
一般財団法人災害科学研究所　2022年度　研究員一覧 2022年6月15日現在

No 研究員名 研究員名 現職／元職 専門・分科 専門・細目 専門キーワード 現在の活動・興味あるテーマ

1 ｶﾏﾀﾞ　ﾄｼﾛｳ 鎌田敏郎 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授 土木工学 土木材料・施工・建設マネジメント
コンクリート　維持管理　非破壊検査　補修・補強　健全度診断　劣化予測　弾性波法
鋼板巻き立て補強

構造物の非破壊検査　構造物の劣化診断／劣化予測　コンクリート関
連の規格規準類の整備

2 ｱｵｷ　ｼﾝｲﾁ 青木伸一 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授　・　理事 土木工学 水工学
沿岸防災　海岸構造物　浮体構造物　漂砂　土砂管理　リモートセンシング　長周期波
内湾環境　富栄養化

流域圏総合土砂管理　津波・高潮防災　沿岸環境保全

3 ﾄﾞｲ　ｹﾝｼﾞ 土井健司 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授 土木工学 都市交通計画　都市政策　都市デザイン
持続可能性　土地利用と交通の統合戦略　スローモビリティ　ユーザビリティ　公共交
通指向型開発　自転車交通

4 ﾀﾀﾞ　ﾓﾄﾋﾃﾞ 多田元英 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授 建築学 建築構造 鋼構造　耐震設計　座屈　複合非線形解析 建築鋼構造骨組の倒壊解析

5 ｳﾒﾀﾞ　ﾅｵﾔ 梅田直哉 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授 総合工学 船舶海洋工学
船体運動学　船舶復原性　船舶電気推進　海洋生態系　パラメトリック横揺れ　ブロー
チング　追波中復原力喪失　転覆確率　最適制御　非線形力学系　カオス

国連国際海事機関（IMO）の非損傷時復原性基準策定（CGコーディ
ネータ業務）とそれに関するコンサルタント業務

6 ﾔﾏﾅｶ　ﾄｼｵ 山中俊夫 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授 建築工学 建築環境工学　建築設備学　建築空気環境 換気　室内気流制御　換気効率予測　室内空気質評価　室内におい環境設計　屋外環 　室内空気環境と知的生産性　換気効率と省エネルギー　病室換気

7 ｲﾇｲ　ﾄｵﾙ 乾　徹 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授　 土木工学 地盤工学　地盤環境工学 人工地盤材料　廃棄物処分　土壌地下水汚染　地盤改良

8 ｲﾘｴ　ﾏｻﾔｽ 入江政安 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授　 土木工学 水工学，環境水理学，水環境 貧酸素水塊　流動モデル　水質・底質　数値シミュレーション　沿岸域　データ同化 流動水質モデルにおけるパラメータ推定・最適化技術

9 サナダ　ヤスシ 真田靖士 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授　 土木工学 建築環境工学　建築設備学　建築空気環境 建築構造　耐震工学　地震災害　構造実験　構造解析

10 ｲｲﾀﾞ　ｶﾂﾋﾛ 飯田克弘 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授 土木工学 交通工学　施設計画　地域計画
高速道路　交通管理　安全対策　情報提供施設　ITS　高齢ドライバー　ドライビングシ
ミュレータ

交通安全対策　事故要因分析

11 ｱﾗｷ　ｽｽﾑ 荒木進歩 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授 土木工学 海岸工学
橋梁への作用波力　捨石構造物の変形　水理機能　人工リーフ　消波ブロック　ライフ
サイクルコスト

橋梁に作用する波力　捨石構造物の変形

12 ｶｲﾄ 　ｷﾖﾕｷ 貝戸清之 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授 土木工学
構造工学・地震工学・維持管理工学　土木材料・施工・建設マネ
ジメント

社会資本マネジメント学　アセットマネジメント　リスクマネジメント　交通工学・国土計
画

13 ﾋﾛﾊﾀ　ﾐｷﾋﾄ 廣畑幹人 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授 土木工学 構造工学　鋼構造　溶接工学 鋼構造　補修補強　維持管理　溶接　火災　疲労　腐食　鋼材靭性
鋼構造物溶接部の性能評価と補修補強，維持管理における溶接，熱
処理の適用　火災を受けた鋼構造物の健全性評価および補修技術の
提案　鋼構造物の耐久性評価

14 ｻｻｷ　ﾕｳﾔ 佐々木勇弥 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 助教 土木工学 水工学 漂砂　波・流れ　河口部の水理・土砂移動　総合土砂管理　地形変化予測　国土保全 河口部の土砂移動機構の解明　総合土砂管理の実現

