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◆建設工学専攻 社会環境系

計画システム分析特論 Advanced Systems Analysis for Planning

⚑年前期／⚒単位 鈴木 聡士

■授業の概要・方法
計画立案プロセスにおいて，それにかかわる都市・地域および交通に関連したシステム分析の考え方とモデル
について理解を深める。特に，計画システムは社会経済システムと深くかかわりがあることから，経済学的な視
点での考察にも力点を置く。さらに，近年開発された計画システム分析手法を学ぶ。
■授業の到達目標
計画立案に関連したモデルとシステム分析手法について学び，具体的な事例や研究成果などに関する知見を広
げる過程をつうじて，それらを深く理解するとともに，応用方法を修得することを目標とする。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 オリエンテーション 計画システム分析のフレームワークについて理解する。

第⚒回 都市システム分析Ⅰ 都市形成理論（都市化の経済・都市成長，等）を理解する。

第⚓回 都市システム分析Ⅱ 都市立地理論（産業立地理論・都市の自己発展理論，等）を理解する。

第⚔回 都市システム分析Ⅲ 都市規模と都市システムモデル（中心地理論・企業立地選択理論，等）
を理解する。

第⚕回 交通システム分析Ⅰ 都市と交通，交通需要と費用便益分析について理解する。

第⚖回 交通システム分析Ⅱ 交通行動分析に利用される集計ロジットモデル，非集計ロジットモデ
ル，重回帰モデルを理解する。

第⚗回 交通システム分析Ⅲ 交通問題と交通政策，交通システム計画について理解する。

第⚘回 公共の役割とシステム分析Ⅰ 政府の役割，公共財の意味について理解する。

第⚙回 公共の役割とシステム分析Ⅱ 公共財の供給（社会的限界便益，フリーライダー問題，公共財水準）に
ついて理解する。

第10回 公共の役割とシステム分析Ⅲ 税と分権のシステム(ティブーモデル，課税と経済損失）について理解
する。

第11回 意思決定システム分析Ⅰ AHP（Analytic Hierarchy Process）モデルを理解する。

第12回 意思決定システム分析Ⅱ 計画立案におけるAHPの応用について考える。

第13回 効率性評価システム分析Ⅰ DEA（Data Envelopment Analysis）モデルを理解する。

第14回 効率性評価システム分析Ⅱ DEAによるシステム効率性評価の応用について考える。

第15回 総括 計画システム分析の今後の方向性について考察する。

■履修の心得および準備等
受動的な姿勢ではなく，主体的な姿勢で講義に参加することを意識する必要がある。
■準備学習の内容
各回講義の前に資料を提供するので，その内容を事前に理解した上で講義に参加する必要がある。
■成績評価方法
各講義の積極的参加態度およびレポートなどを総合的に勘案して評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
なし（適宜配布）
■参考書，資料等
佐々木公明・文 世一：『都市経済学の基礎』，有斐閣アルマ，2000．
木下栄蔵：『入門AHP』，日科技連，2000．
刀根 薫・上田 徹 監訳：『経営効率評価ハンドブック』，朝倉書店，2007．
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社会環境政策特論 Advanced Technological Policy of Civil Engineering

⚑年後期／⚒単位 田村 亨＊

■授業の概要・方法
土木技術は，国土の安全・適正利用や生活環境の向上・改善に寄与する防災施設・道路・空港・上下水道・公
園等の社会資本施設の具体的な建設技術と，国土計画・地域計画・都市計画・交通計画・水資源管理等の企画・
調整等に必要なソフト技術を駆使した総合技術である。しかしながら，今日的には社会資本整備を巡る環境に厳
しいものがあり，次世代に引継ぐべき社会資本の必要性や計画段階・実施段階での効率性・透明性が強く求めら
れている。このため，時代の要請に即した土木技術の対応事例や国土計画・社会資本整備の具体的事例を通して
今日的な社会資本政策のあり方について考える。
■授業の到達目標
社会基盤整備を支える哲学・歴史を理解し，その政策・計画を行うために必要な視点と手法を習得する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 社会基盤整備を考える 東日本大震災から社会基盤整備のあり方と方法について考察する。

第⚒回 土木と文明（Ⅰ） 地球の水循環と人類の生活

第⚓回 土木と文明（Ⅱ） 帝国を築いた道路

第⚔回 土木と文明（Ⅲ） 物資輸送と水運

第⚕回 戦後わが国の経済社会の動向と公共投
資

戦後わが国の経済社会と公共投資および社会資本整備の仕組

第⚖回 国土計画（Ⅰ） 全国総合開発計画から三全総まで

第⚗回 国土計画（Ⅱ） 四全総から国土形成計画まで

第⚘回 北海道の現状と課題 北海道の社会経済活動の現状と課題

第⚙回 国土計画（Ⅲ） 北海道開発の歴史と総合開発計画

第10回 都市環境の技術政策（Ⅰ） 日本近代都市計画づくりの歩み

第11回 都市環境の技術政策（Ⅱ） 環境計画

第12回 都市環境の技術政策（Ⅲ） 札幌市を事例とした実践的環境計画

第13回 社会資本の整備手法（Ⅰ） NPMと公共事業評価手法

第14回 社会資本の整備手法（Ⅱ） アセット・マネジメント，社会資本の民営化手法

第15回 新しい時代の政策視点 都市および地域の防災，パブリック・リレーション（情報共有と信頼
構築），財政制約・人口減少・環境重視社会における社会資本整備

■履修の心得および準備等
⚑．学部において「シビルエンジニアリング総論」「建設マネジメント」を履修していることが望ましい。
■準備学習の内容
特になし。
■成績評価方法
リポート等による総合評価
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
特になし。必要な資料は配布する。講義の理解を助ける参考文献（必須ではない）
合田良實著『土木と文明』（鹿島出版）
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構造解析特論 Advanced Structural Analysis

⚑年後期／⚒単位 小幡 卓司

■授業の概要・方法
近年における構造物の解析手法は非常に進歩し，様々な構造解析が，目的に合致したソフトウェアを用いるこ
とにより，容易に解析出来るようになってきた。しかしながら，目的に合致した解析を行うためには，構造物の
特徴や目的に応じて適切な解析方法とモデル化を行う必要がある。本講義では，まず構造解析の理論について理
解を深め，実際に有限要素法による構造物の解析や，構造ヘルスモニタリングの知識を学習することによって，
高度な構造解析を行う上での基礎知識を修得する。
■授業の到達目標
構造物において，何を目的として解析を行うのかを十分理解した上で，適切な解析手法の選択とモデル化を行
うことができ，それらの解を用いて設計基準等に定められている安全性の照査や健全度の評価を実施できる判断
力を身に付ける。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 構造解析の種類 微小変形理論，静的解析，動的解析，弾性解析，弾塑性解析，固有値解

