旛沼の水質保全に繋がると考えられた。
　現地を頻繁に訪問するための旅費および現地観測での
消耗品費が本事業により支援され、円滑に研究を進めるこ
とができた。記して謝意を表する。

循環灌漑導入に向けた低平地農業地域のかんがい排水における
水収支評価　─茨城県新利根川土地改良区の事例─
The Evaluation of Water balance in Low Agriculture Land for Inducing Circulation Irrigation

　東京農工大学大学院農学府　国際環境農学専攻　富山　英明  
　

1．はじめに
　農業に用いる肥料には窒素やリンが含まれており、余剰な肥料
は河川や湖沼に流出する。特に、大規模な水田からの栄養塩流出
は湖沼の富栄養化の原因となり、農業由来の富栄養化は、生態系
をかく乱することが懸念されている1）。そのため、農業地域から
の栄養塩流出の削減は、富栄養化防止には欠かせない。茨城県霞
ケ浦は、長年、富栄養化の問題を抱えており、対策が求められて
いる2）。特に、霞ヶ浦流域の新利根川土地改良区は農業活動が活
発であり、農業排水が直接流れ込むため、霞ヶ浦流域の水質変動
に大きく寄与していることが推測される。近年、湖沼に流出する
栄養塩削減の対策として、循環灌漑という手法が注目されてお
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第2章　方法
2.1　対象地区での調査
　白山甚兵衛機場掛かりの流域で、次の⑴～
⑶の 3点の採水地点を設けた：⑴水田からの
排水が直接流出する小排水路、⑵白山甚兵衛
機場内の低地排水路、⑶印旛沼から白山甚兵
衛機場への取水口付近の印旛沼内。2018年の
灌漑期に、週に 2、 3回の試料の採取を、採
水地点⑴直近の水田を耕作している農家と白
山甚兵衛機場の運転手に委託した。各採水地
点で採取された試料は農家の自宅および白山
甚兵衛機場内で採取後直ちに冷凍保存された。
　また、採水地点⑴の小排水路へ排水してい
る水田を耕作している 2軒の農家へ聞き取り調査を行い、
施肥の日程と内容、および水管理状況を把握した。
2.2　水質分析および解析方法
　試料を随時、東京大学水利環境工学研究室へ持ち帰って
SS、TOC、TN、NH4-N、NO3+NO2-N、TP、PO4-Pの 濃
度を分析した。その後、取得した水質データについて、気
象条件や農家への聞き取り調査で得られた営農記録等を考
慮しつつ、濃度変動を解析し、印旛沼への負荷量変動を算
出した。降水量には白山甚兵衛機場に隣接する大竹排水機
場の雨量計のデータを、流量には運転記録から得た白山甚
兵衛機場と大竹排水機場の吐出量を用いた。

第3章　結果および考察
　測定された 7つの水質項目のそれぞれの経時変動から、
5点の考察を行った。第 1に、無機態リンの濃度変動は追
肥後の強い降雨に応答しておらず、全リン濃度の上昇は
SSに付着した有機態リンによるものと考えられた（図 2）。
第 2に、流出元の水田で中干しを行っていた 6月16日から
28日頃には小排水路でのNO3+NO2-N濃度が上昇し、
NH4-N濃度が低下したことから、水田で中干し期に脱窒
が抑えられたものと考えられた（図 3）。第 3に、今回得
られた白山甚兵衛機場の取水口付近の印旛沼内でのSS、
TN、TP濃度を千葉県による公共用水域水質測定の北印旛
沼中央地点での2017年の同時期の測定結果と比較すると、
取水口付近での濃度は一貫して中央地点での濃度を下回っ
た。従って、印旛沼内の水は平面的に混ざりにくいと考え
られた。第 4に、小排水路においては、TOC、TN、
NH4-N、TPの全ての項目の濃度が 6月上旬の同時期に、
緩やかに上昇してその後下降する現象が捉えられた（図
4）。しかし、施肥や営農状況の聞き取り調査や降雨の状
況からは、この濃度上昇の原因は説明できなかった。第 5
に、濃度を補間して、印旛沼に対する差し引き排出負荷量
を求めた。低地排水路の濃度をCb、印旛沼の濃度をCs、印
旛沼からの取水量をQs、低地排水路からの取水量をQb、
低地排水路から印旛沼への排水量をDbとし、日単位での印旛沼に対する取水負荷量CsQs、排水負荷量CbDbを求
めた（図 5）。灌漑期を通した排水負荷量と取水負荷量との差である印旛沼への総差し引き排出負荷量を、Σ
CbDb-ΣCsQsで計算した。一方、仮に循環灌漑を行わないとし、低地排水路からの取水量を印旛沼からのものに
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置き換え、それに相当する水量が低地排水路から印旛沼へ
排水されたと仮定した場合の、印旛沼への総差し引き排出
負荷量をΣCb（Db+Qb）－ΣCs（Qs+Qb）で計算した。その結
果、NO3+NO2-Nを除く全ての項目で、印旛沼への総差し
引き排出負荷量は循環灌漑によって削減されると算出さ
れた。 1灌漑期での総削減量は、SSが160,930kg、TOCが
15,405kg、TNが2,065kg、NH4-Nが2,387kg、TPが244kg、
PO4-Pが103kgだった。また、SSとNH4-Nを除く項目では、
循環灌漑を行わないよりも行う方が高い負荷削減効果を
得られ、 1灌漑期での総差し引き排出負荷量の差はTOC
で2,382kg、TNで610kg（図 6）、NO3+NO2-Nで940kg、
TPで2kg、PO4-Pで37kgと算出された。

第4章　結論
　循環灌漑によって低地排水路の水を用水に再利用する
ことにより、印旛沼へ排水される負荷量が削減されている
状況が、高頻度の水質データを用いて示された。循環灌漑
によって削減された印旛沼への 1灌漑期の総差し引き排
出負荷量はTNで2,065kg、TPで244kgと算出された。低地
排水路での栄養塩類濃度が印旛沼での濃度を上回ること
が多く、低地排水路の水は可能な限り用水にまわすことが
望ましいと考えられた。また、印旛沼内の水を平面的に混
ぜることが、印旛沼の水質保全に繋がると考えられた。
　現地を頻繁に訪問するための旅費および現地観測での
消耗品費が本事業により支援され、円滑に研究を進めるこ
とができた。記して謝意を表する。

循環灌漑導入に向けた低平地農業地域のかんがい排水における
水収支評価　─茨城県新利根川土地改良区の事例─
The Evaluation of Water balance in Low Agriculture Land for Inducing Circulation Irrigation

　東京農工大学大学院農学府　国際環境農学専攻　富山　英明  
　

1．はじめに
　農業に用いる肥料には窒素やリンが含まれており、余剰な肥料
は河川や湖沼に流出する。特に、大規模な水田からの栄養塩流出
は湖沼の富栄養化の原因となり、農業由来の富栄養化は、生態系
をかく乱することが懸念されている1）。そのため、農業地域から
の栄養塩流出の削減は、富栄養化防止には欠かせない。茨城県霞
ケ浦は、長年、富栄養化の問題を抱えており、対策が求められて
いる2）。特に、霞ヶ浦流域の新利根川土地改良区は農業活動が活
発であり、農業排水が直接流れ込むため、霞ヶ浦流域の水質変動
に大きく寄与していることが推測される。近年、湖沼に流出する
栄養塩削減の対策として、循環灌漑という手法が注目されてお
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り、本研究では新利根川地域に循環灌漑システムを導入検討することを目的とし、農業地から排出されるかんが
い排水を水質分析および水収支モデルを用いて検討する。

2．調査地および実験方法
　本調査は、霞ヶ浦流域に属する新利根川土地改良区にて行った。新利根川土地改良区は稲敷市を含む、稲作地
帯である。金江津排水機場の排水面積全体は水田面積で1,670ha、流域としてみると2,020haである。また、平坦
な低湿地が広がり、地形勾配を利用した重力灌漑が難しい場所である。そこで、排水機場ポンプにより中央排水
路水位を低下させることで、排水を促している。この地域を流れる主要排水路に、調査地点を 6点設定した。内
3地点は太田用水機場、十平用水機場、金江津排水機場の各ポンプ付近に設定した。調査期間は、2016年12月か
ら2019年 3 月として、水サンプルは約20日間に一度ずつ採取した。サンプルは、各水質項目の分析に供した。全
窒素、全リンについてはJISK102に準拠した方法にて分光光度計（UVmini1240、Shimadzu社）を使用し、硝酸
態窒素、リン酸態リンはイオンクロマトグラフ（HIC-SP、ShimPack A3、Shimadzu社）を用いて測定した。また、
水位とECの連続モニタリングを水位計（Onset社、Hobo U20L 04）、EC計（Onset社、Hobo U24-001）にて測
定した。
　なお、水収支の計算のため、ポンプ稼働量について各機場の管理月報から取得した。気象データは、降雨量に
ついては気象庁の「江戸崎」観測所、蒸発散量の推定のための項目については「筑波（館野）」のデータを利用
した。

3．結果および考察
3.1　全窒素、全リン
　それぞれ、灌漑期と非灌漑期において平均値を求めた。全窒素濃度は、平均1.0-2.7mg/Lであった。比較する
と非灌漑期の濃度が高くなっている。これは、非灌漑期では取水用ポンプが止まり、水が滞留することによると
考えられる。全リン濃度は、平均0.1-0.6mg/Lで推移していた。全窒素濃度と比較して、リンは土壌吸着が見込
めるため、低濃度で安定している傾向にあった。
　全窒素、全リン濃度のどちらも農業用水基準3）と比較して許容範囲であった。しかし、落水時やポンプの停
止時など濃度が上昇するタイミングは今後考慮する必要がある。

3.2　EC
　EC値を通年でみると、灌漑期では400μS/cmに対して、非灌漑期では800μS/cmまで上昇した。最大で約
1000μS/cmになることもあった。この値は、一般河川の平均的な値100μS/cmより4-10倍高い数値であったため、
EC値を上昇させる原因があることが推察される。水田土壌では還元状態となった金属イオンが地下水とともに
流出することが知られている。
しかし、簡易的な測定ではあ
るが、溶存鉄濃度は平均
0.2mg/Lであり、EC値を平
均的な値から約10倍上昇させ
る主要因とは考えづらい。イ
オンクロマト分析により、塩
化物イオンが検出されている。
そのため、EC値が上昇する
原因として、土地改良前の地
盤からの塩分が流出している 図 2　2016 ～ 2018年における金江津排水機場におけるEC値変動

表 1  各機場の全窒素および全リン濃度（単位：mg/L）

ことが推測される。今後、調査と分析の継続が必要である。

4．今後の課題
　循環灌漑を導入する上では、水質項目中でEC値が高いことが課題として挙げられ、循環する水が農作物に影
響を及ぼさない範囲に水質を保つことが望ましい。そのためには、EC値上昇の原因や時期による相違も明らか
にしなければならない。また、EC値を低下させるため水量の循環配分を考慮する必要があり、新利根川や利根
川からの取水バランスが重要である。調査において、降水後にEC値の減少が確認されており、降水量も重要な
要素となると考えている。EC値の原因物質は多岐に渡るが、今後の調査で詳細なメカニズムを特定したい。そ
の上で、水質に配慮したシステムづくりが今後の課題となる。

5．参考文献
1 ） 田淵俊雄，2005．湖の水質保全を考える─霞ケ浦からの発信─．技報堂出版
2）  T. Kato et al, 2009. Runnoff  characteristics of nutrients from agriculture watershed with intensive livestock production. J. 
Hydrol. 368 79-87

3 ）  農林水産省ホームページ，広域農業地域における農業用水資源の水質状況,農業用（水稲）水基準
http://www.maff .go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/hozen_suisitu/

圧力波伝播に基づくパイプライン欠損の非破壊同定に関する研究
─モデルパイプラインと佐渡幹線水路での実証的研究─

　新潟大学農学部　小峰　悠汰  
（現在　㈱スノーピーク　勤務）

1．はじめに
　上下水道や産業用水の送配水には、内水圧を利用したパイプラインシステムが用いられている。主な管材は鋼
管やダクタイル鋳鉄管であり、近年のICTやAI、IOTの流れの中で、それらを対象とした情報技術による非破壊
検査精度の向上が試みられている。本助成課題では、弾性波を受動的に検出するAE（Acoustic Emission）法を
用いて配管内に発生した
圧力波（水撃圧）を利用し
た非破壊検査法の構築を
試みるものである。本報で
は、2018年度助成事業で試
みた実験的検討結果を概
説し、開発成果の農業用パ
イプラインへの適用の可
能性と技術的課題を明ら
かにする。

2．既存施設での圧力波
発生実験
⑴　計測施設
　計測対象は、水槽～単一
管路～バルブ系の送水パ
イプラインである。全長は
約18km、 管 径 φ1,000 ～
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り、本研究では新利根川地域に循環灌漑システムを導入検討することを目的とし、農業地から排出されるかんが
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600mmである。管種は鋼管およびダク
タイル鋳鉄管である。システム内部の
設計最大水圧は2.618MPa（ 静 水 圧
=1.868MPa、水撃圧=0.750MPa）である。
⑵　弾性波計測方法
　実証的検討では、計測対象である既
存施設において、AE計測を止水状態か
ら全開をへて、末端バルブの緩閉塞に
より圧力波を発生させて実施した。計
測地点は、末端バルブ操作地点に加えて、
末端から約10km（図 1、最大水圧地点）
および末端から約18kmの 2地点である。
圧力波の発生点は末端バルブ操作地点で
ある。その他の 2地点はAE計測のみを
実施し、バルブ操作は行っていない。圧
力波の規模は、計測施設に設置した水圧
計により取得し、管内の圧力変動を同定
した。AE計測条件は、閾値42dB、増幅
60dBである。
⑶　検討結果・考察
　検討結果の一部を図 2、図 3に示す。
AE計測結果は、水撃圧発生時の圧力上
昇時ないし下降時に顕著なAEエネルギの放出が確認された（図 2）。配管施設の老朽化が進行した場合、漏水現
象によるシステムの不具合が顕在化する。本検討では、計測点近傍の排泥工からの排水を疑似漏水とし、AE計
測による漏水現象の同定を同時に実施した。検討の結果、疑似漏水発生点近傍以外の遠方部においても十分な計
測精度が確保できることが確認された。このことから、検出波を指標に配管内水理現象や、水撃圧および漏水現
象を高精度で検出可能であると推察される。

