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本会は会員相互の親睦・交流を図るとともに情報交換、技術交流を推進し母校の隆盛と
工業の発展に寄与することを目的とします。

2008年6月8日、岐阜大学工業倶楽部関東支部は設立されました。
関東支部の活動についてお伝えします。

◆

第9回総会・講演会・懇親会
2016年6月25日（土）

案内

13時より

シーサイドホテル芝弥生（2 階あかつきの間）、(11 階ふじの間）にて開催
品川区西五反田 8 - 4 - 13 (詳細は4ページをご覧下さい。)
是非参加をお願い致します。
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1. ごあいさつ

陽春の候、関東支部正会員・会員の皆様にはそれぞれの御立場でご活躍のことと思います。
日頃は、関東支部に対し正会員の皆様、岐阜大学、岐阜大学工学部、岐阜大学工業倶楽部より
多大なご支援・ご協力を賜り衷心より厚く御礼申し上げます。
昨年１１月、岐阜大学にて開催されました岐阜大学工業倶楽部設立７０周年記念行事、関東支部を
はじめ各地より多数の皆様のご出席頂き盛大に行われ、岐阜大学工学部出身という強い絆を再確認
致しました。
さて、関東支部では第９回定期総会・講演会・懇親会を来る６月２５日（土）１３時より、昨年までの
会場が耐震関係で使用出来ぬため会場を「芝浦 シーサイドホテル芝弥生 （ＪＲ浜松町駅から徒歩
７分）」に移し開催致します。
今回の総会では役員・委員の改選、２０１５年度の活動報告・決算報告、２０１６年度の活動計画・
予算等のご審議・ご承認を頂きます。
総会後の講演会では昨秋ＮＨＫの「凄ワザ」に出演されました機械工学科の仲井朝美教授にご講
演を、またこれまで関東支部に対しご支援を頂き、去る３月末に定年退任されました前工学部長六郷
恵哲先生（現岐阜大学名誉教授）にご挨拶と講話を頂きます。更に引き続きの懇親会では皆様相互
のご親睦を図って頂きたく思います。
お誘いあわせ頂き、是非多数の皆様のご参加をお願い致します。
関東支部は正会員の皆様のご支援・ご協力と役員・委員の地道な活動のおかげで、創立 9 年目に
入ります。
今後、岐阜大学工学部出身という強い絆のもと、役員・委員一同、関東支部の更なる発展と関東
支部設立１０周年を見据えた体制、記念行事検討などを図ってまいります。
正会員・会員の皆様からもこれらの点につき、ご希望・ご意見を頂きたく、よろしくお願い致します。
今後とも、皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いを致します。

２０１６年 ４月吉日
岐阜大学工業倶楽部 関東支部長 堀尾 義矩
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2. 岐阜大学工業倶楽部

関東支部

第９回

総会・講演会・懇親会のご案内

日時：

２０１６年６月２５日（土曜日） １３時～１７時（受付 １２時３０分より）

場所：

シーサイドホテル芝弥生

（２階 あかつきの間）、（１１階 ふじの間）
TEL ０３－３４３４－６８４１

東京都港区海岸１－１０－２７

交通案内：JR & モノレール 浜松町駅（北口）徒歩 7 分
新交通ゆりかもめ

竹芝駅徒歩 2 分

地下鉄 都営大江戸線・浅草線大門駅（B2 出口）徒歩 8 分
☆ 永年、工学部長として関東支部にご支援をいただきました岐阜大学名誉教授で前工学部長 兼
社会基盤工学科教授の六郷 恵哲様にご来臨いただきます。

次

第

第１部 第９回 (２０１６年) 関東支部総会 (２階あかつきの間)

１３時００分～１３時２５分

報告事項 １．２０１５年度活動報告
２．２０１５年度決算報告、会計監査報告
決議事項 １．役員改選
２．２０１６年度活動計画（案）
３．２０１６年度予算（案）
その他
第２部 講演会（総会に引き続き ２階あかつきの間)

１３時３０分～１４時４５分

１）ごあいさつとご講話：岐阜大学名誉教授（前工学部長） 六郷 恵哲 様
２）講演：
「複合材料研究センターおよび繊維加工技術を用いた複合材料研究の紹介」
講師：岐阜大学工学部 機械工学科 教授
複合材料研究センター 副センター長
第３部 懇親会 （１１階 ふじの間）