析，構造ヘルスモニタリング
第⚒回 構造解析の基礎 荷重と変位：F＝Kx，応力度とひずみ：σ＝Eε

第⚓回 マトリックス構造解析 変位の計算：x＝K－⚑F，消去法による数値解析

第⚔回 構造物のモデル化⑴ 実構造物とモデル化の基礎，トラス構造とラーメン構造

第⚕回 構造物のモデル化⑵ はり要素，シェル要素，ソリッド要素

第⚖回 プリ・ポストプロセッサとソルバー 有限要素解析アプリケーションの基礎

第⚗回 有限要素解析の実践⑴ はり要素を用いた静的解析，固有値解析

第⚘回 有限要素法の実践⑵ シェル要素，ソリッド要素を用いた版の解析

第⚙回 構造物のモニタリング モニタリングの基礎，スマート構造物

第10回 A/D変換 アナログ／デジタル変換，サンプリング周波数，データ点数と解像度，
ナイキスト周波数

第11回 計測技術 構造物の加速度，速度，変位の計測方法

第12回 データ解析技術 ノイズ処理，スペクトル解析，FFT，構造減衰，MAC，伝達関数，コ
ヒーレンスなどのデータ処理技術

第13回 構造同定 入出力関係に基づいた構造物の性能評価

第14回 構造ヘルスモニタリング（SHM） 計測結果に基づいた構造物の健全度評価

第15回 総括 講義のまとめ

■履修の心得および準備等
学部で学習した構造力学系科目を応用して，構造物の解析や健全度評価を実際に行うため，学部での構造系科目に精通し
ていることが望ましい。
■準備学習の内容
事前に配布する資料などについて学習し，良く分からない部分については質問表を作成すること。可能であれば，自己所
有のパソコンに必要なアプリケーションをインストールし，操作方法を理解しておくことが望ましい
■成績評価方法
事前学習での質問表，授業における理解度，演習問題およびレポートの成果により判定する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
使用しない。適宜，講義資料を配布する。
■参考書
構造力学（上）（下），崎元達郎，森北出版
有限要素法 ABAQUS Student Edition 付，山田貴博監訳，丸善
新・地震動のスペクトル解析入門，大崎順彦，鹿島出版会
システム同定の基礎，足立修一，東京電機大学出版局
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構造設計特論 Advanced Structural Design

⚑年前期／⚒単位 小幡 卓司

■授業の概要・方法
我が国の社会基盤構造物は，いわゆる高度成長期に多数造られ，老朽化が目立っている。本講義では，鋼・複
合構造物を例として，その歴史，特徴から維持管理に至るまでのプロセスを理解することを目的とする。社会基
盤構造物の計画，使用材料の性質，構造力学的特性，構造デザインなど，必要とされる様々な要素技術を学習す
ることにより，実構造物の設計・建設・維持管理などに関して，充分な知識を身に付ける。
■授業の到達目標
社会基盤構造物の設計・施工・維持管理において，どのように構造力学が応用されるかを理解し，社会で実践
できる能力を身に付ける。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 概説 鋼・複合構造物の定義，社会基盤構造物の歴史と特徴

第⚒回 力学および設計法の基礎 部材の設計法，曲げモーメントとせん断力，ひずみ

第⚓回 構造物の計画 構造物計画時の基本事項，構造物計画の流れと課題

第⚔回 構造物の形式選定 周辺環境と構造物の形式，地形条件と構造形式の選定

第⚕回 使用材料とその性質 鋼材・コンクリートの特性，性質，種類

第⚖回 構造力学特性（鋼構造） 引張・圧縮部材，梁部材，鋼板構造（面内，面外）

第⚗回 構造力学特性（コンクリート構造） コンクリート構造の分類，RC部材，PC部材，複合構造

第⚘回 構造物の動的応答とその対策 振動と構造物，耐震設計，耐風設計

第⚙回 構造実験と詳細構造解析 実験と解析の役割，構造実験，詳細構造解析

第10回 構造デザイン 意匠，構造計画，設計

第11回 構造物の製作（鋼構造） 工場製作，現場架設，架設方法とその選定

第12回 構造物の製作（RC，PC，複合構造） RC部材，PC部材，複合構造の製作と施工

第13回 品質管理と安全管理 品質・安全管理，製作・施工における技術開発

第14回 構造物の維持管理 構造物の劣化，維持管理，モニタリング，補修・補強

第15回 総括 講義のまとめ

■履修の心得および準備等
学部での構造力学，鋼構造工学，コンクリート工学，橋梁工学の内容の実践になるので，これらの科目を復習しておくこ
とが望ましい。
■準備学習の内容
それぞれの講義の内容について，教科書に記載されている内容を十分予習しておくこと。
■成績評価方法
授業中の質疑応答，演習問題とレポートの成果により判定する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
インフラ構造物入門，北田俊行編著，共立出版
■参考書
道路橋示方書・同解説，日本道路協会
橋梁工学，中井 博，北田俊行著，共立出版
鋼構造，三木三木千壽著，共立出版
コンクリート標準示方書，土木学会，丸善
新・地震動のスペクトル解析，大崎順彦，鹿島出版会
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構造動力学特論 Advanced Structural Dynamics

⚑年後期／⚒単位 小幡 卓司

■授業の概要・方法
地震で揺れる超高層ビル群，台風の襲来を受ける長大スパン吊橋，高波に洗われる防波堤…，これらの共通点
は何だろう？ この問いに対する一つの答えは，「時間的に変動する動的荷重を受ける構造物である」ということ
です。このような構造物の動的な応答性状や安全性・信頼性を検証するためには，『構造物の動的解析（Dynamics
of Structures）』に関する基礎知識が必要不可欠となります。
この講義では，⚑自由度系・多自由度系の振動解析理論や地震動に対する構造物の応答解析の基礎を学びます。
各講義題目について各自が事前に学習することを前提にして，当日の講義・演習および議論を進めます。
■授業の到達目標
集中質量・分布質量系の振動構成要素およびそれらの振動解析理論を理解し，解析的な理論展開や説明ができ
ること。振動解析理論を構造物の動的解析に応用し，その解析結果を考察・評価できること。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 構造物の動的解析の概要 動的解析の基本的目標，動的問題の本質的特性，離散化の方法