3．まとめ
　本申請では、パイプライン施設を対象に既存施設から発生する圧力波を検出し、管内で発生する「流れ場」と
「材料損傷」の非破壊計測法を弾性波と画像解析の観点から構築することを目的とした。モデルパイプラインと
既存施設での実証的検討の結果、配管内に発生する圧力波を弾性波指標により高精度で検出できるとともに、画
像解析による損傷同定が可能であることが明らかになった。提案手法により既存施設のマンホール部分を中心に
施設の安全性診断が可能になるものと推察される。より効率的かつ情報蓄積を考慮した場合、本申請で開発した
無線AEシステムなどのICTに代表される情報通信技術の活用により、既存施設の状態評価精度の向上は可能で
あるものと推察される。

ファームポンドにおける六角フロートの水質改善効果の評価
─自動計測装置による水質モニタリングを用いて─

石川県立大学大学院　生物資源環境学研究科　環境科学専攻　中川　陽介
　

1．はじめに
　福井県あわら市に位置するファームポンド（以下FP）No.7において、2018年 3 月より、藻類増殖抑制を目的
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図 2　検出弾性波の時刻歴特性（水撃圧発生時、既存施設）

図 3　検出弾性波の時刻歴特性（モデル漏水発生時、既存施設）

として六角フロートが投入された。これは約30cm
大の六角形の樹脂製フロートを多量に水面に浮か
べ、遮光をすることにより藻類の増殖を抑制すると
いうものであり、FPを利用する農家の散水チュー
ブの目詰まりを抑制することを目的としたもので
ある。現在、水面の 4割を六角フロートによって
覆っている。また、このFPでは貯水のアルカリ化
という問題も生じており、その原因を特定するた
め、六角フロート投入前から水質の連続計測を行っ
ていた。その結果、藻類の光合成がアルカリ化の要
因であることが明らかになり、したがって六角フ
ロートの投入には貯水のアルカリ化を抑える効果
も期待される。この研究は、六角フロートによって
水質が改善されるかどうかを水質連続計測のデー
タを用いて検証する。

2．計測方法
　計測装置の概要を図 1に示す。この装置は、セン
サーをフロート状態にし、FPの水位変動に追従さ
せ、なおかつ錘と釣り糸の仕組みにより水平方向に
は移動しないという特徴をもつ。この水質計測装置
を用いて、FPにおいて水質の連続計測を行った。
六角フロート対策の対象であるFP No.7に加え、対
策を行っていないFP No.8でも水質計測を行い、結
果を比較した。計測項目はpH、DO（溶存酸素）、
EC（電気伝導度）、水温である。計測水深は表層（水
深10cm）と水面下1mの 2点であり、計測間隔は15
分である。また月 1回の頻度で採水をおこない、藻
類の種類ごとの細胞数の計測をおこなった。

3．分析方法
　データに関しては日別に計測値を集計し（日内最
大値・最小値・平均値・範囲）分析をおこなった。
FP No.7とFP No.8の同年月日の日別集計値、及び
FP No.7の六角フロート投入以前以後の同月日の日
別集計値に有意な差があるかどうか検定をおこな
い、六角フロートの有無で水質に差が生じるか分析
した。

4．結果
　pHの計測結果の時系列変化を図 2、 3に示す。
規則的な日周変動があり、日中上昇し夜間低下する
傾向がみられた。日内最大値によるt検定の結果を
表 1にまとめる。これは同年同日のFP No.7とNo.8
の日内最大値に差があるかどうかの検定結果であ
り、表層のpHに関しては有意差がないという結果
になった。またFP No.7の六角フロートが入れられ
る前と後のデータを用いた検定結果では、表層でも水面下1mでも有意差がないという結果になった。また藻類
の細胞数の計測では、 8月から 9月にかけて、六角フロートのない2017年のFP No.7と2018年のNo.8では緑藻類
が主体であったのに対し、六角フロートのあった2018年のFP No.7では珪藻類が全体数のほとんどを占めている

国営事業地区等フィールド調査学生支援事業

図 1　 装置概略図

図 2　pHの時系列変化
（実線：日内平均値の推移、塗：日内最大値と最小値の範囲）

図 3　2017/ 6 抽出（15分間隔連続計測値）
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ロートの投入には貯水のアルカリ化を抑える効果
も期待される。この研究は、六角フロートによって
水質が改善されるかどうかを水質連続計測のデー
タを用いて検証する。

2．計測方法
　計測装置の概要を図 1に示す。この装置は、セン
サーをフロート状態にし、FPの水位変動に追従さ
せ、なおかつ錘と釣り糸の仕組みにより水平方向に
は移動しないという特徴をもつ。この水質計測装置
を用いて、FPにおいて水質の連続計測を行った。
六角フロート対策の対象であるFP No.7に加え、対
策を行っていないFP No.8でも水質計測を行い、結
果を比較した。計測項目はpH、DO（溶存酸素）、
EC（電気伝導度）、水温である。計測水深は表層（水
深10cm）と水面下1mの 2点であり、計測間隔は15
分である。また月 1回の頻度で採水をおこない、藻
類の種類ごとの細胞数の計測をおこなった。

3．分析方法
　データに関しては日別に計測値を集計し（日内最
大値・最小値・平均値・範囲）分析をおこなった。
FP No.7とFP No.8の同年月日の日別集計値、及び
FP No.7の六角フロート投入以前以後の同月日の日
別集計値に有意な差があるかどうか検定をおこな
い、六角フロートの有無で水質に差が生じるか分析
した。

4．結果
　pHの計測結果の時系列変化を図 2、 3に示す。
規則的な日周変動があり、日中上昇し夜間低下する
傾向がみられた。日内最大値によるt検定の結果を
表 1にまとめる。これは同年同日のFP No.7とNo.8
の日内最大値に差があるかどうかの検定結果であ
り、表層のpHに関しては有意差がないという結果
になった。またFP No.7の六角フロートが入れられ
る前と後のデータを用いた検定結果では、表層でも水面下1mでも有意差がないという結果になった。また藻類
の細胞数の計測では、 8月から 9月にかけて、六角フロートのない2017年のFP No.7と2018年のNo.8では緑藻類
が主体であったのに対し、六角フロートのあった2018年のFP No.7では珪藻類が全体数のほとんどを占めている
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図 1　 装置概略図

図 2　pHの時系列変化
（実線：日内平均値の推移、塗：日内最大値と最小値の範囲）

図 3　2017/ 6 抽出（15分間隔連続計測値）
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という結果であった。10月から11月以降は2017年の
FP No.7では珪藻類が主体となり、2018年のFP 
No.7とFP No.8では藻類全体の数が減少するという
結果になった。

5．考察
　水中生物の光合成や呼吸による溶存二酸化炭素の
増減によってpHが変動することが知られている1）。
計測結果に見られるpHの日周変動もこのことが主
な要因であると推測される。FPでは、日中水中で
の光合成が卓越することによってpHが上昇し、一方夜間では呼吸が卓越しpHが低下する、といった現象が起き
ていることが考えられる。したがって六角フロートによって日射が遮られると、FPの水質に影響があると考え
られる。しかし日内最大値のt検定の結果より、六角フロートの有無によってpHの最大値に有意な差が生じるこ
とが示唆されず、貯水のアルカリ化を防ぐほどの効果はみられなかった。また藻類の細胞数計測の結果から、六
角フロートのない場合では夏場藻類は緑藻類が主体となるのに対し、六角フロートのある場合では珪藻類が主体
となっている。10月以降はフロートの有無に関わらず緑藻類が主体とはならないことと合わせて考えると、光の
量によって主体となる藻類が変化する可能性が考えられる。つまり、六角フロートによって緑藻類が減少しても、
その環境を好む珪藻類がその分増殖してしまうということが考えられる。以上の点より、現状の水面被覆 4割の
六角フロート施工では藻類増殖対策や貯水のアルカリ化対策には不十分であると考えられる。2019年度からは被
覆面積を 5割に増やしており、その効果についても今後分析を続けていきたい。
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調整池における溶存酸素濃度の鉛直一次元モデル

岐阜大学　自然科学技術研究科　岩田　浩幸
　

1．はじめに
　調整池とは、上流の水源から下流の受益地へ用水を安定的に供給することを目的とする中間貯留池である。調
整池の水質の悪化は、直接的に水利用に大きな影響を与え、また地域住民の関心事項でもあることから重要な問
題となる。本研究で対象とする豊川用水万場調整池は、容量 5百万㎥の自流域を持たない調整池であり、上水道
および農業用水に利用されている。また、万場調整池は豊川用水幹線との送取水が可能である。
　万場調整池では、下層部の溶存酸素（DO）濃度の低下が観測されており、特に夏季には供給する農業用水か
らの悪臭やアオコなどの水質障害が問題となっている。本報では、万場調整池を対象地として、貯留水中のDO
濃度の変化を推測する鉛直一次元モデルを作成し、下層部の溶存酸素濃度の季節変動の再現を目的とした。

2．方法
　本研究では鉛直一次元モデルを作成した。万場調整池を水深方向に常時満水位（EL. 40.5m）と最低水位（EL. 
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表 1　検定（対応あり・Welch）20.0m）を基準とし、厚さ4.1mの 5層に分割した。図 1に作成
したモデルにおける水収支の概念図を示す。水収支は、降水、
上水取水、農水取水、幹線送水、幹線流入および蒸発を考慮し
た。幹線流入量は貯水位変化から求めた。蒸発量は、伊良湖特
別地域気象観測所の気温、湿度、風速、日照時間の気象データ
からペンマン式を用いて求めた。蒸発は第 1層から流出し、幹
線流入および降水は第 1層に供給されるとした。また、上水取
水は第 4層から、農水取水と幹線送水はともに第 5層の底部か
ら取水するとした。調整池内での水移動については、上層から
下層への移動の移流のみとし、水温分布で生じる対流は考慮し
ないものとした。
　次にDOの導入を行った。DOの動態では、水移動とともに生じる移流および、生化学的反応によって生じる消
費を組み込んだ。幹線流入および降水に含まれるDOは、その日の日平均気温における飽和濃度とした。上水取水、
農水取水および幹線送水によって、その日の第 4または 5層のDO濃度を含む水が持ち出されるとした。DOの拡
散の影響は考慮せず移流のみとした。また初期値は、実測値を使用した。DOの消費速度は、DO濃度に比例する
と仮定し、第 2および 3層のDO濃度の計算値と調整池の実測平均濃度の誤差が最小となるよう消費速度定数を
同定した。同定期間は2015年とし、月毎に消費速度定数を求めた。2016年のデータを用いて、作成したモデルの
検証を行った。検証に当たっては、毎月の消費速度定数をそのまま用いる方法と、消費速度定数を水温から推定
する方法の 2つ適用した

3．結果
　同定期間（2015年）の第 1層では、計算値の方が実測値より高くなる傾向が見られた。下層部の第 4層、第 5
層ではDO濃度の季節変動、特に夏季のDO濃度低下が再現できた。ただし、夏季では計算値が実測値より高く、
それ以降では計算値が実測値より低くなる傾向が見られた。本モデルでは、幹線流入が日平均気温の飽和状態で
第 1層に供給されると仮定したが、実際には幹線流入水の水温と同程度の水温の層に流入するため、第 1層の
DO濃度が過大評価されたと思われる。また、第 4層、第 5層の結果は、本研究で考慮しなかった対流や拡散、
流入水の水質、水温成層の影響と考えられる。
　2016年のデータで検証した結果、2015年の毎月の消費速度定数を適用した場合、DO濃度の季節変動を再現す
ることはできたものの、下層部の第 4、 5層ではともに夏季に計算値の方が高くなり、秋以降では実測値の方が
高くなる傾向があった。また、夏季のDO値の下がり始める時期に大きな差が生じた。消費速度定数を水温から
推定した場合、DO濃度のモデル出力値が直線的になり、季節変動、特に夏季の大幅な濃度低下を再現すること
ができなかった。

4．まとめ
　本研究で作成した鉛直一次元モデルは、季節変動を概ね再現することはできた。2016年のデータによる検証結
果、2015年と2016年の水温の季節変化には大きな違いが見られないのにも関わらず、DO消費速度定数を水温か
ら推定するよりも、毎月の消費速度定数をそのまま適用した方が季節変動の再現性が向上したことから、季節ご
との幹線流入の水源の違いが影響すると考えられた。またDO動態解析から、第 5層では夏季の流入酸素量と流
出酸素量の差が小さく、DO消費が卓越している可能性が示唆された。
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図 1　モデルの概要

図 2　 2つの方法から求めた2016年度の下層DO値の比較
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という結果であった。10月から11月以降は2017年の
FP No.7では珪藻類が主体となり、2018年のFP 
No.7とFP No.8では藻類全体の数が減少するという
結果になった。

5．考察
　水中生物の光合成や呼吸による溶存二酸化炭素の
増減によってpHが変動することが知られている1）。
計測結果に見られるpHの日周変動もこのことが主
な要因であると推測される。FPでは、日中水中で
の光合成が卓越することによってpHが上昇し、一方夜間では呼吸が卓越しpHが低下する、といった現象が起き
ていることが考えられる。したがって六角フロートによって日射が遮られると、FPの水質に影響があると考え
られる。しかし日内最大値のt検定の結果より、六角フロートの有無によってpHの最大値に有意な差が生じるこ
とが示唆されず、貯水のアルカリ化を防ぐほどの効果はみられなかった。また藻類の細胞数計測の結果から、六
角フロートのない場合では夏場藻類は緑藻類が主体となるのに対し、六角フロートのある場合では珪藻類が主体
となっている。10月以降はフロートの有無に関わらず緑藻類が主体とはならないことと合わせて考えると、光の
量によって主体となる藻類が変化する可能性が考えられる。つまり、六角フロートによって緑藻類が減少しても、
その環境を好む珪藻類がその分増殖してしまうということが考えられる。以上の点より、現状の水面被覆 4割の
六角フロート施工では藻類増殖対策や貯水のアルカリ化対策には不十分であると考えられる。2019年度からは被
覆面積を 5割に増やしており、その効果についても今後分析を続けていきたい。
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調整池における溶存酸素濃度の鉛直一次元モデル

