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（産業技術総合研究所）・高橋直樹（三井住友建設）・竹村貴人（日本大学） ................... 145 

74 来待砂岩の堆積構造と力学異方性に関する研究－弾性波速度・一軸圧縮強度の異方性につ

いて 

○朴 赫・高橋 学（産業技術総合研究所）・藤井幸泰（深田地質研究所）・高橋直樹（三井住

友建設）・竹村貴人（日本大学） ............................................................................................. 147 

75 封圧下における来待砂岩の強度・変形特性 

○高橋直樹（三井住友建設）・高橋 学（産業技術総合研究所）・藤井幸泰・（深田地質研究所）・

竹村貴人（日本大学）・朴 赫（産業技術総合研究所） ......................................................... 149 

76 来待砂岩における三軸伸張試験後割れ目の破断面解析 

○藤井幸泰（深田地質研究所）・高橋直樹（三井住友建設）・高橋 学（産業技術総合研究所）・

竹村貴人（日本大学）・朴 赫（産業技術総合研究所） ......................................................... 151 

77 固結砂岩の堆積構造と力学異方性の関係 

○竹村貴人（日本大学）・藤井幸泰（深田地質研究所）・朴 赫・高橋 学（産業技術総合研究

所）・高橋直樹（三井住友建設） ............................................................................................. 153 

 

〔調査・計測（2） 13:00～14:00〕 

78 乾燥に伴う軟岩の弾性波速度の異方性について 

○長田昌彦（埼玉大学）・T.N.Illankoon（元 埼玉大学）・N.M.Adikaram（埼玉大学） ....... 155 

79 簡易反発硬度試験機および色彩色差計を用いたコンクリート骨材評価手法の検討 

○宇津木慎司・鶴田亮介・山本浩之・大沼和弘（ハザマ） .................................................. 157 

80 膨潤性泥軟岩の膨潤圧評価法とそれに基づく斜面安定性への応用に関する 2，3 の検討 

○滝田武司・梅村 順（日本大学） .......................................................................................... 159 

81 線状調査結果による岩盤亀裂三次元分布の推定方法とその適用 

○西 琢郎（清水建設） ............................................................................................................. 161 

82 発達する割れ目の幾何学的構造が透水特性に与える影響 

○安 昶完・長田昌彦（埼玉大学）・朴 赫・高橋 学（産業技術総合研究所） ................... 163 

 

〔調査・計測（3） 14:10～15:25〕 

83 弾性波トモグラフィによる開口亀裂性岩盤の定量的区分 

松浦好孝・嶋崎浩二（福井県）・深水正康・長瀬武英（福井県嶺南振興局河内川ダム建設事



務所）・○遠藤修実・上水文仁（ニュージェック） ............................................................... 165 

84 汎用型ボアホールカメラの全地質への適応性 

太田 保（復建技術コンサルタント）・原口 強（大阪市立大学）・国松 直（産業技術総合研

究所）・○原重守（淞南ダイア）・山田 司（ドーコン）・銭谷竜一（住鉱コンサルタント）

 .................................................................................................................................................. 167 

85 濁水中での汎用型ボアホールカメラの撮影方法の検討 

○山田 司（ドーコン）・銭谷竜一（住鉱コンサルタント）・太田 保（復建技術コンサルタン

ト）・国松 直（産業技術総合研究所）・佐々木孝幸（佐々木 ボーリング工業）・齋藤重則（仙

台技術サービス） ...................................................................................................................... 169 

86 汎用型ボアホールカメラを用いた岩盤の不連続性評価について 

○佐々木孝幸（佐々木ボーリング工業）・国松 直（産業技術総合研究所）・原口 強（大阪市

立大学）・太田 保（復建技術コンサルタント）・銭谷竜一（住鉱コンサルタント）・齋藤重則

（仙台技術サービス） .............................................................................................................. 171 

87 不連続性岩盤を対象とした初期地圧測定 －円錐孔底ひずみ法の適用－ 

○坪田裕至・家島大輔・國西達也・清水雄一（中国電力）・山口浩司（中電技術コンサルタ

ント） ......................................................................................................................................... 173 

88 高齢化およびコストダウン対策のコア観察装置 

○赤井静夫・塩野敏昭・小林保夫・赤井理一郎・（北信ボーリング） ................................. 175 

 