第⚒回 ⚑自由度系の振動解析⑴ 振動現象と解析理論の基本事項，運動方程式の定式化，一般化⚑自由
度系

第⚓回 ⚑自由度系の振動解析⑵ 非減衰・減衰自由振動，固有周期，減衰特性

第⚔回 ⚑自由度系の動的応答解析 動的荷重に対する応答解析，動的増幅率，共振応答

第⚕回 非線形系の応答解析 材料非線形，増分形式の運動方程式，逐次積分法（運動方程式の数値
解析法）

第⚖回 多自由度系の振動解析⑴ 自由度の選定，運動方程式の定式化（マトリックス表示），構造特性マ
トリックスの評価

第⚗回 多自由度系の振動解析⑵ 非減衰・減衰自由振動，振動数方程式，固有値問題の解法，振動モード
の直交性・規準化

第⚘回 多自由度系の動的応答解析 規準座標とモード重畳法（モード解析法），運動方程式の直接積分法

第⚙回 変分原理による動的問題の定式化 一般化座標，Lagrange の運動方程式，拘束条件と未定乗数

第10回 分布パラメタ系の振動解析⑴ 梁の曲げ振動，運動の偏微分方程式の定式化，せん断変形・回転慣性の
影響，棒の縦振動

第11回 分布パラメタ系の振動解析⑵ 梁の曲げ振動（非減衰自由振動）の解析，固有周期・振動モード，棒の
縦自由振動

第12回 構造部材の波動伝播解析 棒における波動伝播，波動方程式，伝播速度，弾性波の反射・透過

第13回 構造物の地震応答解析⑴ 地震波，地震動の特性を表す指標，応答スペクトル

第14回 構造物の地震応答解析⑵ 地震の入力機構，基礎並進による構造物の地震応答，モード重畳法と応
答スペクトル法

第15回 構造物の地震応答解析⑶ 地震に対する非線形応答，非線形解析法，弾塑性応答挙動と部材の強度
分布の影響

■履修の心得および準備等
時間的に変動する荷重や構造物の応答に関する興味を持ち，現実の土木構造物の動的問題を常に意識・対比しながら，自
主的な学習を続けることを期待します。
■準備学習の内容
毎回の講義題目に対応する教科書の該当箇所を事前に精読し，その概要および内容構成を把握しておくこと。また，参考
書等によって講義内容の理解を深めること。
■成績評価方法
講義における議論および演習問題の思考過程に基づいて，理解度を総合的に評価します。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
構造物の動的解析：R.W. クラフ，J. ペンジン著，大崎順彦他訳 科学技術出版社 1978
■参考書，資料等
構造物の動的解析［改訂⚒版］：A.K.チョプラ著，渡部丹他監訳 科学技術出版 2001
入門建設振動学：小坪清眞著 森北出版 1996
構造物の振動解析（新体系土木工学10）：片山恒雄・宮田利雄・国井隆弘著 技報堂出版 1979
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非線形構造解析特論 Advanced Nonlinear Structural Analysis

⚑年後期／⚒単位 高橋 良輔

■授業の概要・方法
現在の設計においては，構造材料の非線形領域まで対応した構造物の応答解析による性能把握や照査が求めら
れる。本講義は，非線形構造解析に必要な，弾性・塑性学の基礎，有限要素解析，非線形解法，および設計にお
ける非線形構造解析の適用について説明する。
■授業の到達目標
弾性・塑性の概念，応力とひずみに関する一般式，降伏条件，有限要素法における非線形解法等，非線形構造
解析のための基礎的な理論を理解する。また，現在，設計における非線形解析の適用方法について説明すること
ができる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 応力とひずみ 本講義の概要，弾性と塑性，平面応力と平面ひずみ，主応力と主ひず

み
第⚒回 応力とひずみに関する一般式 応力・ひずみの変換式，不変量，偏差応力と偏差ひずみ，釣り合い方程

式
第⚓回 降伏条件と塑性変形⑴ 弾塑性と降伏曲面

第⚔回 降伏条件と塑性変形⑵ 流れ則と弾塑性構成則

第⚕回 非線形有限要素法⑴ 有限要素法の概要

第⚖回 非線形有限要素法⑵ 形状関数とガウス積分，各種要素

第⚗回 非線形有限要素法⑶ 非線形解法の概要，ニュートンラプソン法，修正ニュートンラプソン
法

第⚘回 非線形材料モデル⑴ コンクリートの圧縮構成則，ひび割れ基準，ひび割れモデル

第⚙回 非線形材料モデル⑵ コンクリートの引張構成則，コンクリートと鉄筋の相互作用，ひび割
れ面のせん断

第10回 非線形材料モデル⑶ 鋼材モデルとバウジンガー効果，座屈

第11回 非線形材料モデル⑷ 接合面のモデル

第12回 非線形解析の適用⑴ 耐震設計への適用方法とその事例

第13回 非線形解析の適用⑵ 複合構造物への適用方法とその事例

第14回 非線形解析の適用⑶ 時間軸上の性能評価への適用

第15回 まとめ ⚑回目～14回目までのまとめを行う

■履修の心得および準備等
学部において，構造解析学，コンクリート構造工学を履修していることが望ましい。
■準備学習の内容
事前に次回講義の題目・内容に関連した書籍を読み，疑問点を確認しておくこと。
■成績評価の内容
講義中に複数回，演習課題を提示してレポートで提出する。また，最終レポート課題を課し，最終レポートの内容と演
習課題の結果と総合的に評価する。課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
講義用のテキストは適宜配布する。
■参考書
なし。本講義に関連する書籍は数多くあるので，参考にするとよい。
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コンクリート構造設計特論 Advanced Design of Concrete Structures

⚑年後期／⚒単位 高橋 良輔

■授業の概要・方法
本講義では，現在のコンクリート構造の設計法である限界状態設計法について説明し，限界値算定法のほか，
時間依存挙動に対する設計や，プレストレストコンクリートやプレキャストコンクリート構造といった近年重要
となる構造物の設計方法について説明する。
■授業の到達目標
性能照査の考え方，鉄筋コンクリート構造，プレストレストコンクリート構造およびプレキャストコンクリー
ト構造の限界状態設計法の概念や重要事項について説明することができる。鉄筋コンクリート構造の設計に必要
な応答値や限界値を算定することができる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 限界状態設計法と要求性能 本講義の概要，設計と照査の概念，要求性能

第⚒回 作用と応答値の算定 作用の種類，作用のモデル化，応答値の算定手法

第⚓回 有限要素法と今後の設計 非線形有限要素法による性能評価と照査，時間軸を考慮した設計

第⚔回 付着・定着と構造細目⑴ 付着の原理，付着応力─すべり─ひずみ関係

第⚕回 付着・定着と構造細目⑵ 付着・定着に関するその他の理論，構造細目

第⚖回 クリープと収縮 クリープ・収縮の原理と予測式，構造解析における考慮事例

第⚗回 せん断と軸力 せん断挙動における軸力の効果と現在の理論

第⚘回 せん断変形 せん断破壊時の変形

第⚙回 面部材のせん断⑴ 鉄筋コンクリートの面内せん断挙動と修正圧縮場理論

第10回 面部材のせん断⑵ 押抜きせん断挙動と押抜きせん断耐力

第11回 ねじり ねじり破壊の概念と，ねじり耐力

第12回 疲労 桁の曲げ疲労とせん断疲労

第13回 耐震設計⑴ 大変位繰返し時の破壊挙動

第14回 耐震設計⑵ 大変位繰返し時の座屈，耐震設計法

第15回 プレキャストコンクリート構造 プレキャストコンクリートの概要と接合部

■履修の心得および準備等
学部において，構造解析学，コンクリート構造工学を履修していることが望ましい。
■準備学習の内容
事前に次回講義の題目・内容に関連した書籍を読み，疑問点を確認しておくこと。
■成績評価の内容
講義中に複数回，演習課題を提示してレポートで提出する。また，最終レポート課題を課し，最終レポートの内容と演
習課題の結果と総合的に評価する。課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
講義用のテキストは適宜配布する。
■参考書
なし。本講義に関連する書籍は数多くあるので，参考にするとよい。
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材料強度学特論 Advanced Fracture Mechanics

⚑年後期／⚒単位 高橋 良輔

■授業の概要・方法
本講義では，コンクリート構造の構造解析に対して重要な，破壊力学とそのコンクリート構造への応用につい
て説明する。破壊力学の概要と，主に金属材料を対象とする一般的な線形・弾塑性破壊力学について説明し，そ
のコンクリート構造への応用について説明する。
■授業の到達目標
破壊力学の基本事項を理解し，説明することができる。鉄筋コンクリート構造における破壊力学の応用につい
て理解し，説明することができる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 破壊力学の概要と歴史⑴ 本講義の概要，破壊力学の歴史