仲井

朝美 様

１５時００分～１７時００分

立食パーティ形式で行います。
ご来賓、ご講演者、同級生・先輩・後輩、学科等、分け隔てなく懇談し、
交流を図ります。
☆ 過去の総会の様子は関東支部ホームページ
されています。ご参照ください。

http://www.gifu-u-kanto.com/に掲載

多数のご参加をお待ちしています
☆ 参加費、年会費について
･ 総会・講演会・懇親会参加の方: 8,000 円（2016 年度年会費 2,000 円を含みます）
･ 既加入および新規加入で総会・講演会・懇親会不参加の方：2016 年度年会費 2,000 円
☆ 参加申し込み：
･ 期日までに同封の参加申込みハガキにご記入のうえ、ご返信と参加費・年会費のお振込
（ゆうちょ銀行でお振込の場合は同封の郵便振替取扱票で）をお願い致します。
･ ご不明の点があれば、下記の問い合わせ・連絡先まで問い合わせをお願い致します。
☆ お問い合わせ・ご連絡先（詳細は裏表紙をご参照ください）
岐阜大学工業倶楽部 関東支部 事務局長
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3. 母校だより−社会基盤工学科
3.1. 学科の概要（平成 28 年度学科長 小嶋 智）
社会基盤工学科は、平成 25 年度から環境コースと防災コースの２コースに分かれて教育を行って
いますが、研究は従来通り研究室が中心となり、学内のセンター所属の教員の協力を得ながら実施し
ています。従って、環境コースの教員と防災コースの教員が一つの研究室を構成している場合もあり
ます。卒論生の研究室配属もコースに関係なく選択が可能です。以下に、平成 28 年 3 月時点での研
究室の構成を示します。なお、六郷恵哲教授、佐藤

健教授は平成 28 年 3 月をもって定年退職され

ます。また、平成 28 年 4 月からは新たに 2 名の助教をお迎えすることが決まっています。詳細およ
び最新の情報は学科のホームページをご覧ください。
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3.2. 研究トピックス
以下に、若手教員による最近の研究から幾つかトピックスをピックアップして紹介します。
3.2.1. 久世益充准教授：地盤情報を考慮した地震動特性の分析法の開発
地震動を考える場合には、地震発
生条件(震源位置やマグニチュード
など)や、地震波が地中から地表へ
伝播することで生じる地震動の特
性をよく考える事が必要になりま
す。岐阜大学から南方には、木曽三
川によって形成された濃尾平野が
広がっています。濃尾平野のような、
比較的軟らかい地盤が深く堆積し
た地域では、その影響によって周期
数秒程度の揺れが卓越することが

濃尾平野の地震動特性の比較

知られています。では、その卓越の
程度はどの程度でしょうか？ この

特徴を地震動の予測に活かせないでしょうか？ 濃尾平野で観測された地震動記録を使い、濃尾平野
特有の地震動の特徴が無いか調べた結果、図に示すように、濃尾平野内の地点である、赤線や青線の
ように、1Hz 未満の特定の周波数帯（周期 1 秒以上の周期）で卓越する傾向が見られます。私たちの
研究グループでは、このような地域特有の条件で卓越する地震動特性の分析法を提案し、この結果を
基に地震動を予測する手法を提案しています。予測した地震動は、構造物の耐震性照査の入力地震動
として利用されています。
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3.2.2. 吉野

純准教授：局地気象モデルの高精度化とその高度利用技術

私たちが普段テレビや新聞などで目にする天気予報は、大気の流れや状態を予測する「気象モデル」
と呼ばれるシミュレーション技術を利用することで作成されています。予報対象となる領域の大気を
３次元のメッシュで区切ることで、その１つ１つを物理法則に基づいて予測します。近年頻発する巨
大台風やゲリラ豪雨などといった気象災害の軽減のためには、より細密なメッシュからなる「局地気
象モデル」の開発が必要となってきます。