岐阜大学　自然科学技術研究科　岩田　浩幸
　

1．はじめに
　調整池とは、上流の水源から下流の受益地へ用水を安定的に供給することを目的とする中間貯留池である。調
整池の水質の悪化は、直接的に水利用に大きな影響を与え、また地域住民の関心事項でもあることから重要な問
題となる。本研究で対象とする豊川用水万場調整池は、容量 5百万㎥の自流域を持たない調整池であり、上水道
および農業用水に利用されている。また、万場調整池は豊川用水幹線との送取水が可能である。
　万場調整池では、下層部の溶存酸素（DO）濃度の低下が観測されており、特に夏季には供給する農業用水か
らの悪臭やアオコなどの水質障害が問題となっている。本報では、万場調整池を対象地として、貯留水中のDO
濃度の変化を推測する鉛直一次元モデルを作成し、下層部の溶存酸素濃度の季節変動の再現を目的とした。

2．方法
　本研究では鉛直一次元モデルを作成した。万場調整池を水深方向に常時満水位（EL. 40.5m）と最低水位（EL. 
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表 1　検定（対応あり・Welch）20.0m）を基準とし、厚さ4.1mの 5層に分割した。図 1に作成
したモデルにおける水収支の概念図を示す。水収支は、降水、
上水取水、農水取水、幹線送水、幹線流入および蒸発を考慮し
た。幹線流入量は貯水位変化から求めた。蒸発量は、伊良湖特
別地域気象観測所の気温、湿度、風速、日照時間の気象データ
からペンマン式を用いて求めた。蒸発は第 1層から流出し、幹
線流入および降水は第 1層に供給されるとした。また、上水取
水は第 4層から、農水取水と幹線送水はともに第 5層の底部か
ら取水するとした。調整池内での水移動については、上層から
下層への移動の移流のみとし、水温分布で生じる対流は考慮し
ないものとした。
　次にDOの導入を行った。DOの動態では、水移動とともに生じる移流および、生化学的反応によって生じる消
費を組み込んだ。幹線流入および降水に含まれるDOは、その日の日平均気温における飽和濃度とした。上水取水、
農水取水および幹線送水によって、その日の第 4または 5層のDO濃度を含む水が持ち出されるとした。DOの拡
散の影響は考慮せず移流のみとした。また初期値は、実測値を使用した。DOの消費速度は、DO濃度に比例する
と仮定し、第 2および 3層のDO濃度の計算値と調整池の実測平均濃度の誤差が最小となるよう消費速度定数を
同定した。同定期間は2015年とし、月毎に消費速度定数を求めた。2016年のデータを用いて、作成したモデルの
検証を行った。検証に当たっては、毎月の消費速度定数をそのまま用いる方法と、消費速度定数を水温から推定
する方法の 2つ適用した

3．結果
　同定期間（2015年）の第 1層では、計算値の方が実測値より高くなる傾向が見られた。下層部の第 4層、第 5
層ではDO濃度の季節変動、特に夏季のDO濃度低下が再現できた。ただし、夏季では計算値が実測値より高く、
それ以降では計算値が実測値より低くなる傾向が見られた。本モデルでは、幹線流入が日平均気温の飽和状態で
第 1層に供給されると仮定したが、実際には幹線流入水の水温と同程度の水温の層に流入するため、第 1層の
DO濃度が過大評価されたと思われる。また、第 4層、第 5層の結果は、本研究で考慮しなかった対流や拡散、
流入水の水質、水温成層の影響と考えられる。
　2016年のデータで検証した結果、2015年の毎月の消費速度定数を適用した場合、DO濃度の季節変動を再現す
ることはできたものの、下層部の第 4、 5層ではともに夏季に計算値の方が高くなり、秋以降では実測値の方が
高くなる傾向があった。また、夏季のDO値の下がり始める時期に大きな差が生じた。消費速度定数を水温から
推定した場合、DO濃度のモデル出力値が直線的になり、季節変動、特に夏季の大幅な濃度低下を再現すること
ができなかった。

4．まとめ
　本研究で作成した鉛直一次元モデルは、季節変動を概ね再現することはできた。2016年のデータによる検証結
果、2015年と2016年の水温の季節変化には大きな違いが見られないのにも関わらず、DO消費速度定数を水温か
ら推定するよりも、毎月の消費速度定数をそのまま適用した方が季節変動の再現性が向上したことから、季節ご
との幹線流入の水源の違いが影響すると考えられた。またDO動態解析から、第 5層では夏季の流入酸素量と流
出酸素量の差が小さく、DO消費が卓越している可能性が示唆された。
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図 1　モデルの概要

図 2　 2つの方法から求めた2016年度の下層DO値の比較
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安濃ダムにおける堆砂の粒度調査と骨材利用に関する研究 

三重大学大学院　生物資源学研究科　共生環境学専攻　農業農村工学講座　環境施設工学研究室

堀川　元気   

1．はじめに 
　ダムの堆砂を撤去する工夫は各ダムで様々に為されているが、撤去されたダム堆砂の処分方法についてはまだ
検討の余地がある。ダム堆砂の利用方法として、コンクリート用細骨材や盛土材等への建設利用、土壌改良材や
客土等への農業利用、陶土やレンガ材等への窯業利用、河川還元材や養浜材等への環境利用の、大きく分けて 4
つがある。本研究は、従来までの利用方法とは別の方法を探るため、焼成した堆砂を細骨材として用い、モルタ
ルの明度、色彩に及ぼす影響を検討した。

2．調査場所 
　安濃ダムの周辺施設（貯砂堰堤）、上流域（笹子川、
我賀浦川、安濃川）および堆砂の仮置場と盛土場。

3．調査内容 
　ダムの堆砂状況、貯砂堰堤から撤去された堆砂の
現在の利用状況、上流の河川および山林の様子。

4．調査結果 
　堆砂が増加する原因のひとつとして、林業の衰退
による放置林の増加が挙げられる。調査を行った安
濃ダム上流域の山林は、スギやヒノキなどが鬱蒼と
覆い茂っており、地表まで光が届かず、下草がほと
んど生えていない場所が多かった。それによって地面が露出し、雨滴等が直接山肌を削ることにより、河川への
土砂の流出が増加して、ダムへの土砂の流入も増加しているということであった。

図 1　安濃ダム上流河川の調査地点

写真 3　堆砂の仮置場 写真 4　盛土場

写真 1　山林の様子 写真 2　河川の様子（笹子川）

5．実験方法 
1）ふるい分け試験、密度および吸水率試験 
　笹子川（川砂1-1、1-2、1-3）、我賀浦川（川砂 2）および安濃
川（川砂 3）で採取した試料、仮置場（仮置場 1、 2）および盛
土場（盛土場 1、 2、 3）で採取した試料を使用し、骨材粒径
10mm以上のものを除去してから、電磁ふるい振とう機を用いた
ふるい分け試験（JIS A 1102）と、密度および吸水率試験（JIS 
A 1109）を行った。 
2）色測定用モルタル供試体の使用材料 
　安濃ダム堆砂（貯水池内で採取した堆砂：堆砂 1）および牧尾
ダム堆砂（火山灰流入による堆砂：堆砂 2）を750℃で焼成した
もの、色彩の異なる 2種類のコンクリート用細骨材（白系統：細
骨材 1、黄系統：細骨材 2）、および、比較用として、廃瓦材を
砕いたもの（最大粒径3mm以下）。セメントは普通ポルトランド
セメントを用いた。
3）堆砂の焼成方法 
　卓上小型電気炉を用い、150℃ /hで750℃まで温度を上昇、そ
の後 1時間750℃を維持し、100℃ /hで100℃まで温度を下降させ
るプログラムを入力し、焼成を行った。また、同様にして500℃、
1000℃で焼成したものも作製した。 
4）モルタル供試体の配合および作製方法 
　表 2の通りに配合を行い、細骨材を焼成砂で 0 %、20%、40%、60%、80%および100%置換した供試体（φ5×
10cm）を作製した。同様に、廃瓦材はセメント質量に対して 2 %、 4 %、 6 %、 8 %および10%の細骨材と置換
した供試体を作製した。材齢 3日で型枠を外し、セメントモルタルは水中養生、ジオポリマーモルタルは封緘養
生を行った。その後、材齢14日になったところで半分に切断し、気中養生を行った。

国営事業地区等フィールド調査学生支援事業

図 2　実験で使用した材料の粒度分布 

表 1 　使用材料の密度および吸水率 

表 2 　モルタルの配合（ 1回の練り混ぜ量） 

※ 1水ガラスは珪酸ソーダ 1号を水道水で 2倍に希釈したもの　※2粉体溶液比

図 3　上流河川で採取した試料の粒度分布 図 4 　盛土場で採取した試料の粒度分布  

表 3 　上流河川、仮置場および盛土場で採取した試料の密度、吸水率および粗粒率

95土地改良　306号　2019.7 ●



10

安濃ダムにおける堆砂の粒度調査と骨材利用に関する研究 

三重大学大学院　生物資源学研究科　共生環境学専攻　農業農村工学講座　環境施設工学研究室

堀川　元気   

1．はじめに 
　ダムの堆砂を撤去する工夫は各ダムで様々に為されているが、撤去されたダム堆砂の処分方法についてはまだ
検討の余地がある。ダム堆砂の利用方法として、コンクリート用細骨材や盛土材等への建設利用、土壌改良材や
客土等への農業利用、陶土やレンガ材等への窯業利用、河川還元材や養浜材等への環境利用の、大きく分けて 4
つがある。本研究は、従来までの利用方法とは別の方法を探るため、焼成した堆砂を細骨材として用い、モルタ
ルの明度、色彩に及ぼす影響を検討した。

2．調査場所 
　安濃ダムの周辺施設（貯砂堰堤）、上流域（笹子川、
我賀浦川、安濃川）および堆砂の仮置場と盛土場。

3．調査内容 
　ダムの堆砂状況、貯砂堰堤から撤去された堆砂の
現在の利用状況、上流の河川および山林の様子。

4．調査結果 
　堆砂が増加する原因のひとつとして、林業の衰退
による放置林の増加が挙げられる。調査を行った安
濃ダム上流域の山林は、スギやヒノキなどが鬱蒼と
覆い茂っており、地表まで光が届かず、下草がほと
んど生えていない場所が多かった。それによって地面が露出し、雨滴等が直接山肌を削ることにより、河川への
土砂の流出が増加して、ダムへの土砂の流入も増加しているということであった。

図 1　安濃ダム上流河川の調査地点

写真 3　堆砂の仮置場 写真 4　盛土場

写真 1　山林の様子 写真 2　河川の様子（笹子川）

5．実験方法 
1）ふるい分け試験、密度および吸水率試験 
　笹子川（川砂1-1、1-2、1-3）、我賀浦川（川砂 2）および安濃
川（川砂 3）で採取した試料、仮置場（仮置場 1、 2）および盛
土場（盛土場 1、 2、 3）で採取した試料を使用し、骨材粒径
10mm以上のものを除去してから、電磁ふるい振とう機を用いた
ふるい分け試験（JIS A 1102）と、密度および吸水率試験（JIS 
A 1109）を行った。 
2）色測定用モルタル供試体の使用材料 
　安濃ダム堆砂（貯水池内で採取した堆砂：堆砂 1）および牧尾
ダム堆砂（火山灰流入による堆砂：堆砂 2）を750℃で焼成した
もの、色彩の異なる 2種類のコンクリート用細骨材（白系統：細
骨材 1、黄系統：細骨材 2）、および、比較用として、廃瓦材を
砕いたもの（最大粒径3mm以下）。セメントは普通ポルトランド
セメントを用いた。
3）堆砂の焼成方法 
　卓上小型電気炉を用い、150℃ /hで750℃まで温度を上昇、そ
の後 1時間750℃を維持し、100℃ /hで100℃まで温度を下降させ
るプログラムを入力し、焼成を行った。また、同様にして500℃、
1000℃で焼成したものも作製した。 
4）モルタル供試体の配合および作製方法 
　表 2の通りに配合を行い、細骨材を焼成砂で 0 %、20%、40%、60%、80%および100%置換した供試体（φ5×
10cm）を作製した。同様に、廃瓦材はセメント質量に対して 2 %、 4 %、 6 %、 8 %および10%の細骨材と置換
した供試体を作製した。材齢 3日で型枠を外し、セメントモルタルは水中養生、ジオポリマーモルタルは封緘養
生を行った。その後、材齢14日になったところで半分に切断し、気中養生を行った。
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図 2　実験で使用した材料の粒度分布 

表 1 　使用材料の密度および吸水率 

表 2 　モルタルの配合（ 1回の練り混ぜ量） 

※ 1水ガラスは珪酸ソーダ 1号を水道水で 2倍に希釈したもの　※2粉体溶液比

図 3　上流河川で採取した試料の粒度分布 図 4 　盛土場で採取した試料の粒度分布  

表 3 　上流河川、仮置場および盛土場で採取した試料の密度、吸水率および粗粒率
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5）色彩の測定方法 
　各温度で焼成した堆砂と、材齢28日になった各供試体を、色彩色差計を用いてL*a*b*表色系で明度、色彩の測
定を行った。このとき、コンクリートカッターで切断した供試体の切断面と型枠面の平滑な部分のランダムな 3
点を選んで測定し、その値を平均した。 