第⚒回 破壊力学の概要と歴史⑵ 破壊力学の必要性および寸法効果の概要

第⚓回 線形弾性破壊力学の基礎⑴ エネルギー解放率と破壊エネルギー，J積分

第⚔回 線形弾性破壊力学の基礎⑵ ひび割れ先端領域と応力集中係数，Kと Gの関係

第⚕回 線形弾性破壊力学の基礎⑶ 寸法効果

第⚖回 線形弾性破壊力学の基礎⑷ エネルギーに基づく近似解法

第⚗回 線形弾性破壊力学の基礎（⚕） 数値計算および実験によるKと Gの決定

第⚘回 等価弾性ひび割れとR曲線⑴ 非線形領域と破壊挙動の種類，等価弾性ひび割れの概要

第⚙回 等価弾性ひび割れとR曲線⑵ ⚒パラメータモデルとR曲線

第10回 Cohesive Crack モデル⑴ Cohesive Crack モデルの基本概念

第11回 Cohesive Crack モデル⑵ Cohesive Crack モデルのコンクリートへの適用

第12回 Crack band モデル⑴ ひずみの局所化局所ひずみ

第13回 Crack band モデル⑵ Crack band モデルの基本概念

第14回 Crack band モデル⑶ ⚑軸軟化モデルと分散ひび割れモデル

第15回 破壊力学のコンクリートへの適用 鉄筋コンクリート構造の設計における破壊力学の適用

■履修の心得および準備等
学部において，構造解析学，コンクリート構造工学を履修していることが望ましい。
■準備学習の内容
事前に次回講義の題目・内容に関連した書籍を読み，疑問点を確認しておくこと。
■成績評価の内容
講義中に複数回，演習課題を提示してレポートで提出する。また，最終レポート課題を課し，最終レポートの内容と演
習課題の結果と総合的に評価する。課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
講義用のテキストは適宜配布する。
■参考書
なし。本講義に関連する書籍は数多くあるので，参考にするとよい。
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土質力学特論 Soil Mechanics

⚑年後期／⚒単位 小野 丘

■授業の概要・方法
地盤に作用する荷重と土の自重によって地盤内に発生する静的応力とその表現方法を，文献の精読を通して学
ぶ。
■授業の到達目標
土質力学の基礎となる応力解析，強度，ダイレイタンシー，限界状態などの内容を正確に理解して，それらの
適切な表現と解釈ができるようになること。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 応力解析⚑ 応力の定義

第⚒回 応力解析⚒ 平面ひずみと軸対称

第⚓回 応力解析⚓ モールの応力円

第⚔回 土の強度 強度の定義

第⚕回 摩擦⚑ 内部摩擦角と強度

第⚖回 摩擦⚒ せん断応力と直応力

第⚗回 一面せん断⚑ 試験の特徴

第⚘回 一面せん断⚒ 試験結果の解釈

第⚙回 一面せん断⚓ 試験結果の表現

第10回 ダイレイタンシー⚑ ダイレイタンシーの定義

第11回 ダイレイタンシー⚒ 土のダイレイタンシー

第12回 限界状態⚑ 限界状態の定義

第13回 限界状態⚒ 限界状態の表現

第14回 演習⚑ 演習課題による理解の促進

第15回 演習⚒ 演習課題による理解の促進

■履修の心得および準備等
講義では事前の十分な予習が必要である。必要に応じて課題を課す。テキストは事前に配布する。
■準備学習の内容
事前に配布されるテキストを十分予習することが必須である。単語や文の表面的な意味に終始するのではなく，内容の理
解に努めること。理解を促進するために関連する他のテキストの内容を参照することを推奨する。
■成績評価方法
講義内容の理解度，演習課題の達成度などを総合的に評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
講義に先立って配布する。
■使用文献
Soil Mechanics, 3rd edition William Powrie CRC Press, 2014
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地盤工学特論 Advanced Geotechnical Engineering

⚑年前期／⚒単位 所 哲也

■授業の概要・方法
北海道で起こり得る地盤災害について解説し，災害発生のメカニズムと防災・減災対策について学ぶ。
■授業の到達目標
液状化，斜面崩壊，地すべり，地盤沈下，凍害などの地盤災害のメカニズムを理解するとともにその対策工に
ついて理解をし，説明できるようになること。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 地盤工学序論 授業の概要，評価方法の説明

第⚒回 各種調査法⚑ 標準貫入試験

第⚓回 各種調査法⚒ スウェーデン式サウンディング試験

第⚔回 液状化現象と対策⚑ 液状化による被害事例

第⚕回 液状化現象と対策⚒ 液状化現象のメカニズム

第⚖回 液状化現象と対策⚓ 液状化判定

第⚗回 液状化現象と対策⚔ 液状化対策工法

第⚘回 斜面崩壊，地すべりと対策⚑ 斜面崩壊，地すべりによる被害事例

第⚙回 斜面崩壊，地すべりと対策⚒ 誘因とメカニズム

第10回 斜面崩壊，地すべりと対策⚓ 斜面崩壊，地滑り対策工法

第11回 地盤沈下と対策⚑ 地盤沈下の被害事例と原因

第12回 地盤沈下と対策⚒ 地盤沈下の対策工法

第13回 寒冷地での地盤災害と対策⚑ 寒冷地での地盤災害の被害事例

第14回 寒冷地での地盤災害と対策⚒ 土の凍上理論

第15回 寒冷地での地盤災害と対策⚓ 凍害対策工法

■履修の心得および準備等
学部で学んだ「基礎土質工学A・B」の内容を理解していることが望ましい。
■準備学習の内容
・事前に配布されるテキストを用いて，予習を行っておくこと。
■成績評価方法
レポート，演習課題などにより総合的に評価する。
レポート，課題の実施結果については，個々にコメントする。
■教科書
テキストは適宜配布する。
■参考書
必要に応じて配布する。
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都市システム計画学特論 Advanced Urban System Planning

⚑年前期／⚒単位 東本 靖史＊

■授業の概要・方法
これまでの都市計画や交通計画の変遷や役割について土木工学の視点から論考し，さらには人口減少や高齢社
会など，現在の社会情勢が抱える課題を解決する新たな都市システムの構築を目指すものである。また，実デー
タによる都市交通や都市経営のシステム分析手法についても取り上げ，実務と学理を融合した都市システムの体
系化について研究を進める。
■授業の到達目標
都市計画及び交通計画に関する基礎理論と応用を習得するとともに，都市交通・経営におけるシステム分析が
できる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 都市システム計画学序論 「都市」および「システム」の定義について考究し，都市システムに関