私たちの研究室では、現在、より高精度な局地気象モデルの開発を目標として、「岐阜大学局地気象
予報」という天気予報サイトを運営しています（http://net.cive.gifu-u.ac.jp/）
。国内の大学初となる
気象予報業務許可（許可第８７号）を取得して、今日までに岐阜県内の多くの皆様方に利活用してい
ただいております。岐阜県下の急峻な山岳地形とそれによる気象変化を正確に捉えられるように、２
ｋｍメッシュからなる高分解能な気象モデルにより予測しています。毎日３６時間先までの１時間毎
の天気・風向・風速・気温・湿度・日射量・波浪などの予測情報を提供しています。
電力業・運輸業・建設業・金融業・小売業など、日々の気象の変化によって需要量や供給量が大き
く変化する業界は多岐にわたります。私たちが開発する技術が、単なる天気予報としてだけでなく、
皆様のビジネスアイデアを低コスト・低リスク・高効率で実現するための一助となれば幸いです。
3.2.3. 大谷具幸准教授：地中熱利用のポテンシャル評価手法の開発
地中熱利用は再生可能エネルギーの一種であり、地中
を温熱源や冷熱源として冷暖房や給湯に利用するもので
す。国内での導入件数はまだ少ないものの、東京スカイ
ツリーなど有名な施設に導入されるようになってきまし
た。地中熱利用の本格的な普及が始まる前に、地質・地
下水情報に基づいた地中熱利用のポテンシャル評価手法
の開発に関する研究を進めています。
ある地域に利用可能な範囲で最大限の地中熱利用を導
入した場合の導入ポテンシャルの評価手法を開発して、
複数の地域で評価を行いました。手法はその地域を構成
する地層の種類により地中からの熱供給量を与え、かつ
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地上での熱負荷量を推計して、両者のうち小さい方を導入ポテンシャルとするものです。その結果、
東京の都心部のように建物が高層化することにより単位面積あたりの熱負荷量が大きい場合には地
中からの熱供給量により、また郊外のように熱負荷の密度が小さい場合には地上での熱負荷量により
導入ポテンシャルが決まることがわかりました。仮定の与え方によっては、地方都市であっても大都
市と遜色ない導入ポテンシャルを有する場合があります。この手法は現在、環境省の再生可能エネル
ギーに関するゾーニング基盤情報整備で活用いただいています。
また、扇状地地域では地下水を利用するオープンループ方式の地中熱利用が特に効率的であること
がわかってきました。そこで現在、扇状地地域でのコスト削減につながる研究開発に取り組んでいま
す。岐阜市をモデルフィールドとしつつ、全国の同様な地域でも利用可能な手法を開発する予定です。
3.2.4. 木下幸治准教授：橋梁構造物の寸法効果の解明

(a) 1/5

(b) 1/10

独自開発の縮小モデル実験システム
巨大地震に対する橋梁の安心・安全の要求を背景に、国内外において震動台実験や載荷実験に基づ
き、解析技術の高度化が図られてきています。しかし、「寸法効果」と呼ばれる実大と縮小モデルと
の間に差が生じる現象が障壁となり縮小モデルに基づく高度化はいまだ困難です。寸法効果が解明さ
れれば、縮小モデル実験に基づく耐震解析技術の高度化が進展することは想像に難しくありません。
しかし、
現在までに、橋梁の寸法効果の解明に関する研究は、国内外において実施されてきましたが、
根本的に実験数が少なく、かつ破面解析が行われていない等、根拠が乏しいのが現状です。さらに、
それら研究により、寸法効果の普遍的なメカニズムの解明には、縮小モデルの製作上の問題点も包括
すべきとの指摘がなされており、すなわち、部材寸法のみならず、全ての使用材料寸法も相似則を満
たすことが重要であります。
本研究では、橋梁の耐震解析技術の高度化の障壁となっている縮小モデル実験で生じる「寸法効果」
のメカニズムの解明を目的としています。具体的には、全使用材料寸法の相似則を満たした網羅的な
縮小モデル実験（図参照）の使用材料寸法・強度と損傷状態との関係を、破面解析により同定するこ
とで、寸法効果の普遍的なメカニズムの解明を目指しています。
3.2.5. 廣岡佳弥子准教授：微生物燃料電池お開発と実用化
私たちは、現代的な日常生活の中で大量の水を消費し、そして汚染された水を廃水として排出して
います。これらの廃水を処理せずに排出すると、河川や湖沼などの水環境を汚染するため、廃水の浄
化を行う必要があります。
しかし、
廃水の処理には大量のエネルギーが必要となります。その一方で、
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廃水中に含まれる主要な汚濁物質である有機物は潜在的に大きなエネルギーを有していると言われ
ています。そのため、単に廃水を浄化するだけでなく、そこに含まれるエネルギーを回収して有効利
用しようとする研究が、盛んに行なわれています。
微生物燃料電池は、電極に電子を渡すことができる特殊な微生物を利用し、さらに燃料電池の技術
を組み合わせることによって、廃水中からの有機物除去と同時に電気エネルギーの回収も可能とした
新しい技術です。従来の廃水処理法との大きな違いは、有機物除去に伴う酸化還元反応を、アノード
（マイナス極）での有機物酸化反応と、カソード（プラス極）での酸素還元反応に分けることにより、
電気エネルギーを取り出せるようにしたことです（図 A）
。発電量はまだ大きくありませんが、有機
物除去の能力に関しては、廃水の組成によっては従来の廃水処理に匹敵する水準にまで高まっている
といわれており、早期の実用化が期待されています。
我々の研究グループでは、微生物燃料電池の実用化に向けて、低コスト化や処理水質の向上、発電
能力の向上など、様々な研究を行っています。低コスト化については、電極材料、特にカソードで用
いられる白金触媒のコストが大きいため、安価なカソード触媒の探索を行っています。また、カソー
ドの防水加工法について、安価な材料の使用および工程の簡易化、必要エネルギーの削減なども試み
ています。一方、処理水質の向上については、微生物燃料電池では基本的に有機物のみが除去可能で
すが、廃水からはリンや窒素などの栄養塩も除去する必要があり、そのための検討を行っています。
近年では、微生物燃料電池を用いて、廃水からリンの除去・回収ができるということを発見し、世界
で初めてそれを示しました。また現在は、微生物燃料電池を利用した廃水からの窒素除去の研究も行
っています。