6．実験結果および考察 
　各調査地で採取した試料の粒度分布を図 3と図 4、密度および吸水率試験の結果を表 3、堆砂の各焼成温度で
の明度（L*）、色彩（a*、b*）の測定結果を図 5、モルタルの材齢28日（気中養生14日目）での明度、色彩の測
定結果を図 6に示す。 
1）粒度分布、密度および吸水率について 
　粒度分布から、川砂 2と川砂 3が、コンクリート用細骨材の粒度の標準よりも細かい砂であることが分かった。
また、仮置場や盛土場では堆砂が混合され、粒度分布がほぼ同様になっていることが分かった。粗粒率について、
安濃ダム堆砂（堆砂 1）は2.56であった。仮置場や盛土場で採取した試料の粒度分布や粗粒率を見ると、細かい
砂が少ないことが分かる。これは、細かい砂は貯砂堰堤から貯水池内に流出し、粗い砂が残るためだと考えられ
る。密度および吸水率試験では、おおよそコンクリート用細骨材の標準の範囲内（密度：2.50 ～ 2.65g/cm3、吸
水率： 1 ～ 3 %）であったが、一部の試料で吸水率が標準の範囲外のものもあった。
2）L*a*b*表色系について 
　L*は明度にあたる成分で、数値が大きくなるにつれて明るく感じるようになる。a*は赤と緑方向の成分で、＋
側で赤が、－側で緑が強くなる。b*は黄と青方向の成分で、＋側で黄が、－側で青が強くなる。また、a*とb*は、
絶対値が大きいほど鮮やかな色彩となる。 
3）ダム堆砂における焼成温度と明度、色彩の関係 
　L*は堆砂 1、堆砂 2ともに500℃で大きく減少し、以降の変化は小さかった。a*は双方とも焼成温度が上がる
につれて増加傾向で、赤色成分が強くなっていた。b*は、堆砂 1は変化が小さく、堆砂 2は増加傾向で、黄色成
分が強くなっていた。いずれの堆砂も、750℃で色彩の変化が最大となった。堆砂 2では、火山灰の組成の影響
も大きいと考えられる。 
4）モルタルにおける焼成砂の置換率と明度、色彩の関係 
　切断面と型枠面で明度と色彩の差異は大きく、切断面の方が明度はより小さく、色彩はより＋側への増加傾向
を示していた。図 6に示した切断面での明度、色彩の関係について、L*は堆砂 1、堆砂 2ともに減少傾向を示し
ていた。a*とb*では、堆砂 1、堆砂 2ともに置換率が大きくなるほど増加傾向を示しているが、堆砂 2の方がよ
り絶対値が大きく、鮮やかな色であることを示していた。気中養生14日目時点のジオポリマーを同配合のセメン
トと比較した場合、切断面、型枠面ともに各値で大きな変化は見られなかった。廃瓦材は一般の着色剤と同様の
配合を行ったが、L*は減少傾向にあったものの、a*とb*の変化は小さかった。型枠面でのb*は各配合で変化が小
さかったが、a*は型枠面においても細骨材の色彩がより強く影響していた。 

図 5　堆砂における焼成温度とL*、a*、b*の関係

7．まとめ 
　調査を行うことで、ダム堆砂の発生には、山林の状況も関わってくることが分かった。また、谷を埋め立てて
いる盛土場を見学することで、堆砂がどのように利用されているかということも分かった。 
　堆砂を異なる温度で焼成した結果、焼成することによって堆砂 1、堆砂 2ともに赤系統の色彩が強くなり、火
山灰の堆砂である堆砂 2では色彩の変化が大きかった。また、焼成砂を細骨材と置換してモルタルを作製した結
果、置換率が大きくなるほど使用する細骨材の色彩の影響が大きくなり、特に、赤系統の色彩は、細骨材の色彩
がモルタルの色彩に強く影響していることが分かった。

滑面上に存在するタイワンシジミの移動限界摩擦速度に
関する実験的検討
Experimental study on the critical friction velocity of Asian clams on the smooth surface

［キーワード］タイワンシジミ、水理実験、移動限界摩擦速度

三重大学　浅野　友雅
（現在　大成建設株式会社　総合土木　勤務）

1．はじめに
　現在、三重県の宮川用水管内では、外来種であるタイワンシジミが侵入・繁殖しており、圃場の給水栓にタイ
ワンシジミが詰まるなどの通水被害が発生している。農業用パイプラインには粗度係数の低い管が使用されてい
る場合が多い。シジミの移動流速に関する研究はその生態から底面が砂の場合の研究事例はあるが底面が滑面の
場合での研究はなされていない。そこで本研究は、パイプライン内でのタイワンシジミの移動量予測のための基
礎研究として滑面上でのタイワンシジミの移動限界摩擦速度を検討した。

2．実験概要
　本実験では、底面が滑面の長方形断面の水平開水路（幅
600mm、高さ400mm）を使用した。流速は、ポンプによ
り連続した流速変化が可能である。実験に用いたタイワン
シジミは宮川用水で採取したシジミを計測して得た平均比
重1.25を参考に模型シジミを作製した。実験は 3種類行っ
た。 1．滑面上に模型シジミを単体で置いた実験（単体実
験）、 2．滑面上に粒度分布を持たせた模型シジミ群を置
いた実験（粒度分布実験）、 3．粒度分布実験で指標とな
る模型シジミに粘糸を模擬したヒモをつけた実験（模擬粘
糸実験）である。単体実験、粒度分布実験では比較のため
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図 6　モルタル切断面における焼成砂の置換率とL*、a*、b*の関係 

Fig. 1　単体実験の移動限界摩擦速度
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5）色彩の測定方法 
　各温度で焼成した堆砂と、材齢28日になった各供試体を、色彩色差計を用いてL*a*b*表色系で明度、色彩の測
定を行った。このとき、コンクリートカッターで切断した供試体の切断面と型枠面の平滑な部分のランダムな 3
点を選んで測定し、その値を平均した。 

6．実験結果および考察 
　各調査地で採取した試料の粒度分布を図 3と図 4、密度および吸水率試験の結果を表 3、堆砂の各焼成温度で
の明度（L*）、色彩（a*、b*）の測定結果を図 5、モルタルの材齢28日（気中養生14日目）での明度、色彩の測
定結果を図 6に示す。 
1）粒度分布、密度および吸水率について 
　粒度分布から、川砂 2と川砂 3が、コンクリート用細骨材の粒度の標準よりも細かい砂であることが分かった。
また、仮置場や盛土場では堆砂が混合され、粒度分布がほぼ同様になっていることが分かった。粗粒率について、
安濃ダム堆砂（堆砂 1）は2.56であった。仮置場や盛土場で採取した試料の粒度分布や粗粒率を見ると、細かい
砂が少ないことが分かる。これは、細かい砂は貯砂堰堤から貯水池内に流出し、粗い砂が残るためだと考えられ
る。密度および吸水率試験では、おおよそコンクリート用細骨材の標準の範囲内（密度：2.50 ～ 2.65g/cm3、吸
水率： 1 ～ 3 %）であったが、一部の試料で吸水率が標準の範囲外のものもあった。
2）L*a*b*表色系について 
　L*は明度にあたる成分で、数値が大きくなるにつれて明るく感じるようになる。a*は赤と緑方向の成分で、＋
側で赤が、－側で緑が強くなる。b*は黄と青方向の成分で、＋側で黄が、－側で青が強くなる。また、a*とb*は、
絶対値が大きいほど鮮やかな色彩となる。 
3）ダム堆砂における焼成温度と明度、色彩の関係 
　L*は堆砂 1、堆砂 2ともに500℃で大きく減少し、以降の変化は小さかった。a*は双方とも焼成温度が上がる
につれて増加傾向で、赤色成分が強くなっていた。b*は、堆砂 1は変化が小さく、堆砂 2は増加傾向で、黄色成
分が強くなっていた。いずれの堆砂も、750℃で色彩の変化が最大となった。堆砂 2では、火山灰の組成の影響
も大きいと考えられる。 
4）モルタルにおける焼成砂の置換率と明度、色彩の関係 
　切断面と型枠面で明度と色彩の差異は大きく、切断面の方が明度はより小さく、色彩はより＋側への増加傾向
を示していた。図 6に示した切断面での明度、色彩の関係について、L*は堆砂 1、堆砂 2ともに減少傾向を示し
ていた。a*とb*では、堆砂 1、堆砂 2ともに置換率が大きくなるほど増加傾向を示しているが、堆砂 2の方がよ
り絶対値が大きく、鮮やかな色であることを示していた。気中養生14日目時点のジオポリマーを同配合のセメン
トと比較した場合、切断面、型枠面ともに各値で大きな変化は見られなかった。廃瓦材は一般の着色剤と同様の
配合を行ったが、L*は減少傾向にあったものの、a*とb*の変化は小さかった。型枠面でのb*は各配合で変化が小
さかったが、a*は型枠面においても細骨材の色彩がより強く影響していた。 

図 5　堆砂における焼成温度とL*、a*、b*の関係

7．まとめ 
　調査を行うことで、ダム堆砂の発生には、山林の状況も関わってくることが分かった。また、谷を埋め立てて
いる盛土場を見学することで、堆砂がどのように利用されているかということも分かった。 
　堆砂を異なる温度で焼成した結果、焼成することによって堆砂 1、堆砂 2ともに赤系統の色彩が強くなり、火
山灰の堆砂である堆砂 2では色彩の変化が大きかった。また、焼成砂を細骨材と置換してモルタルを作製した結
果、置換率が大きくなるほど使用する細骨材の色彩の影響が大きくなり、特に、赤系統の色彩は、細骨材の色彩
がモルタルの色彩に強く影響していることが分かった。

滑面上に存在するタイワンシジミの移動限界摩擦速度に
関する実験的検討
Experimental study on the critical friction velocity of Asian clams on the smooth surface

［キーワード］タイワンシジミ、水理実験、移動限界摩擦速度

三重大学　浅野　友雅
（現在　大成建設株式会社　総合土木　勤務）

1．はじめに
　現在、三重県の宮川用水管内では、外来種であるタイワンシジミが侵入・繁殖しており、圃場の給水栓にタイ
ワンシジミが詰まるなどの通水被害が発生している。農業用パイプラインには粗度係数の低い管が使用されてい
る場合が多い。シジミの移動流速に関する研究はその生態から底面が砂の場合の研究事例はあるが底面が滑面の
場合での研究はなされていない。そこで本研究は、パイプライン内でのタイワンシジミの移動量予測のための基
礎研究として滑面上でのタイワンシジミの移動限界摩擦速度を検討した。

2．実験概要
　本実験では、底面が滑面の長方形断面の水平開水路（幅
600mm、高さ400mm）を使用した。流速は、ポンプによ
り連続した流速変化が可能である。実験に用いたタイワン
シジミは宮川用水で採取したシジミを計測して得た平均比
重1.25を参考に模型シジミを作製した。実験は 3種類行っ
た。 1．滑面上に模型シジミを単体で置いた実験（単体実
験）、 2．滑面上に粒度分布を持たせた模型シジミ群を置
いた実験（粒度分布実験）、 3．粒度分布実験で指標とな
る模型シジミに粘糸を模擬したヒモをつけた実験（模擬粘
糸実験）である。単体実験、粒度分布実験では比較のため
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図 6　モルタル切断面における焼成砂の置換率とL*、a*、b*の関係 

Fig. 1　単体実験の移動限界摩擦速度
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比重がほぼ等しい塩化ビニル製ボール（比重1.30）を使用
した。模型シジミには殻長 5 ～20mmのシジミを、塩ビボー
ルは直径4.76 ～ 25.4mmのボールを使用した。水深は、容
量式波高系を用いて10ms間隔で計測し、模型シジミが流
れたときの流量と水深を計測し、摩擦速度を計算した。

3．実験結果
　単体実験では、タイワンシジミが個別にパイプライン上
に存在する場合を想定して、模型シジミを一個ずつ水路横
断方向に一列に 6個並べた。すべての模型シジミが
500mm流れた時を「シジミが流れた」と定義し、その時
の摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。塩ビボールも同様
の置き方をし、移動限界摩擦速度を求めた。模型シジミを
用い、殻長は 5 ～ 20mmまで1mm毎にそれぞれ 5回ずつ
実験を行った。実験結果をFig. 1に示す。比較とした塩ビ
ボールが掃流砂式であるSheilds式と比較的近い結果と
なったことから実験は、信頼性の高い実験ができたといえ
る。模型シジミは、粒径が小さいと比重のほぼ同じ塩ビボー
ルよりも移動限界摩擦速度が大きくなり、Shields式では
予測が難しい結果となった。粒径が大きくなるにつれて、
塩ビボールの結果に近い移動限界摩擦速度になった。
　粒度分布実験では、タイワンシジミがパイプライン上に
堆積している場合を想定して、宮川用水パイプライン内で
採取したタイワンシジミの粒度分布に調整した 5 ～
20mmの模型シジミ群を作製した（Fig. 2）。作製したシジ
ミ群を水路横断方向に一定の幅を持たせて設置した。幅は
20mm、30mm、40mm、50mmの 4ケースで実験をそれぞ
れ 5回行った。その平均粒径にあたる殻長12mm模型シジ
ミが半数流れた時の摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。
また塩ビボールについても同じ粒度分布で幅30mmとして
同様の実験を 5回行った。
　Fig. 3に実験結果を示す。参考として単体実験の12mm
の結果を幅10mmの軸に付記した。粒度分布実験の結果は
単体実験より若干流れにくい結果となった。また、幅を変
化させても実験結果は大きく変わらなかった。
　タイワンシジミは、粘糸を放出することが知られている。
本研究では、この粘糸が移動に積極的に使われる場合、移
動しないことに使われる場合を想定した幅50mmの粒度分
布実験を行った。模擬粘糸として、比重0.9、長さ100mm、幅30mmのポリエチレンヒモを殻長12mmの模型シジ
ミに付着させた。この12mmの模型シジミが半数流れたときの摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。
　実験結果をFig. 4に示す。積極的に移動に使われることを想定し、模擬粘糸をシジミ群の外に出した結果は、
12mmの模型シジミが単体で8mmの模型シジミが流れるときと等しい移動限界速度まで小さくなった。模擬粘糸
をシジミ群の内に入れた結果は、すべてのシジミが流下するときの流速となった。

4．まとめ
　タイワンシジミの移動限界摩擦速度は粒径20mm以下では掃流砂式のShields式より大きくなることが分かった。
また、シジミが群れとなることで、移動限界摩擦速度が若干大きくなることが分かった。さらに、模擬粘糸実験
より、模擬粘糸が流れに放出されることで流れやすくなり、模擬粘糸がシジミ群内にあるとシジミ群全体が流下
するまでシジミが動かないことが分かった。

