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まえがき 

 
 

 「Kansai Geo-Symposium」は，地盤工学会関西支部と地下水地盤環境に関する研究協議会が共催す

る地下水地盤環境，防災，計測技術に関する研究発表会であり，今年で 3 回目の開催となります。地盤

工学会関西支部と地下水地盤環境に関する研究協議会では，それぞれ「地盤の環境・計測技術に関する

シンポジウム」と「地下水地盤環境に関するシンポジウム」の地盤研究に関するシンポジウムを同時期

に開催してきましたが，3 年前より両シンポジウムを統合して本シンポジウムを開催しています。 

 近年多発する異常豪雨による土砂災害や東日本大震災の経験，また資源やエネルギー源としての地下

水利用の需要の高まりを受けて，地盤工学分野が対象とする研究・技術の範囲が拡大しつつあります。

今年 7 月に閣議決定された「水循環基本計画」では，地下水を含む水循環を流域全体として捉える

必要性が明言化されました。さらに「地下水の利用や地下水に関する課題等は一般的に地域性が極

めて高い」とされ，それぞれの地域ごとに各機関が連携して，広域的かつ多角的に健全な水循環の

維持又は回復のための取り組みを推進することが求められています。地下水の有効利用の在り方を

考えるとき，分野の枠組みを超えた地盤工学に関する様々な知見は欠かすことができません。 

このように，地盤・地下水技術者・研究者に求められる知識や技術は今後一層多様化・高度化するも

のと考えられます。「Kansai Geo-Symposium 2015」では，その副題に記されるように，地盤工学と関

連分野の地下水，環境，防災，計測技術等の多岐にわたる分野の最新の研究・技術に関する厳正な審査

を受けた 49 編の論文が発表されます。本シンポジウムを契機に関西地方で活躍する多分野の技術者・

研究者の交流が更に活発となり，今後の地盤工学・地盤地下水研究の発展に寄与できることを期待しま

す。 

 なお，本シンポジウムの開催に当たっては，多くの官学諸団体に協賛を頂いております。ここに，関

係各位に厚く感謝申し上げます。 
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