図 A：微生物燃料電池の構造と原理

図 B 実験に用いている微生物燃料電池

3.3. 社会基盤メンテナンスエキスパート養成講座の紹介：沢田和秀教授
安全安心な社会生活のために、インフラの点検や診断ができる技術者の育成は最重要課題であり、
各地で維持管理に関する研修などが開催され、建設に携わる「ひと」の重要性が認識されてきました。
平成 20 年に、社会資本アセットマネジメント技術研究センター（現工学部附属インフラマネジメン
ト技術研究センター）により開始した社会基盤メンテナンスエキスパート（ＭＥ）養成講座は、これ
までに 14 回の講座を終え、のべ 309 名の修了者を輩出しました。
ＭＥ養成講座は、健全なインフラを保全するため、総合的なインフラメンテナンス技術を修得する
社会人専用の履修証明プログラム（平成 25 年から）です。設計・調査・点検・診断・修繕といった
インフラメンテナンスに必要な一連の知識と技術を 4 週間の短期集中講座で修得し、試験に合格する
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と、岐阜大学により「ＭＥ」と認定されます。行政と民間相互の技術者が同じ教室で共通の講義を受
講することを通じ、同じ目的を共有し、共通のインフラメンテナンス技術を持つことで合理的な維持
管理を実現できる取組みです。また、当初から連携している長崎大学をはじめ、愛媛大学、山口大学、
長岡技術科学大学、舞鶴工業高等専門学校との協力関係も拡がりはじめています。
このような取組みの中、ＭＥ養成講座は、平成 28 年度から社会人や企業等のニーズに応じた実践
的・専門的課程として、文部科学省から｢職業実践力育成プログラム(ＢＰ)｣と認定されます。このプ
ログラムは、受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的としています。
認定には、以下の要件が必要とされています。
・大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラム
・対象とする職業の種類及び修得可能な能力を具体的かつ明確に設定し、公表する
・対象とする職業に必要な実務に関する知識、技術及び技能を修得できる教育課程
・総授業時数の一定以上（５割以上目安）を以下の２つ以上の教育方法による授業で占めていること
① 実務家教員や実務家による授業 ② 双方向若しくは多方向に行われる討論
② 実地での体験活動

④ 企業等と連携した授業

また、これに伴い厚生労働省の専門実践教育訓練給付金の支給対象として認められました。これは、
労働者の中長期的なキャリヤ形成に資するための専門的かつ実践的な教育訓練として専門実践教育
訓練の指定を受けた講座受講の支援策で、個人・企業の双方に対して実施される制度です。ＭＥ養成
講座は、厚生労働大臣の指定した専門実践教育訓練のなかで、
「職業実践力育成プログラム（文科省）｣
に該当し、訓練費用を企業が負担せず、受講者本人が負担する場合、雇用保険の被保険期間 10 年以
上の在職者又は離職後 1 年以内の者に対して、受講者が申請することにより、所定の給付金が支給さ
れます。
さらに、ＭＥは国土交通省の技術者資格として登録されました。これは、
「公共工事に関する調査
及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程」として国土交通大臣が制定するものです。国土
交通省の技術者資格登録制度は、民間事業者等が付与する「技術者資格」を国土交通省が登録し、社
会資本に関する調査・設計等の発注業務で活用する取り組みであり、国及び地方公共団体の業務発注
に際し、総合評価で加点評価されるなど、資格保有者が積極的に活用される仕組みのひとつです。
ＭＥは、以下の 6 つの区分に登録されました。
・橋梁（鋼橋） 点検

・橋梁（鋼橋） 診断

・橋梁（コンクリート橋）点検

・橋梁（コンクリート橋）診断

・トンネル 点検

・トンネル 診断

これらを活用することで、岐阜大学はますます地域の活性化に貢献します。
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4. 小柳洽先生