Fig. 3　粒度分布実験の移動限界摩擦速度

Fig. 2　粒度分布実験の材料の粒度分布

Fig. 4　模擬粘糸実験の移動限界摩擦速度

　（一社）土地改良建設協会では、昨年10月に
（公社）農業農村工学会と締結した「農業農村工
学系の技術者育成、確保に向けた連携協定」に
基づき、大学生に農業農村工学や土木学の魅力
を知ってもらうべく、2月28日に大成建設技術
センター、3月13日に鹿島技術研究所の見学会
を開催した。
　参加した学生は、実験施設の規模の大きさに
加え、環境保全や土壌改良など広範な研究分野
に驚き、ゼネコンのイメージが大きく変わった
様子であった。

大成建設技術センター

鹿島技術研究所

農業農村工学系の大学生のための
技術研究所の見学会

筑波大学
生命環境科学研究科
生物資源科学専攻
修士1年

鈴木　智晴

●見学ではまず、会社概要の説明を同センター内のZEB（Net Zero Energy Building）実証棟で受けました。
ZEBのコンセプトとして、快適な室内環境を保ちながら省エネに努め、太陽光発電（薄膜型）などの創エ
ネを組み合わせて、建物全体での年間エネルギー消費の収支をゼロにします。そしてそれを可能にする大
成建設の技術として、自然光を積極的に通す構造や人検知システムによってLEDの照明器具を制御する
技術、空調機を外の状況に応じて調節するシステムなどがありました。それらの設備の制御情報はリアル
タイムで統括的に見える化されていて、ZEBの運用状況を視覚的に確認しました。お話を聞いて、魅力的
に感じたのは建物を使う人に我慢をさせないという点です。利用者が快適さを維持しつつゼロエネルギー
を達成できる点にZEBの将来性の高さを感じました。　　
●その他 3点、印象に残りました。 1つ目はVR技術を利用した建築図面の表現です。図面では 2次元でか
つ専門性をもった人だけが理解できるようなものでしたが、VR技術で 3次元的に表現された図面は詳細
かつ私でも理解できました。また、設計に使われる製品の種類や耐用年数などの付加的な情報もすぐに
参照できる点も、設計の効率性を高めていました。 2つ目は、生産現場で活躍するロボットの開発です。
建設業界では、高齢化に由来する将来の担い手不足が問題視されています。問題を解決する手段の一つと
して複数の重機を 1人で遠隔操作するシステムや、コンクリート床を仕上げるロボット、自立型鉄筋結
束ロボットを紹介していただきました。私は現場とIT技術の融合を体感で問題に対処する姿勢を学びま
した。 3つ目は1, 4 -ジオキサン（工業的に排出される汚染物質）を分解する菌を大成建設が発見したと
いう話を聞いたときです。1, 4 -ジオキサンは、一般的な排水処理法の活性汚泥法や活性炭吸着法では処
理が困難なため、処理にコストがかかり環境への影響が大きいという問題がありました。大成建設では
2年間を掛けて1, 4 -ジオキサンを分解できる菌の発見に至り、効率的な処理を可能にしました。技術力
の高さで業界を導く企業でも、技術の発見には長い時間を要することが分かりました。

信州大学
農学部森林・
環境共生学コース
2年

長澤　くるみ

●今回、見学会に参加した理由は、ダムに興味をもったことをきっかけに就職先の候補としてゼネコンとい
う選択肢があること知り、これを機に建設業についての知見を広げたいと思ったからである。
●見学会で特に印象に残ったZEB実証棟については非常に驚くことばかりであった。無駄を最小限にした照
明・空調システムや太陽光発電は人間の知恵と最新技術が惜しみなく使われており、未来を体験している
気分になった。
　また、オフィス環境については深く考えさせられた。オフィス内を見学していた際に、ある市役所での光
景を思い出した。そのオフィスでは照明を使わず薄暗い部屋で昼休みを過ごしており、私はそれにネガティ
ブな印象を受けた。省エネのために働く場所の快適さを奪うことは仕方のないことなのかと疑問に感じた
のである。そのため、省エネと快適さを両立させたZEBのオフィス環境には非常に感動した。
　しかし反対に、白いオフィスに圧迫感も感じられた。そこで改善策として、より快適なオフィス環境にす
るために木材の利用が必要だと考えた。木材は実際に省エネ、創エネ面では活用できないが、オフィスの
机や内装などに木材を使用することでより落ち着いた圧迫感のない快適な空間を創れる。また、国産材を
使用した都市型ZEBが普及されれば、都市部のエネルギー問題だけでなく山村部の森林林業問題にも貢献
でき、二酸化炭素固定する新たな「蓄エネ」という要素を取り入れることができると考えた。
●VR体験では高崎市立図書館の内部や配管の表示など、完成後の再現図を立体的に見ることができた。高
崎市は地元であり図書館をよく利用していたため、VRシステムの精巧性が高いことを実感できた。この
システムを活用することで現場と設計者との意思疎通や作業の効率化など、さまざまな面でメリットがあ
ると知ることができた。身近な建築物やインフラがどのような過程でどんな技術を使って建てられたのか。
これをきっかけに今まで考えが及ばなかった部分まで視野を広げられるようになった。今目の前にあるも
のだけでなく、そのものができた背景や過程にも目を向け想像することが大切だと感じた。

大成建設技術センター 平成31年2月28日
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比重がほぼ等しい塩化ビニル製ボール（比重1.30）を使用
した。模型シジミには殻長 5 ～20mmのシジミを、塩ビボー
ルは直径4.76 ～ 25.4mmのボールを使用した。水深は、容
量式波高系を用いて10ms間隔で計測し、模型シジミが流
れたときの流量と水深を計測し、摩擦速度を計算した。

3．実験結果
　単体実験では、タイワンシジミが個別にパイプライン上
に存在する場合を想定して、模型シジミを一個ずつ水路横
断方向に一列に 6個並べた。すべての模型シジミが
500mm流れた時を「シジミが流れた」と定義し、その時
の摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。塩ビボールも同様
の置き方をし、移動限界摩擦速度を求めた。模型シジミを
用い、殻長は 5 ～ 20mmまで1mm毎にそれぞれ 5回ずつ
実験を行った。実験結果をFig. 1に示す。比較とした塩ビ
ボールが掃流砂式であるSheilds式と比較的近い結果と
なったことから実験は、信頼性の高い実験ができたといえ
る。模型シジミは、粒径が小さいと比重のほぼ同じ塩ビボー
ルよりも移動限界摩擦速度が大きくなり、Shields式では
予測が難しい結果となった。粒径が大きくなるにつれて、
塩ビボールの結果に近い移動限界摩擦速度になった。
　粒度分布実験では、タイワンシジミがパイプライン上に
堆積している場合を想定して、宮川用水パイプライン内で
採取したタイワンシジミの粒度分布に調整した 5 ～
20mmの模型シジミ群を作製した（Fig. 2）。作製したシジ
ミ群を水路横断方向に一定の幅を持たせて設置した。幅は
20mm、30mm、40mm、50mmの 4ケースで実験をそれぞ
れ 5回行った。その平均粒径にあたる殻長12mm模型シジ
ミが半数流れた時の摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。
また塩ビボールについても同じ粒度分布で幅30mmとして
同様の実験を 5回行った。
　Fig. 3に実験結果を示す。参考として単体実験の12mm
の結果を幅10mmの軸に付記した。粒度分布実験の結果は
単体実験より若干流れにくい結果となった。また、幅を変
化させても実験結果は大きく変わらなかった。
　タイワンシジミは、粘糸を放出することが知られている。
本研究では、この粘糸が移動に積極的に使われる場合、移
動しないことに使われる場合を想定した幅50mmの粒度分
布実験を行った。模擬粘糸として、比重0.9、長さ100mm、幅30mmのポリエチレンヒモを殻長12mmの模型シジ
ミに付着させた。この12mmの模型シジミが半数流れたときの摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。
　実験結果をFig. 4に示す。積極的に移動に使われることを想定し、模擬粘糸をシジミ群の外に出した結果は、
12mmの模型シジミが単体で8mmの模型シジミが流れるときと等しい移動限界速度まで小さくなった。模擬粘糸
をシジミ群の内に入れた結果は、すべてのシジミが流下するときの流速となった。

4．まとめ
　タイワンシジミの移動限界摩擦速度は粒径20mm以下では掃流砂式のShields式より大きくなることが分かった。
また、シジミが群れとなることで、移動限界摩擦速度が若干大きくなることが分かった。さらに、模擬粘糸実験
より、模擬粘糸が流れに放出されることで流れやすくなり、模擬粘糸がシジミ群内にあるとシジミ群全体が流下
するまでシジミが動かないことが分かった。

Fig. 3　粒度分布実験の移動限界摩擦速度

Fig. 2　粒度分布実験の材料の粒度分布

Fig. 4　模擬粘糸実験の移動限界摩擦速度
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を開催した。
　参加した学生は、実験施設の規模の大きさに
加え、環境保全や土壌改良など広範な研究分野
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ネを組み合わせて、建物全体での年間エネルギー消費の収支をゼロにします。そしてそれを可能にする大
成建設の技術として、自然光を積極的に通す構造や人検知システムによってLEDの照明器具を制御する
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タイムで統括的に見える化されていて、ZEBの運用状況を視覚的に確認しました。お話を聞いて、魅力的
に感じたのは建物を使う人に我慢をさせないという点です。利用者が快適さを維持しつつゼロエネルギー
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理が困難なため、処理にコストがかかり環境への影響が大きいという問題がありました。大成建設では
2年間を掛けて1, 4 -ジオキサンを分解できる菌の発見に至り、効率的な処理を可能にしました。技術力
の高さで業界を導く企業でも、技術の発見には長い時間を要することが分かりました。

信州大学
農学部森林・
環境共生学コース
2年

長澤　くるみ

●今回、見学会に参加した理由は、ダムに興味をもったことをきっかけに就職先の候補としてゼネコンとい
う選択肢があること知り、これを機に建設業についての知見を広げたいと思ったからである。
●見学会で特に印象に残ったZEB実証棟については非常に驚くことばかりであった。無駄を最小限にした照
明・空調システムや太陽光発電は人間の知恵と最新技術が惜しみなく使われており、未来を体験している
気分になった。
　また、オフィス環境については深く考えさせられた。オフィス内を見学していた際に、ある市役所での光
景を思い出した。そのオフィスでは照明を使わず薄暗い部屋で昼休みを過ごしており、私はそれにネガティ
ブな印象を受けた。省エネのために働く場所の快適さを奪うことは仕方のないことなのかと疑問に感じた
のである。そのため、省エネと快適さを両立させたZEBのオフィス環境には非常に感動した。
　しかし反対に、白いオフィスに圧迫感も感じられた。そこで改善策として、より快適なオフィス環境にす
るために木材の利用が必要だと考えた。木材は実際に省エネ、創エネ面では活用できないが、オフィスの
机や内装などに木材を使用することでより落ち着いた圧迫感のない快適な空間を創れる。また、国産材を
使用した都市型ZEBが普及されれば、都市部のエネルギー問題だけでなく山村部の森林林業問題にも貢献
でき、二酸化炭素固定する新たな「蓄エネ」という要素を取り入れることができると考えた。
●VR体験では高崎市立図書館の内部や配管の表示など、完成後の再現図を立体的に見ることができた。高
崎市は地元であり図書館をよく利用していたため、VRシステムの精巧性が高いことを実感できた。この
システムを活用することで現場と設計者との意思疎通や作業の効率化など、さまざまな面でメリットがあ
ると知ることができた。身近な建築物やインフラがどのような過程でどんな技術を使って建てられたのか。
これをきっかけに今まで考えが及ばなかった部分まで視野を広げられるようになった。今目の前にあるも
のだけでなく、そのものができた背景や過程にも目を向け想像することが大切だと感じた。

大成建設技術センター 平成31年2月28日
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三重大学
生物資源学部
共生環境学科
2年

庄田　帆澄

●大成建設という一つの建設会社が、地震や火災や津波、またロボットの開発や3Dプリンター、バーチャル・
リアリティーなど、本当に様々な実験施設を持ち、研究を行っていることに驚くとともに、大成建設が本
当に大きな建設会社であることを実感した。
●今回の見学会で一番印象的だったのは、ZEB実証棟である。まず、「省エネから、ゼロエネへ。」という言
葉が印象的であった。省エネはなじみのある言葉であるが、ゼロエネが、ビルそのものが自然エネルギー
を取り入れ、快適さはそのままに無駄を減らした照明・空調設備などを持つことで、ビルの消費電力をゼ
ロにするものだと説明を受けて、省エネよりもずっと画期的なものであることが分かった。さらに、太
陽の高度が変わっても、建物の中に太陽光を取り入れられるように工夫された鏡がついていたり、明るさ
が足りない時だけ電気がついたり、個人個人で空調を調節できるようになっていたりと、様々な工夫が
施されていることが分かった。エネルギーを節約しているにもかかわらず、スタイリッシュなオフィスで、
個人の快適さは増しているところに感動した。また、そんな設計を考え、実際に形にできるのがすごい
と思った。
●見学会に参加するまで、建設会社は現場のイメージが強く、漠然と建物を建てるという風に思っていたが、
それだけではないことが分かり、イメージが変わった。大学以外でも、研究を行える場所があるというこ
とが新鮮だった。自分の進路を考えるときに、紙の資料を見るだけではなく、実際に働いている人の話を
聞いたり、このような見学会に参加したりして情報を集めることの大切さを実感した。

三重大学
生物資源学部
共生環境学科
2年

北村　成美

●大成建設には「地図に残る仕事。」というCMのキャッチフレーズに魅かれていました。
●実験施設では、日本では逃れることのできない地震や津波、そして火災などの被害を少しでも軽減するた
めの実験が行われていました。その中で私がもっとも感動したのは、津波を起こすことで波が建物に与え
る影響を想定する施設です。そこでは逆さまにした台形の箱のようなものの中に水を入れ、その箱の上か
ら空気を吸引して一度水を持ち上げた後、一気に空気を放すことで波を起こしていました。こうして起き
る波によって、最大16メートルの津波のシミュレーションができるそうです。この大きさの津波は東日
本大地震の際の津波の大きさ（12～ 13メートル）を超えており、はるかに大きな津波にも対応できるよ
うな設備で実験が行われていました。このような想定を超える波の大きさは、実験への正確性だけでなく、
会社への信頼感にもつながるものだと感じました。
●ZEB実証棟には屋上だけでなく壁にもソーラーパネルを設置することで、建物に電気を供給しています。
また、太陽の光を鏡の反射によって部屋に引くことで、電気をあまり使わなくても明るくする工夫や、人
によって空調の強さを調節できる工夫など、節約も行なっていました。こうすることですでにエネルギー
消費量 0の目標を達成しているそうです。このような環境に優しい建物を作ることは長い目で見ればプ
ラスになることかもしれません。けれど今の確立していない技術段階では、リスクやコストも大きいと思
います。しかしそのリスクやコストを想定した上で、環境に優しい建物作りに踏み切ったことに大成建設
のすごさを感じました。