する計画論について議論する。
第⚒回 日本の都市計画⑴ 日本の都市計画の変遷について論説し，新たな社会情勢に応じたまち

づくりについて議論する。
第⚓回 日本の都市計画⑵ 都市計画の成立や近代都市計画への転換について論説し，都市計画の

必要性について議論する。
第⚔回 日本の都市計画⑶ 全国総合開発計画における目標と戦略について論説し，国土発展の変

遷や国土ビジョンの必要性について議論する。
第⚕回 都市・都心交通とまちづくり 北海道および札幌市における都市・都心の将来像について論説し，都

市・都心交通のあり方について議論する。
第⚖回 地域交通とまちづくり 地域の将来像について論説し，地域交通とまちづくりのあり方につい

て議論する。
第⚗回 都市交通におけるシステム 都市交通における分析の実例を紹介し，将来の都市交通について多様

な視点から論説する。
第⚘回 都市経営におけるシステム 都市経営における分析の事例を紹介し，将来の都市経営について多様

な視点から論説する。
第⚙回 都市交通・経営におけるシステム分析

の実践⑴
産業連関分析や包絡分析法などの経営統計学や経済分析の適用方法に
ついて論説し，実データを用いたシステム分析の実践を行う。

第10回 都市交通・経営におけるシステム分析
の実践⑵ 〃

第11回 都市交通・経営におけるシステム分析
の実践⑶ 〃

第12回 地域公共交通⑴ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律，地域公共交通網形成計
画，地域公共交通再編実施計画など地域交通の現状について論説する。

第13回 地域公共交通⑵ 公共交通が抱える課題や必要性，持続可能な公共交通について論説し，
地域交通のあり方について議論する。

第14回 地域公共交通⑶ コミュニティバスやデマンド交通，自動運転バスなど公共交通の先進
事例を紹介し，地域と公共交通の連携について議論する。

第15回 新たな都市・交通計画 市民と行政と事業者の協働について論説し，新たな都市・交通計画につ
いて議論する。

■履修の心得および準備等
講義はできるだけディスカッションを通して，それぞれの考え方をまとめることに目標をおく。したがって，事前の準備

を十分に行い，議論ができるような準備をすることが重要であり，積極的なディスカッションへの参加，あるいはプレゼン
テーション能力の体得を重点的に行う。
■準備学習の内容
初等解析学の基礎を習得している。
■成績評価方法
毎回の授業への積極的参加，レポートの提出，プレゼンテーション能力および最終レポートの評価等を通して総合的に判
断する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■参考書，資料等
資 料：必要に応じて，適宜配布する。
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交通計画学特論 Advanced transportation Planning

⚑年前期／⚒単位 堂柿 栄輔

■授業の概要・方法
都市交通の管理と運用に関し現状分析の方法や問題点の把握及びその対策について説明します。講義では，分
析手法の説明が中心になりますが，演習の成果を皆さんが発表する機会も作ります。日常の交通現象に関し，自
ら問題意識を持つように心がけてください。
■授業の到達目標
⚑．技術者として総合的な観点から都市交通の問題と課題を把握する。
⚒．都市交通が外部経済，外部不経済に与える影響を理解する。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 多変量解析法について 多変量解析の考え方と必要性

第⚒回 単回帰分析 ⚑ 最小⚒乗法と回帰係数の決定

第⚓回 単回帰分析 ⚒ 相関係数の算出とその意味

第⚔回 単回帰分析 ⚓ 予測の方法。時系列分析と横断面分析

第⚕回 重回帰分析 ⚑ 最小⚒乗法と回帰係数の決定

第⚖回 重回帰分析 ⚒ 説明変数の選択

第⚗回 重回帰分析 ⚓ 重相関係数の算出とその意味

第⚘回 重回帰分析 ⚔ 編相関係数と多重共線性

第⚙回 数量化Ⅰ類分析 ⚑ 説明変数の選択と尺度論

第10回 数量化Ⅰ類分析 ⚒ 回帰係数の算出の手順

第11回 数量化Ⅰ類分析 ⚓ 重相関係数の算出の手順

第12回 数量化Ⅰ類分析 ⚔ 予測の方法

第13回 数量化Ⅱ類分析 ⚑ 外的基準の意味

第14回 数量化Ⅱ類分析 ⚒ カテゴリーアイテムの設定

第15回 数量化Ⅱ類分析 ⚓ 予測の方法

■履修の心得および準備等
修士論文の作成を念頭に，この講義で得た知見を利用するまたは応用する意識を心がけて下さい。
■準備学習の内容
⚑．都市交通問題及び課題について，日常生活の中で意識（実感）すること。
⚒．交通手段の選択に与える幾つかの容認について，自身の経験に基づき理解すること。
■成績評価方法
試験結果と，演習問題及び試験結果等により評価します。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
講義にて説明します。多変量解析に関する本の中から適当なものを選定します。
■参考書，資料等
講義にて説明します。
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鉄道工学特論 Advanced Railway Engineering

⚑年後期／⚒単位 上浦 正樹＊

■授業の概要・方法
鉄道工学は，計画学，機械工学，土木工学，電気工学，情報工学，文化史など多岐にわたる分野を総合的に取
り扱う工学である。今年度の授業では，このうち鉄道工学全体と土木施設を主体に学び，交通計画での鉄道関係
で用いられている手法の体系と概念を示し演習する。また，鉄道工学に関する英文の文献により技術論文の読み
方を学ぶ。
■授業の到達目標
工学に応用分野に位置する鉄道において，鉄道技術に用いられている基礎的な技術を理解し説明できること。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 鉄道工学の法体系 日本の鉄道における法体系と規制緩和

第⚒回 鉄道工学の基礎 基本的な鉄道工学の概念

第⚓回 技術基準の体系 技術基準の対象，騒音問題，移動者円滑化

第⚔回 線形と高速化 線形決定方法 高速化に必要な技術，運転制御システム

第⚕回 曲線の設定 走行安全性 脱線係数 車両構造

第⚖回 緩和曲線 緩和曲線の種類と意義

第⚗回 勾配と縦曲線 勾配，縦曲線の設定による鉄道施設の影響

第⚘回 建築限界と車両限界 各種限界と関連するホーム設備，電力設備

第⚙回 軌道力学 軌道力学に関する文献（軌道構造）

第10回 軌道力学 軌道力学に関する文献（分岐器構造）

第11回 鉄道と脱炭素社会 鉄道のエネルギー革命を考える

第12回 鉄道史からみた脱炭素社会の予測 蒸気機関と水素エンジンの比較から技術の発達を示す

第13回 鉄道における脱炭素の手法 EUその他の外国の事例から手法を示す

第14回 北海道新幹線 雪対策が構造物に与える影響

第15回 北海道新幹線 札幌駅の新幹線対策

■履修の心得および準備等
講義方式で進める。鉄道という総合工学体系から計画学や工学のあり方や脱炭素社会を考える機会としたい。又，現物
の写真をとり討論することでプレゼンテーション力を養成する。
■準備学習の内容
授業で示す課題を考察し，不明な点を調べて授業に臨むこと。
■成績評価方法
レポート等で総合的に判断する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
鉄道工学 上浦正樹，須長誠，小野田滋 森北出版 2000年
■参考書，資料等
新しい都市交通システム 都市交通研究会 山海堂 1997年
新軌道力学 佐藤吉彦 鉄道現業社 1997年
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流域水工学特論 Advanced River Engineering