瑞宝中綬章を受章
作成 1980 年土木卒業 水谷

2015 年秋の叙勲において、岐阜大学名誉教授の小
柳洽先生が瑞宝中綬章を受章されました。小柳先生
は 1959(昭和 34)年に京都大学工学部土木工学科を
卒業され、修士、博士と進まれ、1964(昭和 39)年に
京都大学助教授に就任されました。1977(昭和 52)
年に土木工学科の大濱先生の急逝に伴い岐阜大学
に教授として赴任されました。京都大学から地方大
学への転籍にあたっては、我々には想像できない大
きな決断があったことと思います。以来、1999(平
成 11)年 3 月に退官されるまで土木工学の研究・教
育に専念し、多くの研究成果とともに数多くの優れ
た人材を輩出されました。その間に那加校舎から黒
野校舎への移転にも尽力されました。
小柳先生は主にコンクリートの破壊、コンクリー
ト構造物(梁、スラブ)の破壊構造、ポリマーコンク
リート、コンクリートの設計、コンクリート構造物
の維持管理をテーマに研究を重ねられました。コン
クリートの破壊に関しては、破壊に達する最大強度
点以降に荷重と変位が共に戻る現象である「スナッ
プバック現象(参考図の曲線 B)」が存在することを
六郷先生(後述)と共同で明らかにされました。私た
ちは一般論として「このコンクリートは最大どれぐ
らいの力に耐えられるの？」といったことに関心が
いきますが、小柳先生は最大の力が加わった後の挙
動もコンクリート構造物全体として非常に重要で
あることを明らかにされました。

記念品のワインを受け取られ挨拶される先生

昨年 12 月 12 日に岐阜市内のグランベール岐山に
おいて今回の受賞に加え、本年 2 月 10 日に満 80 歳
を迎えられることから傘寿のお祝いを兼ねた祝賀
会が開催されました。開催事務局のお話によると会
場の収容人数を超える多くの参加申し込みがあり、
お断りすることが大変だったそうです。当日は全国
から約 120 名の方々(筆者もその一人)が参集し、和
やかな雰囲気の中で祝賀の宴を開催されました。
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小柳先生は受章のごあいさつで、受章にあたって悩まれたこと、受章が卒業生を含む後進への道標
となることで受賞を快諾されたこと、また、かつての「コンクリートから人へ」という言葉に対して
「Concrete for Human」であるべきとかねてからの先生のお考えを述べられました。
祝辞として宮川豊章先生(京都大学名誉教授)と
田辺忠顕先生(名古屋大学名誉教授)のお二人から
は、大学時代の思い出にはじまり、仕事を通じての
小柳先生の専門家としての見識の高さに加え、常に
穏やかな先生のお人柄などエピソードを交えてご
紹介いただきました。卒業生としては、我々の恩師
という思いが強かったためか、岐阜大学でのお話も
紹介頂きたかったので、若干寂しい気持ちがありま
した。

奥様とご一緒に

祝宴の最後は、京都大学での教え子でもあり、岐阜大学において小柳先生とともにコンクリートに
関する教育研究を進めてこられた岐阜大学名誉教授六郷恵哲先生から小柳先生のご健康とますます
のご活躍を祈念して万歳三唱で締められました。1)2)
土木工学科系のコンクリート研究室 OB 会が毎年東京で開催されています。毎回、二十名程の卒業
生が参加し、かれこれ三十年近く続いています。これは小柳先生と六郷先生のお二人のオープンな人
柄によるもので、多くの卒業生がお二人を慕っている証でもあります。加えて、岐阜大学卒業の内田
先生がお二人を支えていることも OB 会が続いている大きな要素です。今後も続いていくことを祈っ
ています。
参照 1) セメント新聞(2015 年 11 月 30 日)
2)セメント・コンクリート No.828 Feb.2016
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5. 中央新幹線の話題