〔調査・計測（4） 15:35～16:50〕 

89 空港における物理探査事例 

菅野高弘・中澤博志（港湾空港技術研究所）・○高木俊男・山田和弘・池田哲哉（復建調査

設計） ......................................................................................................................................... 177 

90 微動探査法による都市密集市街地での深部地下構造探査 

○南 雄一郎（大阪市立大学）・松岡達郎 （大阪市立大学，ジオックスコンサルタント）・原

口 強（大阪市立大学）・元木健太（国際航業） ..................................................................... 179 

91 チェーンアレー微動探査法による上町断層地下構造のイメージング 

○原口 強（大阪市立大学）・松岡達郎（大阪市立大学，ジオックスコンサルタント）・南 雄

一郎（大阪市立大学）・小野雅弘（住鉱コンサルタント） .................................................... 181 

92 地下レーダー探査を用いた舗装背面の空洞調査事例 

○渡邊弘志・田村浩行・高橋貴子（応用地質） ..................................................................... 183 

93 瀬戸内海西部海域における活断層の発見とそのテクトニクスについて 

○田中雅章・小西克文・國西達也・清水雄一（中国電力）・高智英二郎（総合地質調査）

 .................................................................................................................................................... 185 

94 2 時期の DEM を用いた数値地形画像解析により推定した、2008 年岩手・宮城内陸地震の

震源域における広域的地表変動 

○向山 栄・本間信一・江川真史（国際航業） ....................................................................... 187 
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P3 石造五輪塔で見る岩種による風化速度の違い 
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P4 二酸化炭素地中貯留サイトを対象とした地質情報の整理～海外と日本との比較～ 

田中姿郎・海江田秀志（電力中央研究所）・○近藤はるか・橋本 励・堀川滋雄・新沼岩保（サ
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P5 山岳トンネル工事における集中湧水リスク低減のための施工中調査・対策に関する事例分
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○金沢 淳・倉橋稔幸・佐々木靖人（土木研究所） ............................................................... 197 

P6 更新統砂層の層相と物性値のばらつき 
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P7 東京湾臨海地区における地質ボーリングに基づく中・上部更新統の堆積環境と土質特性 

○磯前陽介・竹村貴人・小坂和夫（日本大学）・林 武司（秋田大学）・大里重人（土質リサ
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P8 ボーリング試料で確認される既設河川堤防材料の起源と材料特性 
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P9 新潟県上越市牧地域の地質・地質構造 
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P10 山口県美祢市秋芳洞における巨大落石群の地質学的研究 

○八木達也・田中和広（山口大学） ........................................................................................ 207 

P11 断層プロセスゾーンを考慮した断層運動シミュレーション－平成７年兵庫県南部地震

（Mj7.3）を例に－ 

○山口祐貴子・金折裕司（山口大学） .................................................................................... 209 

P12  1927 年北丹後地震（Mj7.3）－郷村断層と山田断層のテクトニクス－ 

○今井利宗・金折裕司（山口大学） ........................................................................................ 211 

P13 島根県南西部，弥畝山西断層と都茂断層のテクトニックインバージョンと性状 

○相山光太郎・金折裕司（山口大学） .................................................................................... 213 

P14 宍道断層東端付近における断層の活動性評価 

黒岡浩平・広兼修治・吉次真一（中国電力）・○藤木淳司・畑 修次（中電技術コンサルタン

ト）・田中竹延（阪神コンサルタンツ） .................................................................................. 215 

P15 宍道断層西端付近における断層の活動性評価 



黒岡浩平・伊藤友司・吉次真一（中国電力）・○永瀬昌宏・藤木淳司（中電技術コンサルタ

ント），田中 竹延（阪神コンサルタンツ） .......................................................................... 217 

P16 概要調査に向けた断層の水理特性の調査・評価手法に関する検討：（1）プロジェクトの

進捗状況 

○後藤淳一・三和 公・土 宏之（原子力発電環境整備機構）・唐崎建二（ローレンスバーク

レー国立研究所）・木方建造（電力中央研究所） ................................................................... 219 

P17 概要調査に向けた断層の水理特性の調査・評価手法に関する検討：（2）断層のタイプ分

類に基づく検討 

○田中姿郎・木方建造・宮川公雄・佃 十宏（電力中央研究所）・後藤淳一（原子力発電環境

整備機構）・吉村実義（ダイヤコンサルタント） ................................................................... 221 

P18 概要調査に向けた断層の水理特性の調査・評価手法に関する検討：（3） ヘイワード断層
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