⚑年前期／⚒単位 鈴木 洋之

■授業の概要・方法
河川管理における重要な技術の一つである降雨－流量変換系について論ずる。ここでは雨量・流量観測に始ま
り，雨量と流量のデータ処理の方法および流出モデルの理論から実際の計算方法まで学習する。また，流量から
水位へと変換する方法の一つとして不等流計算について学ぶ。
■授業の到達目標
・貯留関数による流出計算ができる。
・不等流計算による水面形予測ができる。
■授業計画

回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 流域水工学総論 技術の歴史や背景について論じる

第⚒回 雨量計測と流量計測およびデータ処理
の理論

様々な雨量・流量観測方法や流域平均雨量の算定などの前処理の方法
について論じる

第⚓回 雨量および流量データの処理の実際 実際の雨量・流量データを処理して理解を深める

第⚔回 貯留関数法の基礎理論 貯留関数法の基礎式である貯留方程式と連続方程式の理論について論
じる

第⚕回 線形一価貯留関数の理論⑴ 線形一価貯留関数の基礎式の数学的理解について論ずる

第⚖回 線形一価貯留関数の理論⑵ 線形一価貯留関数の理論解と数値解法を説明する

第⚗回 線形一価貯留関数の実際 線形一価貯留関数を用いた流量計算を行う

第⚘回 線形二価貯留関数の理論 線形二価貯留関数の基礎式と数値解法を説明する

第⚙回 線形二価貯留関数の実際 線形二価貯留関数を用いた流量計算を行う

第10回 非線形一価貯留関数の理論 非線形一価貯留関数の基礎式と数値解法を説明する

第11回 非線形一価貯留関数の実際 非線形一価貯留関数を用いた流量計算を行う

第12回 非線形二価貯留関数の理論 非線形二価貯留関数の基礎式と数値解法を説明する

第13回 非線形二価貯留関数の実際 非線形二価貯留関数を用いた流量計算を行う

第14回 ⚑次元不等流計算の理論 ⚑次元不等流に基礎式とその解法について論じる

第15回 ⚑次元不等流計算の実際 ⚑次元不等流による水面計計算を行う

■履修の心得および準備等
基本的な微分や積分の計算および微分方程式の解法を理解しておくこと。また，fortran，C，python などのプログラム
言語を理解しておくこと。
■準備学習の内容
fortran，C，python などのプログラム言語によって自由に計算ができるように準備しておくこと。
■成績評価方法
演習課題により総合的に評価する。課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
なし，適宜資料を配布する
■参考書，資料等
椎葉充晴ほか：例題で学ぶ水文学，森北出版
永井明博ほか：ダム管理の水文学，森北出版
河村哲也ほか：エクセル河川数値解析入門，山海堂
など
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河川学特論 Advanced potamology

⚑年前期／⚒単位 許士 達広＊

■授業の概要・方法
治水・利水・環境の観点から計画・調査及び設計・管理の課題を取り上げその対応について論ずる。
■授業の到達目標
・河川計画の基本的流れを説明できる。
・河川構造物の役割と問題点・注意点を理解する。
・河川管理と環境と防災のかかわりについて論ずることができる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 河川計画の課題⚑ 地球温暖化の実際，災害

第⚒回 河川計画の課題⚒ 課題対応，流域治水

第⚓回 河川計画の手法⚑ 水文確率算定手法⚑

第⚔回 河川計画の手法⚒ 水文確率算定手法⚒

第⚕回 河川計画の手法⚓ 河川流量・水位の算定

第⚖回 河川調査の課題⚑ 雨量観測・予測の問題

第⚗回 河川調査の課題⚒ 水位流量観測の問題

第⚘回 現地見学⚑ 豊平川を歩く

第⚙回 現地見学⚒ 同・川の歴史

第10回 河川構造物⚑ 護岸・床止め・樋門の問題

第11回 河川構造物⚒ 堤防の問題

第12回 河川管理の課題⚑ 洪水管理・警報

第13回 河川管理の課題⚒ 低水管理・樹木 河床変動

第14回 ダムと遊水地 ダムと遊水地管理，課題

第15回 河川と地域 人と河川環境，河川ツーリズム

■履修の心得および準備等
河川工学・防災工学で学習した内容を復習しておくこと。
■準備学習の内容
各演習において30分以上の予習復習をすることが望ましい。
■成績評価方法
提出物等で総合的に評価する。科目等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書等
特に指定せず。
■参考書，資料等
参考資料を随時配布。
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水環境工学特論 Aquatic Environmental Engineering

⚑年前期／⚒単位 山田 俊郎

■授業の概要・方法
河川，湖沼および海域における水環境問題やその保全策，環境保全を目的とした流域管理策について，国内外
の事例などを紹介しながら講義する。また，気候変動や社会情勢の変化による水環境への影響と対策や水利用へ
の影響についても講義する。さらに履修者によるプレゼンテーションをベースに全員でディスカッションを行い，
環境問題に対する視点を深める。
■授業の到達目標
これまでの水環境問題と，最近の水環境問題の要因と対策について理解を深め，説明できる。また，流域の考
え方を理解し，流域管理，流域保全策について説明できる。今後の社会情勢の変化や気候変動など外的要因から
水環境に起こりうる影響や，予防や適応などの対策について述べることができる。
■授業計画
回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 これまでの水環境問題とその対応 日本のこれまでの公害問題，水環境問題とその対応策

日本の水環境行政の経緯
第⚒回 河川環境と環境問題 河川水質汚濁問題，河川生態系の考え方

第⚓回 河川環境問題への技術的・法的対策 河川環境問題に対する技術的・制度的アプローチ

第⚔回 湖沼環境と環境問題 停滞水域の課題，富栄養化問題

第⚕回 湖沼環境問題への技術的・法的対策 湖沼環境問題に対する技術的・制度的アプローチ

第⚖回 海域環境と環境問題 内湾の水環境問題，貧栄養化，外洋の水質問題

第⚗回 海域環境問題への技術的・法的対策 海域環境問題に対する技術的・制度的アプローチ

第⚘回 最近の水環境問題 最近の水環境問題に関する履修者からのプレゼンテーションとディス
カッション

第⚙回 流域としての水環境問題 地球環境問題，水銀汚染，酸性雨

第10回 日本の流域保全，流域管理 日本での水源保全事例

第11回 海外の流域保全，流域管理 海外における流域保全事例，法的経済的アプローチ

第12回 最近の水環境保全対策 最近の水環境保全対策，水処理技術に関する履修者からのプレゼン
テーションとディスカッション

第13回 気候変動と水環境問題 気候変動と予測される水環境問題

第14回 社会情勢変化と水環境問題 人口減少やメガシティ出現による水環境問題

第15回 水環境問題とこれから 将来の水環境問題に関するディスカッション

■履修の心得および準備等
水環境問題の解決にはその原因・要因の理解はもちろん，対策として技術的な方法だけでなく，基準を決めるといった
制度的な方法や経済的なアプローチなどもあり，幅広い視野をもって積極的に学ぶ姿勢が求められる。また，プレゼンテー
ションを基本とした授業においては，十分な準備を行う必要がある。さらにディスカッションに積極的に参加する姿勢も
不可欠である。
■準備学習の内容
プレゼンテーションの用意は，十分時間をとって準備することが求められる。
■成績評価方法
レポート等の課題，プレゼンテーション，講義中の発言，ディスカッションへの参加状況などから総合的に評価する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
特になし。
■参考書
授業時に資料を配布する。
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環境情報工学特論 Advanced Environmental Information