水谷 隆
1980 年土木卒業

工業倶楽部 70 周年記念行事の講演で中央新幹線が話題になったことは記憶にあたらしいことです
が、実は昨年 12 月に中央新幹線の建設工事で最大の難関といわれる南アルプストンネルが、最も早
く本格着工されています。そして、本年 1 月 27 日に東京側のターミナル駅となる品川駅の起工式が
行われ、いよいよ都市部での工事も本格的に始まりました。中央新幹線の品川～名古屋間の路線は、
約 86％がトンネルで計画されています。そこで、中央新幹線の話題として、トンネル工法について
簡単に紹介します。
1) 中央新幹線の概要
中央新幹線は皆さんがご存知のとおり、東京の品川と名古屋間を約 40 分で結ぶもので、最高時速
500 ㎞で走行すると言われています。路線は図－１に示す通りで、この区間の約 86％が地下となり
ます。車窓からの景色を眺めながらビールを楽しむといった、旅情は無くなるかもしれません。また、
通勤電車として利用するビジネスマンが現れるかしれません。
新幹線の建設工事では、南アルプストンネル、名古屋駅そして品川駅が難工事として注目を集めて
います。標高 3000m 級の山々を通過する南アルプストンネルは、地表から最大でおよそ 1400m も深い
場所に長さ約 25 ㎞のトンネルを造るもので、最大の難関と言われています。※1、※3

中央

図－１ 中央新幹線の計画路線

※2

中央新幹線が通過するトンネルは山岳トン
ネルと都市トンネルに分けることが出来ます。
山岳トンネルはＮＡＴＭ工法と呼ばれる技術
で、都市トンネルはシールド工法と呼ばれる
技術を用います。トンネル断面は図－２に示
す通り直径が約 13ｍで、大断面のトンネルに
分類されます。
山岳トンネルは半円に近い扁平断面ですが、
都市トンネルは工法の機械的制約から円形断
面となります。

図－2
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2) 山岳トンネル（ＮＡＴＭ工法）
会員の皆さんは、子どもの頃、砂遊びでトンネルを造りませんでしたか。支えも何もないのに、湿
った砂だと割としっかりとトンネルが出来上がったのを思い出しませんか。砂の自身の強度で空間
(トンネル)を維持している状態です。ＮＡＴＭ工法はこの原理を応用しているものです。当たり前で
すが、大断面や扁平断面の空間を維持するためには、堅固な地盤である必要があります。また、トン
ネルが深いほど作用する地盤の圧力が大きくなるので、同様に堅固な地盤が必要となります。
そこで実際のＮＡＴＭ工法では、図－3 の概念図に示したように、掘ったあとにコンクリートをス
プレーのように吹き付け、鉄の棒を地盤に差しこむことによって地盤の持っている強度を積極的に利
用して空間を維持し、最後に普通のコンクリートで仕上げる方法を採用しています。
ＮＡＴＭ工法は、地山の固さや崩れやすさ
によって、吹き付けるコンクリートの厚さや
鉄の棒の本数を簡単に調節できるため、日本
の複雑な地質に適した工事の方法として急速
に広がり、現在では山岳トンネルのほとんど
がＮＡＴＭ工法で造られます。※4
我が国の技術は世界のトップレベルで、大
断面、長距離施工の実績は豊富にあります。
しかし、南アルプストンネルでは、今までに
経験したことのない深さとなります。想定外
の課題が待ち受ける可能性があります。トン
図－3 ＮＡＴＭ工法の概念図

ネル技術者にとって大きな挑戦となることで

※4

しょう。
3) 都市トンネル（シールド工法）
シールド工法はイギリスのテムズ川を横断するために開発された工法ですが、現代のシールド工法
はシールドマシンと呼ばれる機械に進化し、自動化も進んでいます。シールド工法では、図-4 概念
図に示したような、機械前面に装備したカッタービットと呼ばれる突起で土を掘り崩します。掘り崩
した土はスクリューコンベアで排出し、マシン内部に確保した空間でセグメントと呼ばれるコンクリ
ートのピースを組み立ててトンネルを造ります。カッタービットの背面は閉じられていて、マシン内
部に土が溢れ出ることはありません。地盤の状況に合わせて突起の形状、種類を変えます。※5
シールド工法は、掘削とセグメントの組み立てを繰り返しながら、尺取虫のようにトンネルを安全
に掘り進めていくことが出来ます。最近の地下鉄のほとんどは、この工法で造られています。ＮＡＴ
Ｍ工法と同様に、我が国の技術は世界のトップレベルで、海外への技術供用などが推進されています。
ゼネコン各社は、大断面、大深度そして長距離施工の実績を持っており、技術的な課題は少ないと
想像します。地上への影響がないといわれる強固な地盤内の大深度での施工となるため高水圧が課題
となるかもしれません。一方で、掘削した土砂をトンネルの外に搬出し、埋立地に持っていく物流、
またトンネルを形作るセグメントを施工現場まで持ってくる物流、これらの物資を動かすマネジメン
トが大きな課題になると想像します。特に、東京オリンピックのプロジェクトと時期が重複している
ことも頭を悩ます要因になると考えられます。
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図－4 シールド工法の概念図 ※5