三重大学
生物資源学部
共生環境学科
2年

近藤　凪紗

●「地図に残る仕事。」この言葉は、とても素敵な言葉であり、このような仕事をされている方たちのお話を
聞いてみたいと思い、私は今回の見学会に参加させて頂きました。
●ZEB実証棟という年間エネルギー収支ゼロを実現している施設の案内をして頂きました。中でも、
「T-Light Cube」という太陽高度の違いに対応しながら自然光を取り入れ、室内の明るさ感を向上させる
技術が印象に残っています。どのような構造にすれば、 1年を通して同じように自然光を取り入れるこ
とができるのか。技術者の方たちのアイデアが詰まっているように感じました。ゼロエネルギーであるか
らといって、働きにくい環境であってはいけない、快適な環境であるからといって、大量のエネルギーを
消費してはいけない、ZEB実証棟はこれらの面をクリアしています。日本の消費エネルギーの40%がオ
フィスなどのビルから排出されている現在だからこそ、都市型ZEBの必要性を強く感じました。
●見学会の中では、研究室の方のお話を聴かせて頂く機会がありました。干潟の造成技術、海草、サンゴ礁
の移植技術などの水域の環境保全に関しての研究や、土壌浄化や地下水汚染に関しての研究について紹介
して頂きました。このような研究をする上で大切なことは、ある程度のレベルまで到達したら実際にその
技術を使用し、そこから問題を見つけていく。そして問題解決に繋げ、さらに良いものを創っていく。と
いった流れであるとおしゃっていました。 1つ 1つの小さな積み重ねが、「地図に残る仕事。」といった
大きなものを創っているのではないかと思いました。

京都大学
大学院農学研究科
地域環境科学専攻
博士課程
博士2年

八重樫　優太

●まず私が感心した設備が水理実験棟です。水理実験棟では、実験水槽と独自の反射波吸収装置を搭載した
多方向造波機により、 3次元に任意の波形を発生させ、実際の海洋と同じ状況を創り出し、海洋構造物に
対する潮汐・波・流れの影響を検証することが可能です。この実験棟は、ボスポラス海峡横断トンネルプロ
ジェクトの際にも活用されたそうです。また、東日本大震災以降に津波の解析需要が高まっていますが、防
波堤や海岸堤防、あるいは建物等の陸上構造物に作用する津波波力や津波による遡上・浸水の状況を再現で
きる、津波造波装置によって東日本大震災時のような大規模津波の再現が可能であり、防波堤や建物に作用
する力、建物周辺の津波の挙動等を高い精度で把握することが可能、とのことです。また、数値シミュレー
ションもおこなわれているとのことで、シミュレーションと実験を組み合わせることにより、より現象の理
解が進むことが期待されます。
●次に私が感心した技術がHybridvision（バーチャルリアリティシステム）です。Hybridvisionとは計画・
設計・施工段階で建物、都市やその性能（居住性、快適性、安全性等）を仮想体感できる画期的なシステ
ムです。建物内部をリアルスケールで擬似体感し、高度な各種シミュレーション結果（気流、照明、音な
ど）を映像と融合表示することができます。高次元の問題では、計算はできても結果の可視化が難しいと
いう問題があります。せっかく計算した結果を活かしきれないこともあります。なので、Hybridvision
という技術を用いれば、高次元の問題に対する数値シミュレーションが十分に力を発揮できるようになる
のではないかと考えています。

大成建設技術センター

九州大学
農学部
生物資源環
2年

青木　拓磨

●一番驚いたのは、大成建設というゼネコンの会社であるにも関わらず、大学のように研究もしっかりと行っ
ているということでした。やはり、企業ということもあって、現場で使えるような強度実験などはだいた
い予想できていたのですが、土壌の改良といった化学系の実験行っているということは予想外でした。実
験内容に関しては、企業ということもあって、即戦力になるようなものを行っており、やはり、利益を生
むような内容しなければならないという制約があるということを実感しました。
●様々な実験施設を実際に見学してみて、規模の大きさに驚きました。スーパーゼネコンというだけあって、
大きな仕事をするために、それなりに大きな実験する必要があるということを実感しました。大企業にな
るほど、欠陥に対する責任が大きくなるため、より念入りに、より正確に、実験を行っていると感じました。
　また、ZEB棟を見学してみて、これからの世の中はこのようなエネルギー収支が0であるような建物が必
要不可欠になっていくと考えさせられました。見学に訪れた際は、雨も降っており、エネルギー収支は0
ではなく、まだまだエネルギー収支0の建物は実現が難しいものという印象を受けたものの、そこで働く
社員の方々が何不自由なく、エネルギーを最小限にして、省エネを行っていたところには驚かされました。
●昼間の見学会では、どちらかというと研究内容に関する質問がメインであったため、実際のところの労働
環境や、ほかのゼネコン会社との比較というような質問はしづらかったのですが、懇談会のような和やか
雰囲気の中ではいろいろな質問をすることができました。また、ゼネコン関係の事だけではなく、就職活
動についてどのようなことが大事になってくるのかというようなこれからの学生生活で大切になってくる
ようなことも知ることができ、有意義な時間を過ごすことができました。

鹿児島大学
農学部
生物環境学科
4年

日吉　恵理

●昨年 2月に大成建設のシールド工法を用いたトンネルの建設現場でのインターンシップに参加させてい
ただいており、このインターンシップをきっかけに、より工学的な土木を学びたい、土木分野の知識と経
験をもっと増やしたいと思い、大学院への進学を決めました。今回は、現場で見た最新の土木技術が、技
術センターで、どのような過程を経て、実際に施工できるようになるかを拝見したいと思いました。
●大規模実験棟で、トンネル火災でのコンクリートの爆裂防止のための実験機材を見させていただきました。
実物大規模の高温でコンクリートを熱し、繊維を入れたコンクリートの耐久性を測ることができ、実際に
爆裂をするコンクリートを見て、大学での実験との規模の違いに圧倒されました。大学院での研究が環境
に配慮したコンクリートの開発をメインに行っているので、新しく開発されたコンクリートが研究所を経
て、どのように現場で使われていくかを見させていただき、今後の研究のイメージを掴むことが出来まし
た。
●最後に、今回の技術研究所の見学会に参加させていただき、直接研究員の方々とお話することもでき、現
場と研究所の違いや、土木業界のおもしろさや大変さを痛感しました。また、技術研究所では、建築や土
木分野以外にも他分野も研究をしていることに感銘を受け、大学院 2年間では、土木分野の知識をより
深めていくだけでなく、幅広い知識と経験を増やしていきたいと思います。将来、快適で環境に配慮した
生活をつくっていく土木技術者になりたいと改めて思いました。

大成建設技術センター

研究事例の紹介
（大成建設技術センター）

五十嵐寛昌副所長との意見交換
（鹿島技術研究所）
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三重大学
生物資源学部
共生環境学科
2年

庄田　帆澄

●大成建設という一つの建設会社が、地震や火災や津波、またロボットの開発や3Dプリンター、バーチャル・
リアリティーなど、本当に様々な実験施設を持ち、研究を行っていることに驚くとともに、大成建設が本
当に大きな建設会社であることを実感した。
●今回の見学会で一番印象的だったのは、ZEB実証棟である。まず、「省エネから、ゼロエネへ。」という言
葉が印象的であった。省エネはなじみのある言葉であるが、ゼロエネが、ビルそのものが自然エネルギー
を取り入れ、快適さはそのままに無駄を減らした照明・空調設備などを持つことで、ビルの消費電力をゼ
ロにするものだと説明を受けて、省エネよりもずっと画期的なものであることが分かった。さらに、太
陽の高度が変わっても、建物の中に太陽光を取り入れられるように工夫された鏡がついていたり、明るさ
が足りない時だけ電気がついたり、個人個人で空調を調節できるようになっていたりと、様々な工夫が
施されていることが分かった。エネルギーを節約しているにもかかわらず、スタイリッシュなオフィスで、
個人の快適さは増しているところに感動した。また、そんな設計を考え、実際に形にできるのがすごい
と思った。
●見学会に参加するまで、建設会社は現場のイメージが強く、漠然と建物を建てるという風に思っていたが、
それだけではないことが分かり、イメージが変わった。大学以外でも、研究を行える場所があるというこ
とが新鮮だった。自分の進路を考えるときに、紙の資料を見るだけではなく、実際に働いている人の話を
聞いたり、このような見学会に参加したりして情報を集めることの大切さを実感した。

三重大学
生物資源学部
共生環境学科
2年

北村　成美

●大成建設には「地図に残る仕事。」というCMのキャッチフレーズに魅かれていました。
●実験施設では、日本では逃れることのできない地震や津波、そして火災などの被害を少しでも軽減するた
めの実験が行われていました。その中で私がもっとも感動したのは、津波を起こすことで波が建物に与え
る影響を想定する施設です。そこでは逆さまにした台形の箱のようなものの中に水を入れ、その箱の上か
ら空気を吸引して一度水を持ち上げた後、一気に空気を放すことで波を起こしていました。こうして起き
る波によって、最大16メートルの津波のシミュレーションができるそうです。この大きさの津波は東日
本大地震の際の津波の大きさ（12～ 13メートル）を超えており、はるかに大きな津波にも対応できるよ
うな設備で実験が行われていました。このような想定を超える波の大きさは、実験への正確性だけでなく、
会社への信頼感にもつながるものだと感じました。
●ZEB実証棟には屋上だけでなく壁にもソーラーパネルを設置することで、建物に電気を供給しています。
また、太陽の光を鏡の反射によって部屋に引くことで、電気をあまり使わなくても明るくする工夫や、人
によって空調の強さを調節できる工夫など、節約も行なっていました。こうすることですでにエネルギー
消費量 0の目標を達成しているそうです。このような環境に優しい建物を作ることは長い目で見ればプ
ラスになることかもしれません。けれど今の確立していない技術段階では、リスクやコストも大きいと思
います。しかしそのリスクやコストを想定した上で、環境に優しい建物作りに踏み切ったことに大成建設
のすごさを感じました。

三重大学
生物資源学部
共生環境学科
2年

近藤　凪紗

●「地図に残る仕事。」この言葉は、とても素敵な言葉であり、このような仕事をされている方たちのお話を
聞いてみたいと思い、私は今回の見学会に参加させて頂きました。
●ZEB実証棟という年間エネルギー収支ゼロを実現している施設の案内をして頂きました。中でも、
「T-Light Cube」という太陽高度の違いに対応しながら自然光を取り入れ、室内の明るさ感を向上させる
技術が印象に残っています。どのような構造にすれば、 1年を通して同じように自然光を取り入れるこ
とができるのか。技術者の方たちのアイデアが詰まっているように感じました。ゼロエネルギーであるか
らといって、働きにくい環境であってはいけない、快適な環境であるからといって、大量のエネルギーを
消費してはいけない、ZEB実証棟はこれらの面をクリアしています。日本の消費エネルギーの40%がオ
フィスなどのビルから排出されている現在だからこそ、都市型ZEBの必要性を強く感じました。
●見学会の中では、研究室の方のお話を聴かせて頂く機会がありました。干潟の造成技術、海草、サンゴ礁
の移植技術などの水域の環境保全に関しての研究や、土壌浄化や地下水汚染に関しての研究について紹介
して頂きました。このような研究をする上で大切なことは、ある程度のレベルまで到達したら実際にその
技術を使用し、そこから問題を見つけていく。そして問題解決に繋げ、さらに良いものを創っていく。と
いった流れであるとおしゃっていました。 1つ 1つの小さな積み重ねが、「地図に残る仕事。」といった
大きなものを創っているのではないかと思いました。

京都大学
大学院農学研究科
地域環境科学専攻
博士課程
博士2年

八重樫　優太

●まず私が感心した設備が水理実験棟です。水理実験棟では、実験水槽と独自の反射波吸収装置を搭載した
多方向造波機により、 3次元に任意の波形を発生させ、実際の海洋と同じ状況を創り出し、海洋構造物に
対する潮汐・波・流れの影響を検証することが可能です。この実験棟は、ボスポラス海峡横断トンネルプロ
ジェクトの際にも活用されたそうです。また、東日本大震災以降に津波の解析需要が高まっていますが、防
波堤や海岸堤防、あるいは建物等の陸上構造物に作用する津波波力や津波による遡上・浸水の状況を再現で
きる、津波造波装置によって東日本大震災時のような大規模津波の再現が可能であり、防波堤や建物に作用
する力、建物周辺の津波の挙動等を高い精度で把握することが可能、とのことです。また、数値シミュレー
ションもおこなわれているとのことで、シミュレーションと実験を組み合わせることにより、より現象の理
解が進むことが期待されます。
●次に私が感心した技術がHybridvision（バーチャルリアリティシステム）です。Hybridvisionとは計画・
設計・施工段階で建物、都市やその性能（居住性、快適性、安全性等）を仮想体感できる画期的なシステ
ムです。建物内部をリアルスケールで擬似体感し、高度な各種シミュレーション結果（気流、照明、音な
ど）を映像と融合表示することができます。高次元の問題では、計算はできても結果の可視化が難しいと
いう問題があります。せっかく計算した結果を活かしきれないこともあります。なので、Hybridvision
という技術を用いれば、高次元の問題に対する数値シミュレーションが十分に力を発揮できるようになる
のではないかと考えています。