⚑年後期／⚒単位 岡田 啓嗣＊

■授業の概要・方法
環境情報は，気象や土地利用，植生，生物など多種多様な事物によって構成される。本講義ではそれらのうち
土木事業や農業の利用に関わるものを扱い，気象情報・リモートセンシング・地理情報システムついて，環境情
報を取得し利用する手法について学ぶ。
■授業の到達目標
環境調査や土木事業に対して，基礎資料を与えたり，土地を合理的に管理する上で環境情報の重要性を説明で
きる。また，環境情報を自ら取得し，データの持つ意味を理解できる。
■授業計画

回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 ガイダンス ガイダンス

環境情報取得の背景を知る。
第⚒回 気象学の基礎⚑ 気象学の基礎を学ぶ。

第⚓回 気象学の基礎⚒ 大気と放射について学ぶ。。

第⚔回 気象学の基礎⚓ 大気中の熱水物質循環について学ぶ。

第⚕回 気象学の基礎⚔ 身の回りの気象現象について学ぶ。

第⚖回 水文学の基礎 水文学の基礎を学ぶ。

第⚗回 気象・水文情報の観測 気象情報，水文情報の観測方法について学ぶ。

第⚘回 光学データとリモートセンシング リモートセンシングとそれに用いられる電磁波と関連する主要な法則
を理解する。

第⚙回 地理情報データとGIS 1 GIS の概要を学ぶ。。

第10回 地理情報データとGIS 2 GIS の多様な利用法について学ぶ。

第11回 地理情報データとGIS 3 リモートセンシングのGIS への展開を学ぶ。

第12回 環境情報の空間補間 メッシュ気象モデル等，環境情報の空間補間について理解する。

第13回 気象・気候資源の利用⚑ 気象・気候資源の利用とその意義について学ぶ。

第14回 気象・気候資源の利用⚒ 気象・気候資源の利用とその意義について学ぶ。

第15回 演習 理解の不十分な題目について演習形式で追加の講義を行う。

■履修の心得および準備等
環境とその情報に対する高い関心があることが望ましい。
■準備学習の内容
物理学およびコンピュータの基礎的知識があることが望ましい。
■成績評価方法
出席状況や講義・演習の理解度，レポートの内容から総合的に評価する。課題等の実施結果については個々にコメント
する。
■教科書
なし。
■参考書，資料等
基礎からわかるリモートセンシング：日本リモートセンシング学会編，理工図書
GIS と地理空間情報：橋本雄一，古今書院
プログラミング言語C：B. W. カーニハン，D. M. リッチー，共立出版
Arduino で計る，測る，量る：神崎康宏，CQ出版
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環境リスク工学特論 Advanced Environmental Risk Engineering

⚑年前期／⚒単位 安藤 直哉

■授業の概要・方法
社会基盤・システムの整備に関わる様々な分野において。環境・健康への負の影響（リスク）が無視できない
状況になってきており，リスクと便益のバランスを取ることが重要となってきている。環境リスク評価の考え方
を学ぶことで，客観的にリスクと便益を比較することができるようになり，様々な利害関係者との情報交換，合
意形成の手段としての活用が可能となる。講義では環境リスク評価の本的事項を学んだ後，具体的な事例を取り
上げ，環境リスク評価の一連の作業を実際に行い，理解を深める。
■授業の到達目標
環境リスク解析手法を修得し，様々な環境リスクを計算することができること，また計算されたリスクを評価
し，他者に伝えることができることを目標とする。
■授業計画

回 数 題 目 講 義 内 容 ・ 目 標
第⚑回 環境リスク序論 環境リスクの歴史的背景および基礎的事項について学ぶ。

第⚒回 環境リスクと公共政策 環境リスク評価が政策にどのように用いられているかについて学ぶ。

第⚓回 リスクモデル 様々なリスクモデルについて具体例を学ぶ。

第⚔回 曝露経路 有害物質を取り上げ，様々な曝露経路を考える。

第⚕回 リスク解析⑴ 統計学基礎 リスク解析に必要な統計学の基礎を学ぶ。

第⚖回 リスク解析⑵ 不確実性 リスク解析の際に考慮すべき不確実性を学ぶ。

第⚗回 リスク解析⑶ 曝露評価 様々な曝露経路からの有害物質のリスクを学ぶ。

第⚘回 リスク解析⑷ 技術システムのリスク 技術システムに関わるリスクにつて具体例を通して学ぶ。

第⚙回 リスク解析⑸ リスク計算 様々なリスクを実際に計算する。

第10回 リスク評価 解析結果を用いたリスク評価方法について学ぶ。

第11回 リスク管理 リスク評価の結果を用いてリスク低減の方策を考える。

第12回 リスク認知 客観的データに基づくリスクと人々が感じるリスクの差について考え
る。

第13回 リスク伝達 リスク認知を踏まえたリスク伝達方法を学ぶ。

第14回 総合的な環境リスク管理 実際の事例についてリスク計算，意思決定，伝達の実習行う。

第15回 まとめ 実習を踏まえて議論を行い，問題点を明らかにする。

■履修の心得および準備等
講義では，有害化学物質の生体影響等を取り上げるため，化学についての基礎的な知識を持っていることが望ましい。な
い場合は，学習意欲を強く持っていることが望まれる。
■準備学習の内容
講義で取り上げる有害化学物質について，資料などを自分で調べること。予習復習を30分以上行うことが望ましい。
■成績評価方法
講義時の小課題20％，レポート80％の総合評価とする。
課題等の実施については個々にコメントする。
■教科書
なし。
適宜資料を配布する。
■参考書
演習 リスクを計算する：中西準子編，岩波書店，2006．
環境リスク解析入門［化学物質編］：吉田喜久雄＋中西準子著，東京都，2006．
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社会環境工学特論ゼミナールⅠ･Ⅱ Advanced Seminar on Civil EngineeringⅠ･Ⅱ