参考文献・参照記事
※1 二村亨、鈴木一真 「中央新幹線(東京都・名古屋市間)におけるトンネル計画の概要」 トンネルと地
下 2014 年 7 月号
※2 http://company.jr-central.co.jp/company/others/chuoshinkansen01.html
JR 東海ホームページ「事業紹介 中央新幹線」他
※3 http://mainichi.jp/articles/20151219/ddm/012/020/048000c
毎日新聞 2015 年 12 月 19 日 東京朝刊「リニア中央新幹線

本格着工」他

※4 HTTP://JSCE.OR.JP/CONTENTS/HAKASE/TUNNEL/04/INDEX.HTML
土木学会ホームページ

「ものしり博士のドボク教室

トンネルもの知りコーナー」他

※5 HTTP://WWW.SHUTOKO.JP/SS/KITASEN/NOW/TOPIC/VOL37.HTML
首都高速道路株式会社
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6. 会員から

『写経、般若心経、のススメ』

東 慶次郎
1968 年 工業化学科卒

写経を初めて、早２８年になります。今だ、つづいているのが不思議です。小生の写経のやり方は
毎朝４時から２時間、般若心経(２６２文字)を３枚書くことです。何のためと言うと“精神集中”の
訓練です。今回原稿の依頼を受けて、岐阜大学工業倶楽部関東支部発展祈願でかいてみたのが写真の
般若心経です。原本は総会当日お持ちします。考えてみれば、写経を始めたのは京都の菩提寺－竜雲
寺－で始めたのに便乗したもので、今でも２年に１回この寺の写経堂に納め、お経をあげてもらって
います。では、般若心経でなにがためなるのかとの疑問が起きます。よく言われるのが、色即是空、
空即是色ですがこの心境はいまだわかりません。自分流に解釈しているのは、不生不滅、不垢不浄、
不増不減のセンテンスです。この部分はうつ状態のときうまく応用できます。現役時代、ガラスの新
商品を開発製品化に 3 年間を要した時の心境でした。この時、得られた教訓はガラスのことはガラ
スにきけ、ガラスがどうしたいかが聞こえるようにならないと、自分が色々考えでもって、所詮、技
術者のおごりにすぎない。物事、できてしまえばなんとでも言えますが、人間心におごりがあってい
けないと言うと経験でした。もう一つ、この般若心経の中で好きな言葉は後半の“般若波羅密多、是
大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪、能除一切苦、真実不嘘”のことばです。努力は何事にも
代え難く最高の行為であり、苦しみを取り払い、真実を得ることができる。この中で特に“真実不嘘”
はこの世の中がこうあるべきと願っている。最後の“般若心経”については締という感じでとらえて
おり、是で１回が終わるという安堵感、完成感が得られます。申し遅れましたが、写経そのものは祖
先への感謝の意味があるのは言うまでもありません。
何はともあれ、一度書いてみてください。手頃なところでは、鎌倉長谷寺でやっています
(１，０００円/回)。 以上
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7. 関東支部活動
7.1. 2015 年(平成 27 年度)「見学会」実施報告
１) 日 時 ： 2015 年 11 月 8 日(木)

行事委員会 小鹿昇・加藤規康・酒向泰蔵

14:30～16:00

２) 場 所 ： 芝浦水再生センター
３) 参加者 ： 11 名（申込者は 12 名、所要により欠席者 1 名）
参加者内訳 ①土木系 1 名 ②機械系 ７名 ③化学系 3 名
４) 見学内容
① 東京都水処理事業内容のビデオ
② 芝浦水再生センターの概要説明
③ 水処理設備の見学
５) 見学概要
芝浦水再生センターは、昭和 6 年に稼働した東京で三番目に古い水債センターとの事。
開業当時はすぐ横が海岸線であったが、その後の埋め立てによる開発に伴い今では大都会の
真ん中に位置し、周囲の発展には目を見張るものがある。
ここでは主に渋谷区・品川・世田谷・豊島区の一部を担当し面積は 6,440ha と山手線の内側に相
当するそうです。一日の処理能力は 830 万トンありますが現在は一日約 60 万トンを処理していると
の事です。
汚れた水は、約 60 種類の微生物により綺麗にされているとの説明には驚きの声が上がりました。
ここで発生する下水熱や、再生水は近隣のビルに供給し空調やトイレ洗浄水として活用をすること
で、再生エネルギー活用に一役買っています。
化学出身者の専門的な質問や、プラント建設経験者による苦労話も加わり大変楽しい見学会とす
る事が出来ました。
６) 見学会終了後には、品川駅近辺にて楽しく懇親会を行いました。