大成建設技術センター

九州大学
農学部
生物資源環
2年

青木　拓磨

●一番驚いたのは、大成建設というゼネコンの会社であるにも関わらず、大学のように研究もしっかりと行っ
ているということでした。やはり、企業ということもあって、現場で使えるような強度実験などはだいた
い予想できていたのですが、土壌の改良といった化学系の実験行っているということは予想外でした。実
験内容に関しては、企業ということもあって、即戦力になるようなものを行っており、やはり、利益を生
むような内容しなければならないという制約があるということを実感しました。
●様々な実験施設を実際に見学してみて、規模の大きさに驚きました。スーパーゼネコンというだけあって、
大きな仕事をするために、それなりに大きな実験する必要があるということを実感しました。大企業にな
るほど、欠陥に対する責任が大きくなるため、より念入りに、より正確に、実験を行っていると感じました。
　また、ZEB棟を見学してみて、これからの世の中はこのようなエネルギー収支が0であるような建物が必
要不可欠になっていくと考えさせられました。見学に訪れた際は、雨も降っており、エネルギー収支は0
ではなく、まだまだエネルギー収支0の建物は実現が難しいものという印象を受けたものの、そこで働く
社員の方々が何不自由なく、エネルギーを最小限にして、省エネを行っていたところには驚かされました。
●昼間の見学会では、どちらかというと研究内容に関する質問がメインであったため、実際のところの労働
環境や、ほかのゼネコン会社との比較というような質問はしづらかったのですが、懇談会のような和やか
雰囲気の中ではいろいろな質問をすることができました。また、ゼネコン関係の事だけではなく、就職活
動についてどのようなことが大事になってくるのかというようなこれからの学生生活で大切になってくる
ようなことも知ることができ、有意義な時間を過ごすことができました。

鹿児島大学
農学部
生物環境学科
4年

日吉　恵理

●昨年 2月に大成建設のシールド工法を用いたトンネルの建設現場でのインターンシップに参加させてい
ただいており、このインターンシップをきっかけに、より工学的な土木を学びたい、土木分野の知識と経
験をもっと増やしたいと思い、大学院への進学を決めました。今回は、現場で見た最新の土木技術が、技
術センターで、どのような過程を経て、実際に施工できるようになるかを拝見したいと思いました。
●大規模実験棟で、トンネル火災でのコンクリートの爆裂防止のための実験機材を見させていただきました。
実物大規模の高温でコンクリートを熱し、繊維を入れたコンクリートの耐久性を測ることができ、実際に
爆裂をするコンクリートを見て、大学での実験との規模の違いに圧倒されました。大学院での研究が環境
に配慮したコンクリートの開発をメインに行っているので、新しく開発されたコンクリートが研究所を経
て、どのように現場で使われていくかを見させていただき、今後の研究のイメージを掴むことが出来まし
た。
●最後に、今回の技術研究所の見学会に参加させていただき、直接研究員の方々とお話することもでき、現
場と研究所の違いや、土木業界のおもしろさや大変さを痛感しました。また、技術研究所では、建築や土
木分野以外にも他分野も研究をしていることに感銘を受け、大学院 2年間では、土木分野の知識をより
深めていくだけでなく、幅広い知識と経験を増やしていきたいと思います。将来、快適で環境に配慮した
生活をつくっていく土木技術者になりたいと改めて思いました。

大成建設技術センター

研究事例の紹介
（大成建設技術センター）

五十嵐寛昌副所長との意見交換
（鹿島技術研究所）
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帯広畜産大学
畜産学部
畜産科学科
3年

上野山　藍

●大学で農業土木を学び、就職先として建築・土木系を考えている中で、一度研究所の雰囲気や働き方など
を見てみたいと思い応募しました。
●西調布実験場は、業界最大規模の実験施設とあって、振動実験棟やコンクリート・風洞実験棟、大型構造
実験棟など多くの大型研究施設が立ち並んでおり、圧巻の広さでした。その中でも、私が興味をもったの
が防災の分野です。日本は地震や津波など自然災害が多いため、鹿島技術研究所では自然災害が都市の建
築物に与える影響などが研究されていました。例えば、高性能三次元振動台という設備では、三次元にゆ
らすことで地震動の高精度な再現が可能なそうです。私は昔、長周期地震動で振り子のように揺れる高層
ビルをテレビで見て不安を覚えたことがありました。そのため、今回高性能三次元振動台を使ってその影
響を抑える研究開発が進められていることを知り、鹿島技術研究所がもっている地震に対する技術力の高
さを感じました。
●また、風洞実験室もとても印象的です。風洞実験室は、大型風洞を用いて構造物や周辺環境に作用する風
の影響を調査・検証する研究施設です。今回は大型風洞の実物を見ることはできませんでしたが、実験に
使用する都市の模型を観察させていただきました。その模型は、高層ビルの細部まで緻密に再現されてあ
りました。特に驚いたのが、窓が受ける風圧を測定するために、窓のある個所それぞれにセンサーが取り
付けられてあったことです。私はこれまで構造物が受ける風の影響を考えたことがありませんでした。だ
からこそ、センサーを一つずつ取り付け実験する地道な作業が基礎となって、現在の都市の高層ビル群が
成り立っていることを実感しました。
●私は今まで大学で農業土木に興味を持って勉強してきましたが、今回は土木だけでなく、建築の面白さも
感じることができ、とても勉強になりました。見学の最後には、研究所の方々から話を伺う機会もいただ
き、研究所の雰囲気や働き方を垣間見ることができました。今回の見学を活かし、今後の進路の参考にし
たいと思っています。

帯広畜産大学
畜産学部
畜産科学科
3年

神谷　真優

●振動実験棟では地震動の高精度な再現、長周期での大振幅の揺れなど、多様な要求に応える高性能 3次
元振動台 “W-DECKER” が設置されていた。地震動を再現する主振動台と超高層ビルなどでの揺れを再
現する長周期振動台を組み合わせた 2段重ね方式がとられており、国内最高水準の性能を持つという。
霞が関ビルをはじめとする超高層ビル建設に強い鹿島建設の技術の最先端を見ることができた。
●続いて案内されたのがコンクリート•風洞実験棟である。ここで最も印象的だったのは、屋上庭園でみた
建物緑化に関する研究だ。ヒートアイランド現象の緩和などの観点から緑化への関心が高まる中で、鹿島
技術研究所が開発した人工地盤緑化培養土 “ケイソイル” をはじめとする様々な緑化資材を紹介して頂い
た。
●企業の技術が社会のニーズに多面的にアプローチしていることに非常に感心した。その後、大型風洞の実
験部屋も見学させて頂いた。隣接する実験棟に移り、大型構造実験棟へ入った。構造物の強度や耐震性能
を検証する施設で、棟内には広々とした空間がありその中で各種安全性の検証が行われていた。大型クレー
ンが動くたびに警告音が響き渡り、建設現場にいるような臨場感で作業の見学をした。
●一通りの実験棟の見学を終えて、初めの展示・実験棟に戻ってきた後、鹿島技術所副所長の方をはじめ
とする職員さん方との質疑応答の時間があった。ここでは実際に働く方の生の声を聞くことができた。
研究所ではチームを組んで仕事をしており、風通しのいいメリハリのある職場だとお聞きした。今回の
見学会に参加してみて、実際に足を運ばないと知ることができないことを沢山聞くことができたため非
常に有意義な時間を過ごせたと感じた。またこのような機会があればぜひ知人や後輩に勧めたいと思
う。

北里大学
獣医学部
生物環境科学科
2年

岡野　優美子

●今回見学して、普段土木を中心に学んでいない私にとって、土木業界が人の生活のための技術が集積した
世界であることに目から鱗でした。さらに、そうした技術が直接世の中に還元されていることに非常に強
く惹きつけられました。
　人の生活の基盤には、安心で快適な環境が求められます。現代のわが国では構造物の老朽化が問題になっ
ており、少子高齢化に伴う技術者の減少などの面で、構造物は高品質なもの、維持管理のしやすさや寿命
が長いものが求められます。また、甚大な被害が予測される大震災では、建物やインフラの強靭化が人命
に関わる重要なものとなります。さらに、土木建設業界が解決できる環境問題として省エネルギー化、ヒー
トアイランド現象の緩和などがあります。こうした様々な課題に対し、実験施設では真剣に研究所全体で
解決に取り組まれていました。そうしてここで培われた鹿島独自の技術が、構造物の完成によって世の中
に還元されるのです。
●例えば地震が多い日本では、地震に関する研究が重要となります。ここでは地震動の高精度な再現や長周
期地震動の再現ができる高性能三次元振動台W-DECKER、土構造物の挙動を縮小模型で再現できる遠心
模型実験装置で研究を行っていました。こうした研究により、予測される大きな揺れに耐える構造物の建
造が可能となり、その中にいる人の安全の確保やその後の生活への影響の最小化が実現できます。さらに、
構造物を建造する前と後で発生する風を予測するための風洞実験室では、都市ならではのビル風など風環
境の影響について調査していました。他にも構造物の耐久性の実験施設など、様々な施設で実験が行われ
ていました。
　私たちは、環境を保全することによって基盤としても文化的にも豊かな生活を享受することができます。
私は環境について学ぶうち、自然環境の適正な管理によって人の生活への快適性に貢献できる仕事がした
いと考えるようになりました。ここで今回鹿島技術研究所を見学し、『人の生活』を中心とした産業に触
れたことで、環境のことだけでなく、多くの人が快適に生活する基盤の整備の重要性を知り、そのために
培った技術を還元できる可能性は大きなポイントだと思います。さらに、この研究所では、未来を見据え
た研究を行える環境が整っていることが注目すべき大きな魅力と感じました。

東京農工大学
大学院　農学府 
国際環境農学専攻
院1年

江口　慧

●最初に驚いたのが、高性能三次元振動台です。三次元に振動をさせることができ、様々な振動を再現でき
るということには感銘を受けました。特に近年、問題となっている長周期振動を再現できる点には驚かさ
れました。このような社会のニーズに応えた実験装置を作成している点は企業の研究所の大きな特徴なの
だなと感じました。次に見学を行った屋上緑化の部分においても環境問題への考慮が必要となっている社
会のニーズに適応をしていると感じました。
●次に興味深いと感じたのが、開発された製品のネーミングについてです。研究開発されたコンクリート
はコンクリート自身がCO2を削減するものや耐久性が長いものなど素晴らしい性能を持っているものでし
た。そして、その製品のネーミングが「長寿命化コンクリート EIEN（エイエン）」、「CO2-SUICOM（ス
イコム）」といったように名前を見ただけでその製品の性能がわかる非常におもしろいものでした。分か
りやすいネーミングは私たちのような一般の人たちにとって親しみやすく、その製品の凄さがわかりやす
くなると感じ、非常の良い印象を与えると思います。後に行われた質問会においてそのような名前は開発
グループが考えていると伺いました。研究開発の現場は固いイメージがあったのですが、そのような話を
聞き、楽しく真剣に開発を行っているのだと感じました。
●今後、自分が研究を行っていく上で自分の研究が社会の役に立っているのかなど意義についてさらに深く
考える非常に良いきっかけとなりました。

東京農工大学
農学府
農業工学専攻
修士1年

関野　良

●研究に日々触れ続け “研究＝終わりなき探求” というイメージが固定概念としてあり、どうしても何か製
品を作り出す “ものづくり” とは遠く離れたもののように感じていました。また、研究内容も直接土木に
関わるものではありません。どうすれば土木に携われるだろうと考えたとき、今回の見学会のお話を聞い
て「これだ！」と思いました。土やコンクリートだけでなく、ビル風や屋上緑化といった様々なアプロー
チの研究に、自分の貢献できるものがあるのではないかと思ったからです。実際に研究所を見学してみて、
“ものづくり” が確かにあることを実感しました。研究所でビルを建てているわけではないですが、研究
所にはビルを安全に作る技術がありました。ビルが街に親しまれるような技術や大きな地震でも中の人
が安全な技術がありました。まさしく技術を作る現場です。直接ものづくりに携わるのではなく、技術
を作ることでより良いものづくりに貢献できることは、この見学に参加しなければ知ることができませ
んでした。
●見学して一番印象に残ったものは屋上緑化です。これも土木なのかと驚きました。芝生や花壇だけでなく、
ビオトープや畑のエリアもありました。これは、土木ではなく農業土木を学んできた私の強みを活かせる
場なのだと感じています。また、工事で出た廃材を花壇の岩などに活用する取り組みに非常に興味が湧き
ました。さらにその岩はとても軽く女の子でも片手で持てるほどであったため、荷重制限のある屋上緑化
に適していたことに驚愕したのは今でも印象に残っています。いかに軽量化するかだけでなく、環境負荷
をいかに小さくできるかまで考慮していることに感心しました。

高知大学
農林海洋科学部
農林資源環境科学科
生産環境管理学領域
3年

桶谷　昌宏

●現在大学３年生の私は、この時期、就職活動として様々な企業のインターンシップや説明会に参加してい
ます。また、私は土木・環境系のコースに所属しており、就職先としてゼネコンを視野に入れていること
もあり今回の鹿島建設技術研究所見学会に応募させていただきました。今回の研究所見学会では通常の会
社説明だけでなく、研究所内部の施設や仕事の内容に至るまでを詳しく教えていただき、非常に参考にな
りました。この研究所見学をこれからの私の就職先の決定に活かし、自分に合う最適な企業選びができた
らと思います。
●一方で、土木業界はこれから大幅な技術者の減少が懸念されています。人口が減る我が国、我が土木業
界で、どう人手不足に対応するのかもゼネコンの大きな課題になることと思われます。そこで、鹿島研
究所で見せていただいた最新のAI技術やIoT技術が人手不足解消の要になることでしょう。まだまだ発展
段階の先端技術分野を早急に実用レベルまで持ち上げることが喫緊の課題であることは言うまでもあり
ません。そして、それと同時に「土木・建設」という業界を多くの若者に認識してもらうことが必要です。
大手ゼネコンはユニークなCM等によりその働きかけをしていることが伺えますが、なかなか若者には伝
わっていないのが現状です。これは、「土木＝泥臭い仕事」という固定概念が根付いていることが原因と
私は考えています。これからは、今までとは違う「新しい土木業界」として、各企業が少しずつ業界全
体の印象を変えていく必要があると私は思います。