Ⅰ ⚑年後期／必修／⚓単位
Ⅱ ⚒年前期／必修／⚓単位 建設工学専攻（社会環境系）各教員

■授業の概要・方法
土木工学の諸問題を対象に特定のテーマを設定し，指導教員がゼミナール形式で問題解決能力を育成する。
以下は，各教員による授業の概要である。
・堂柿 栄輔
我が国での都市交通の管理と運用について，現状での問題点とその解決の考え方を説明します。例えば都心
部での交通現象を見た時，限られた空間での交通主体の共存の方法が交通管理上の重要な課題となります。こ
の講義では，この「交通主体」と「共存」の考え方を中心に説明します。
・小野 丘
土と地盤の凍上現象を解析するために，主に土の凍結機構とその表現方法についてのゼミを行う。また，地
盤の凍結・凍上現象を正確に把握するための室内実験方法と得られる指標の解釈，結果に及ぼす諸要因の詳細
な解説を行う。これらを通して地盤の凍上現象についての本質的理解を促し，その工学的応用力を養う。
・小幡 卓司
社会基盤構造物としての橋梁を例として，余寿命，劣化の考え方，長寿命化などに関して，各種文献や論文
などに基づいて学習し，橋梁や付属構造物の点検に関して，十分な基礎知識を身に付ける。また，構造ヘルス
モニタリングと，それに関するデータ収集・解析方法，構造同定の基礎に関して習得する。これらを学ぶこと
によって，特別研究を遂行する能力を養うことを目的とする。
・山田 俊郎
水環境の理解や水環境保全対策などに必要となる，現地調査法や分析手法，データ解析，モデル化など，水
環境を評価する各手法の理解と実践する力を深めるゼミナールを行う。特に札幌等都市域に密接する河川や湖
沼だけでなく，北海道に見られる湿原・湿地帯の環境保全や，積雪寒冷地特有の現象を対象とした水環境も対
象とし，その理解や保全策につながる評価手法について，文献調査や現地視察，ディスカッションを通じて学ぶ。
・鈴木 洋之
河川や貯水池に生じる様々な課題に関係する水理・水文現象を捉えるのに必要な現地計測，データ解析，数
値解析，数理解析の手法について理解と応用力を身に着けるゼミナールを行う。さらに，過去の論文や報告書
などの文献調査や現地調査を通して河川管理や貯水池管理における課題やその対策の在り方についてディス
カッションを通して学ぶ。
・高橋 良輔
鉄筋コンクリート構造，プレストレストコンクリート構造，複合構造による新設・既設構造物の性能評価方
法について，既往の研究や実務に関する報告，論文について調査し，コンクリート構造の材料劣化機構や破壊
挙動について理解を深めるとともに，現在の新設・既設構造物の性能評価方法の課題や，これからの性能評価
方法のあり方についてディスカッションする。
・鈴木 聡士
都市・地域計画および交通計画に関連した実例や研究事例などに関する情報を収集し，それらについて深く
考察する。また，計画に関連したシステム分析手法等の知識を広く習得するとともに，その応用方法について
ディスカッションする。
・安藤 直哉
水処理は，化学・物理・生物学的な技術を複合的に応用して行われている。このゼミナールでは，国内外の
水処理技術とその理論を学び，水処理手法について理解を深めることを目的とする。特に北海道は寒冷酪農地
帯でありかつ泥炭地が多く，水処理が比較的難しいのが特徴であるため，寒冷酪農と泥炭地における処理手法
を中心的に扱う。ゼミナールは，既往研究論文を基にした議論を主体に行う方法で進め，文献調査力や説明力
を養う。
・所 哲也
凍結土・凍結融解土の特性を学び，寒冷地で生じる地盤災害の発生メカニズムに関するゼミナールを行う。
現行の凍害対策工やその問題点についても学び，総合的に凍結による地盤災害の理解を深める。
・金澤 健
コンクリートとの複合材料で作製された構造部材の耐荷力や，フレッシュコンクリートの流動性を解析的に
評価する方法を学ぶ。具体的には，既往の論文の計算を追試し，微分方程式や最適化といった数理的方法を用
いて現象を解析する能力を養う。
■授業計画
具体的な授業計画は設定したテーマによるため，指導教員がその都度設定する。

■履修の心得および準備等
⚑年前期の受講科目を十分に学習し，理解しておくこと。
■成績評価方法
指導教員がテーマに応じて設定する。
課題等の実施結果については個々にコメントする。
■教科書
テーマに基づき，指導教員が選定する。
■参考書，資料等
テーマに基づき，指導教員が選定する。
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社会環境工学特別研究Ⅰ･Ⅱ Advanced Research on Civil EngineeringⅠ･Ⅱ

Ⅰ ⚒年前期／必修／⚓単位
Ⅱ ⚒年後期／必修／⚓単位 建設工学専攻（社会環境系）各教員

■授業の概要・方法
以下は，各教員による授業の概要である。
・堂柿 栄輔
修士論文の作成では，各テーマについての自身の問題意識と，データ処理の技術が必要です。これらのこと
は，学部及び修士課程での講義を通じて学んできましたが，得られた成果を相手に伝える方法や技術も非常に
重要なことです。この講義では，蓄積された知識を整理し，問題解決の施策を提案する技術を指導します。
・小野 丘
地盤の凍上を再現できる実験装置を用いた精密な凍結・凍上実験および数値解析を通して，凍結中および凍
結・融解後の地盤や構造物が示す挙動を明確にするための研究を行う。特に，凍上発生機構，自然凍上の量的
解析，斜面の凍上解析などをテーマとし，地盤の凍上現象とそれが与える影響に関する未解明な部分の一端を
明らかにする研究を進める。
・小幡 卓司
社会基盤構造物に関して，卒業研究や社会環境工学特論ゼミナールで学んだ理論や手法を生かして，現在発
生している問題点について学生自身が主体的にテーマ設定を行い，それに応じた実験や解析を通じて，修士論
文の完成に向けた指導を実施する。また，プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の向上を目指し，
原則として，土木学会北海道支部などへの論文投稿・発表を行う。
・山田 俊郎
ゼミナールで修得した知識をもとに，水環境の評価や保全に関する研究を行う。自然域の水環境や生態系保
全だけでなく，地域の飲料水の安全確保や，排水，廃棄物による環境影響と対策等，現場の課題解決につなが
るテーマも含め，フィールドワークをベースにした研究を行う。
・鈴木 洋之
ゼミナールで修得した様々な計測・解析手法といった知識をベースとして，ディスカッションを通じて認識
した河川・貯水池における防災や水資源管理に関する課題解決に向けて，問題となる現象の詳細把握や再現の
高精度化を実現するモデルについて検討する。
・高橋 良輔
鉄筋コンクリート構造，プレストレストコンクリート構造，複合構造の新設・既設構造物の性能評価方法を
高度化するための研究を行う。主に，非線形有限要素解析による性能評価方法について，接合部の力学モデル
や時間軸を考慮した力学モデルなど高度化に必要な個別技術や構造物のモデル化方法について検討し，将来の
設計照査技術の向上に資する成果の取得を目指す。
・鈴木 聡士
ゼミナールにおいて収集した都市・地域計画および交通計画に関する知見や情報，さらには習得したシステ
ム分析に関する手法や知識を活用して，各自が興味のある研究テーマを設定する。その上で，修士論文を完成
させるための研究指導を行う。
・安藤 直哉
ゼミナールで修得した知識を基に，浄水処理や処理工程における化学・物理・生物学的現象を研究テーマと
する。研究手法はラボスケール実験を主体とした有機物除去・アンモニア性窒素除去・マンガン除去などが挙
げられる。
・所 哲也
ゼミナールで習得した知識を下に，地盤の凍害に関する研究を行う。研究手法としては，要素試験，模型試
験を主体とし，凍結土・凍結融解土の未解明な現象の解明から凍害対策方法の構築を研究対象とし，必要に応
じてフィールドワークを実施し研究を進める。
・金澤 健
建設材料としてコンクリートを対象に，社会基盤構造物の施工・設計・維持管理で問題視される現象を科学
的・数理的な手法で解決するための研究を行う。特に，鉄筋コンクリート棒部材・版部材のせん断耐力を半解
析的に導出方法や，フレッシュコンクリートのスランプ挙動のシミュレーションによる施工性能の定量化に取
り組む。
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