芝浦水再生センター

懇親会にて
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7.2. 2016 年(平成 28 年度)見学会開催のご案内
「日産自動車追浜工場の見学とミニ講演会」を計画しました
― ここまで来たか： 現場の知恵で生まれ変わった組立ライン ―
１) 2016 年 11 月 10 日(木) 13:30～15:30 （集合）13:00 京急追浜駅：バスでの送迎あり
２) 見学内容
① 車体自動ライン及び組み立てライン(含む電気自動車：リーフ)
② 自動車の生産技術関係の「ミニ講演」会
３) 参加費用及び募集人員

無料 20 名(先着順)

４) 問い合わせ、申し込み先について
行事委員 加藤規康(ｶﾄｳﾉﾘﾔｽ)まで
(携帯) 090-1698-0727、(メール) nickkato@juno.ocn.ne.jp
５) 懇親会の開催
見学会終了後 16:00～追浜駅前にて希望者による懇親会も計画致します。
～ 以上 ～

7.3. 第 5 回関東支部ゴルフ会

関東支部ゴルフ会幹事

酒向泰蔵

去る 12 月 7 日（月）第 5 回のゴルフ会を山梨県の上野原 C.C で行いました
当日は大変天候に恵まれ 6 名の参加者・・浅野、外山、鷲野、小鹿、須藤，酒向・・全員が暖
かい気候の中、愉しくプレーできました
プレー終了後クラブハウスで愉しい懇親会を行い（外山氏は家庭の事情で早退）ゴルフ談に花
を咲かせました。今回は新ペリア方式で、優勝 小鹿氏 準優勝 鷲野氏 3 位に酒向が入り互
いに今後も技量を磨くことを誓いました。
今年度は４月にもう１回ゴルフ会を行い、さらに懇親を深めると共に健康の維持に努めます。
宿泊プレーも要望があり、今後考えてみたいと思っています。
全員どこかしら痛いところがあるようですが適度の運動としてゴルフを続けていきたいと願
い、またそれが生きがいなっていくものと確信したしだいです。
今回の参加できなかった方もぜひ次のゴルフ会は参加してください。年に２回を目標に開催し
ます。出来る限り多くの会員の参加を願っております。ゴルフがプレーできる方は幹事迄連絡願
います。
（メールアドレス jdbhy873@yahoo.co.jp, Tel :048-542-3186,携帯:090-8021-8885）
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8. 編集後記
☆寄付のお願い
関東支部の今後のさまざまな活動を支えていくために、基金の充実が肝要なのはいうまでもありま
せん。現在、岐阜大学工業倶楽部の支援金と会員の会費のみで運営されています。資料の印刷、配
送等役員、委員による多大な尽力に負うところが大きいです。
寄付に対する制約はございません。卒業（修了）在籍最終年 学部・研究科 ご連絡先をご記入の上、
jimu@gifu-u-kanto.com までご連絡くださるようお願いいたします。

ニュースレターNO．15 を発行いたします。今回は、母校便りに加えて小柳洽先生瑞宝中綬章を受
章とそれにちなんで「トンネル」の一文を提供頂き、社会基盤（土木）がポイントとなりました。
まだ不備な点が多々あると思いますのでご意見いただけたらと思います。
今後ともなお一層のご協力をお願いする次第です。

関東支部

初代事務局長

（高尾記）

故安原 克己様を偲んで

昨年初冬に突然の訃報を受けて目を疑いました。そんなはずはない、お元気で地元の柏市のボ
ランティア活動に勤しんでおられるはず、と思っていたのですが。
故安原様とは岐大農工コーラスクラブで１年先輩として、直接に、あるいは独特の風貌の立ち
居振る舞いから、多くのことを学ばせていただきました。
その後、それぞれの道に分かれたものの、10 年ほど前に「関東支部設立を手伝って」とのお話
があり、設立準備委員会で再び一緒に活動をすることになりました。精力的に委員会をまとめ、
工業倶楽部本部とも折衝される姿に、学生時代を彷彿とさせられたものです。
関東支部設立（2008 年６月）後は初代事務局長として、わずか２年間でしたが、こんにちの支
部の基礎創りに尽力され、単に関東支部のみでなく、工学部の同窓会のあり方（大学を支援する
役割など）にも影響を及ぼされたものと思います。
それにしてもあまりに突然の最期はご本人にとっても、またご遺族にとってもさぞやご無念の
ことと思います。安原様の関東支部に遺されたご功績を想い、ご冥福をお祈り申し上げます。
（関東支部 副事務局長 葛西 成治 記）

編集：岐阜大学工業倶楽部関東支部
会報委員会

編集 野田和生
高尾英次郎
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