鹿児島大学
大学院農学研究科
生物環境学専攻
修士1年

篠原　健吾

●まず、振動実験棟に行き、高性能 3次元振動台W-DECKERを見学した。本体は模型に隠れて確認できな
かったが、非常に大きな装置であることがうかがえた。 3次元的に振動を再現できるため、より正確に
地震の影響を調べることが可能になったという。現時点での最先端の実験装置を素早く導入し、研究して
いくことは非常に難しいことであり、研究所の規模の大きさを実感した。
●次に、コンクリート・風洞実験棟の屋上へ上り、屋上緑化を紹介していただいた。季節柄、青々と生い茂っ
た様子は観察できなかったものの、屋上に広がるケイソイルの地面とその上に定植された常緑樹を見学
できた。雨水を利用して効率的に水やりをするシステムや、壁面に定植する技術などがあり、都市のヒー
トアイランド現象緩和にむけた取り組みとして進展していく、将来性の大きい研究分野だと感じた。
●次に、同実験棟内の風洞実験室へ移動した。主に都市の空間に建造物を建設する際、風が建物に及ぼす影
響は大きく、模型実験で風の空間的分布を把握する必要がある。また風が均一な分布で模型に当たるよう
に、プロペラから長く距離をとり、数枚のフィルターを用いて風を均す。さらに空間的な影響を評価する
ために対象物に多くの穴をあけ、チューブを通して風速を多点観測する。実際に用いられた実験模型が展
示してあり、研究内容の理解に役立った。この研究に関しては今後、コンピュータによる数値計算技術の
さらなる発展により簡便で精度の高い検討が可能になるのではないかと感じた。その他にも、大型構造実
験棟やコンクリート展示コーナーを見学させていただき、充実した見学会であった。

鹿島技術研究所
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帯広畜産大学
畜産学部
畜産科学科
3年

上野山　藍

●大学で農業土木を学び、就職先として建築・土木系を考えている中で、一度研究所の雰囲気や働き方など
を見てみたいと思い応募しました。
●西調布実験場は、業界最大規模の実験施設とあって、振動実験棟やコンクリート・風洞実験棟、大型構造
実験棟など多くの大型研究施設が立ち並んでおり、圧巻の広さでした。その中でも、私が興味をもったの
が防災の分野です。日本は地震や津波など自然災害が多いため、鹿島技術研究所では自然災害が都市の建
築物に与える影響などが研究されていました。例えば、高性能三次元振動台という設備では、三次元にゆ
らすことで地震動の高精度な再現が可能なそうです。私は昔、長周期地震動で振り子のように揺れる高層
ビルをテレビで見て不安を覚えたことがありました。そのため、今回高性能三次元振動台を使ってその影
響を抑える研究開発が進められていることを知り、鹿島技術研究所がもっている地震に対する技術力の高
さを感じました。
●また、風洞実験室もとても印象的です。風洞実験室は、大型風洞を用いて構造物や周辺環境に作用する風
の影響を調査・検証する研究施設です。今回は大型風洞の実物を見ることはできませんでしたが、実験に
使用する都市の模型を観察させていただきました。その模型は、高層ビルの細部まで緻密に再現されてあ
りました。特に驚いたのが、窓が受ける風圧を測定するために、窓のある個所それぞれにセンサーが取り
付けられてあったことです。私はこれまで構造物が受ける風の影響を考えたことがありませんでした。だ
からこそ、センサーを一つずつ取り付け実験する地道な作業が基礎となって、現在の都市の高層ビル群が
成り立っていることを実感しました。
●私は今まで大学で農業土木に興味を持って勉強してきましたが、今回は土木だけでなく、建築の面白さも
感じることができ、とても勉強になりました。見学の最後には、研究所の方々から話を伺う機会もいただ
き、研究所の雰囲気や働き方を垣間見ることができました。今回の見学を活かし、今後の進路の参考にし
たいと思っています。

帯広畜産大学
畜産学部
畜産科学科
3年

神谷　真優

●振動実験棟では地震動の高精度な再現、長周期での大振幅の揺れなど、多様な要求に応える高性能 3次
元振動台 “W-DECKER” が設置されていた。地震動を再現する主振動台と超高層ビルなどでの揺れを再
現する長周期振動台を組み合わせた 2段重ね方式がとられており、国内最高水準の性能を持つという。
霞が関ビルをはじめとする超高層ビル建設に強い鹿島建設の技術の最先端を見ることができた。
●続いて案内されたのがコンクリート•風洞実験棟である。ここで最も印象的だったのは、屋上庭園でみた
建物緑化に関する研究だ。ヒートアイランド現象の緩和などの観点から緑化への関心が高まる中で、鹿島
技術研究所が開発した人工地盤緑化培養土 “ケイソイル” をはじめとする様々な緑化資材を紹介して頂い
た。
●企業の技術が社会のニーズに多面的にアプローチしていることに非常に感心した。その後、大型風洞の実
験部屋も見学させて頂いた。隣接する実験棟に移り、大型構造実験棟へ入った。構造物の強度や耐震性能
を検証する施設で、棟内には広々とした空間がありその中で各種安全性の検証が行われていた。大型クレー
ンが動くたびに警告音が響き渡り、建設現場にいるような臨場感で作業の見学をした。
●一通りの実験棟の見学を終えて、初めの展示・実験棟に戻ってきた後、鹿島技術所副所長の方をはじめ
とする職員さん方との質疑応答の時間があった。ここでは実際に働く方の生の声を聞くことができた。
研究所ではチームを組んで仕事をしており、風通しのいいメリハリのある職場だとお聞きした。今回の
見学会に参加してみて、実際に足を運ばないと知ることができないことを沢山聞くことができたため非
常に有意義な時間を過ごせたと感じた。またこのような機会があればぜひ知人や後輩に勧めたいと思
う。

北里大学
獣医学部
生物環境科学科
2年

岡野　優美子

●今回見学して、普段土木を中心に学んでいない私にとって、土木業界が人の生活のための技術が集積した
世界であることに目から鱗でした。さらに、そうした技術が直接世の中に還元されていることに非常に強
く惹きつけられました。
　人の生活の基盤には、安心で快適な環境が求められます。現代のわが国では構造物の老朽化が問題になっ
ており、少子高齢化に伴う技術者の減少などの面で、構造物は高品質なもの、維持管理のしやすさや寿命
が長いものが求められます。また、甚大な被害が予測される大震災では、建物やインフラの強靭化が人命
に関わる重要なものとなります。さらに、土木建設業界が解決できる環境問題として省エネルギー化、ヒー
トアイランド現象の緩和などがあります。こうした様々な課題に対し、実験施設では真剣に研究所全体で
解決に取り組まれていました。そうしてここで培われた鹿島独自の技術が、構造物の完成によって世の中
に還元されるのです。
●例えば地震が多い日本では、地震に関する研究が重要となります。ここでは地震動の高精度な再現や長周
期地震動の再現ができる高性能三次元振動台W-DECKER、土構造物の挙動を縮小模型で再現できる遠心
模型実験装置で研究を行っていました。こうした研究により、予測される大きな揺れに耐える構造物の建
造が可能となり、その中にいる人の安全の確保やその後の生活への影響の最小化が実現できます。さらに、
構造物を建造する前と後で発生する風を予測するための風洞実験室では、都市ならではのビル風など風環
境の影響について調査していました。他にも構造物の耐久性の実験施設など、様々な施設で実験が行われ
ていました。
　私たちは、環境を保全することによって基盤としても文化的にも豊かな生活を享受することができます。
私は環境について学ぶうち、自然環境の適正な管理によって人の生活への快適性に貢献できる仕事がした
いと考えるようになりました。ここで今回鹿島技術研究所を見学し、『人の生活』を中心とした産業に触
れたことで、環境のことだけでなく、多くの人が快適に生活する基盤の整備の重要性を知り、そのために
培った技術を還元できる可能性は大きなポイントだと思います。さらに、この研究所では、未来を見据え
た研究を行える環境が整っていることが注目すべき大きな魅力と感じました。

東京農工大学
大学院　農学府 
国際環境農学専攻
院1年

江口　慧

●最初に驚いたのが、高性能三次元振動台です。三次元に振動をさせることができ、様々な振動を再現でき
るということには感銘を受けました。特に近年、問題となっている長周期振動を再現できる点には驚かさ
れました。このような社会のニーズに応えた実験装置を作成している点は企業の研究所の大きな特徴なの
だなと感じました。次に見学を行った屋上緑化の部分においても環境問題への考慮が必要となっている社
会のニーズに適応をしていると感じました。
●次に興味深いと感じたのが、開発された製品のネーミングについてです。研究開発されたコンクリート
はコンクリート自身がCO2を削減するものや耐久性が長いものなど素晴らしい性能を持っているものでし
た。そして、その製品のネーミングが「長寿命化コンクリート EIEN（エイエン）」、「CO2-SUICOM（ス
イコム）」といったように名前を見ただけでその製品の性能がわかる非常におもしろいものでした。分か
りやすいネーミングは私たちのような一般の人たちにとって親しみやすく、その製品の凄さがわかりやす
くなると感じ、非常の良い印象を与えると思います。後に行われた質問会においてそのような名前は開発
グループが考えていると伺いました。研究開発の現場は固いイメージがあったのですが、そのような話を
聞き、楽しく真剣に開発を行っているのだと感じました。
●今後、自分が研究を行っていく上で自分の研究が社会の役に立っているのかなど意義についてさらに深く
考える非常に良いきっかけとなりました。

東京農工大学
農学府
農業工学専攻
修士1年

関野　良

●研究に日々触れ続け “研究＝終わりなき探求” というイメージが固定概念としてあり、どうしても何か製
品を作り出す “ものづくり” とは遠く離れたもののように感じていました。また、研究内容も直接土木に
関わるものではありません。どうすれば土木に携われるだろうと考えたとき、今回の見学会のお話を聞い
て「これだ！」と思いました。土やコンクリートだけでなく、ビル風や屋上緑化といった様々なアプロー
チの研究に、自分の貢献できるものがあるのではないかと思ったからです。実際に研究所を見学してみて、
“ものづくり” が確かにあることを実感しました。研究所でビルを建てているわけではないですが、研究
所にはビルを安全に作る技術がありました。ビルが街に親しまれるような技術や大きな地震でも中の人
が安全な技術がありました。まさしく技術を作る現場です。直接ものづくりに携わるのではなく、技術
を作ることでより良いものづくりに貢献できることは、この見学に参加しなければ知ることができませ
んでした。
●見学して一番印象に残ったものは屋上緑化です。これも土木なのかと驚きました。芝生や花壇だけでなく、
ビオトープや畑のエリアもありました。これは、土木ではなく農業土木を学んできた私の強みを活かせる
場なのだと感じています。また、工事で出た廃材を花壇の岩などに活用する取り組みに非常に興味が湧き
ました。さらにその岩はとても軽く女の子でも片手で持てるほどであったため、荷重制限のある屋上緑化
に適していたことに驚愕したのは今でも印象に残っています。いかに軽量化するかだけでなく、環境負荷
をいかに小さくできるかまで考慮していることに感心しました。

高知大学
農林海洋科学部
農林資源環境科学科
生産環境管理学領域
3年

桶谷　昌宏

●現在大学３年生の私は、この時期、就職活動として様々な企業のインターンシップや説明会に参加してい
ます。また、私は土木・環境系のコースに所属しており、就職先としてゼネコンを視野に入れていること
もあり今回の鹿島建設技術研究所見学会に応募させていただきました。今回の研究所見学会では通常の会
社説明だけでなく、研究所内部の施設や仕事の内容に至るまでを詳しく教えていただき、非常に参考にな
りました。この研究所見学をこれからの私の就職先の決定に活かし、自分に合う最適な企業選びができた
らと思います。
●一方で、土木業界はこれから大幅な技術者の減少が懸念されています。人口が減る我が国、我が土木業
界で、どう人手不足に対応するのかもゼネコンの大きな課題になることと思われます。そこで、鹿島研
究所で見せていただいた最新のAI技術やIoT技術が人手不足解消の要になることでしょう。まだまだ発展
段階の先端技術分野を早急に実用レベルまで持ち上げることが喫緊の課題であることは言うまでもあり
ません。そして、それと同時に「土木・建設」という業界を多くの若者に認識してもらうことが必要です。
大手ゼネコンはユニークなCM等によりその働きかけをしていることが伺えますが、なかなか若者には伝
わっていないのが現状です。これは、「土木＝泥臭い仕事」という固定概念が根付いていることが原因と
私は考えています。これからは、今までとは違う「新しい土木業界」として、各企業が少しずつ業界全
体の印象を変えていく必要があると私は思います。

鹿児島大学
大学院農学研究科
生物環境学専攻
修士1年

篠原　健吾

●まず、振動実験棟に行き、高性能 3次元振動台W-DECKERを見学した。本体は模型に隠れて確認できな
かったが、非常に大きな装置であることがうかがえた。 3次元的に振動を再現できるため、より正確に
地震の影響を調べることが可能になったという。現時点での最先端の実験装置を素早く導入し、研究して
いくことは非常に難しいことであり、研究所の規模の大きさを実感した。
●次に、コンクリート・風洞実験棟の屋上へ上り、屋上緑化を紹介していただいた。季節柄、青々と生い茂っ
た様子は観察できなかったものの、屋上に広がるケイソイルの地面とその上に定植された常緑樹を見学
できた。雨水を利用して効率的に水やりをするシステムや、壁面に定植する技術などがあり、都市のヒー
トアイランド現象緩和にむけた取り組みとして進展していく、将来性の大きい研究分野だと感じた。
●次に、同実験棟内の風洞実験室へ移動した。主に都市の空間に建造物を建設する際、風が建物に及ぼす影
響は大きく、模型実験で風の空間的分布を把握する必要がある。また風が均一な分布で模型に当たるよう
に、プロペラから長く距離をとり、数枚のフィルターを用いて風を均す。さらに空間的な影響を評価する
ために対象物に多くの穴をあけ、チューブを通して風速を多点観測する。実際に用いられた実験模型が展
示してあり、研究内容の理解に役立った。この研究に関しては今後、コンピュータによる数値計算技術の
さらなる発展により簡便で精度の高い検討が可能になるのではないかと感じた。その他にも、大型構造実
験棟やコンクリート展示コーナーを見学させていただき、充実した見学会であった。
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