15 ﾖｳ ｹﾝﾄ 葉　健人 大阪大学 大学院工学研究科地球総合工学専攻 助教 土木工学 土木計画　地域都市計画　交通計画　交通工学 持続可能性　地域共創　EVの社会実装　外国人運転者　MaaS 地域共創型交通の実践　二輪EV社会実験　交通安全の国際比較

16 ｲｼﾂﾞｶ　ﾕｳｺ 石塚裕子 大阪大学 大学院人間科学科　未来共創センター 講師 土木工学 都市計画、交通計画、まちづくり ユニバーサルデザイン、住民参加

17 ｽｳﾝ　ﾕｰﾋﾟﾝ 孫　玉平 神戸大学 大学院工学研究科建築学専攻 教授 土木・建築工学 建築構造・材料
拘束コンクリート　高強度コンクリート　耐震挙動　梁降伏先行破壊　繰り返し履歴挙動
鋼管横補強短柱　正方形角形鋼管

18 ｻｶｶﾞ　ｷﾐﾋﾛ 阪上公博 神戸大学 大学院工学研究科建築学専攻 教授 土木・建築工学 建築環境工学　環境音響学　音響材料
次世代吸音材料　音響反射　振動・音響連成問題　音響設計　背後構造　コンサ-トホ
-ル　弾性板・膜　高架道路　境界要素解析

次世代吸音材料（微細穿孔板（MPP)），デザイン的に優れた吸音材
料，

19 ﾀｹﾉ　ﾋﾛﾏｻ 竹野裕正 神戸大学 大学院工学研究科電気電子工学専攻 教授 電気電子工学 電力工学・電力変換・電気機器 プラズマ　核融合　大電力高周波　電力工学 高周波応用

20 ﾀｹﾔﾏ　ﾄﾓﾋﾃﾞ 竹山智英 神戸大学 大学院工学研究科市民工学専攻 教授 土木・建築工学 土木工学　地震工学

21 ｲｲﾂﾞｶ　ｱﾂｼ 飯塚　敦 神戸大学 都市安全研究センター 教授 土木・建築工学 地盤力学  地盤環境工学  地盤工学
せん断帯　締固め土　有限要素解析　弾塑性構成モデル　分岐現象　水連成解析　ひ
ずみの局所化　進行性破壊

22 ｸﾜﾀ　ﾔｽｺ 鍬田泰子 神戸大学 大学院工学研究科市民工学専攻 准教授 土木・建築工学 構造工学　ライフライン地震工学　維持管理工学 ライフライン　水道システム　地中構造物の地震応答　リスクマネジメント 東日本大震災の被害分析

23 ﾐｷ　ﾄﾓﾋﾛ 三木朋広 神戸大学 大学院工学研究科市民工学専攻 准教授 土木・建築工学 構造工学　地震工学　維持管理工学　建設マネジメント
せん断　残存耐荷性能　格子モデル　鋼繊維補強コンクリート　UFC  PC　画像解析
ひび割れ進展　破壊予測

構造物の維持管理、画像解析を用いた非接触変位計測

24 ﾊｼﾓﾄ　ｸﾆﾀﾛｳ 橋本国太郎 神戸大学 大学院工学研究科市民工学専攻 准教授 土木・建築工学 構造工学　地震工学　維持管理工学 鋼構造　複合構造　耐荷力　継手　耐震　FRP　維持管理　腐食　疲労

25 ﾌﾙﾀ　ﾋﾄｼ 古田　均 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 特任教授 土木工学 構造工学・地震工学　情報学
ソフトコンピューティング　ファジィ理論　ニューラルネットワーク　遺伝的アルゴリズム
橋梁　地震応答　維持管理　景観設計　情報プロトコル　環境にやさしい構造物

26 ﾄｳﾀﾞ　ｼﾞｭﾝ 東田　淳 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 客員教授 土木工学 地盤工学　自然災害科学
土と構造物の相互作用　地中埋設管　静的挙動　地震時挙動　土圧　変形　設計　老
朽管の更生

老朽管の更生　豪雨による土砂災害

27 ｶﾝｼﾞｮｳ　ﾖｼﾉﾘ 貫上佳則 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 教授 土木工学 土木環境システム　水工水理学　都市計画・建築計画
溶出試験　セメント焼成実験　特殊セメント　下水汚泥　BCR逐次抽出法　都市ごみ焼
却飛灰

28 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｶｼ 山口隆司 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 教授 土木工学 構造工学・地震工学・維持管理工学
複合構造　トラス橋格点部　高力ボルト長締め引張接合　幅方向テーパー　スプリット
ティー継手　鋼・合成構造の耐荷力・設計法　連結部の耐荷力・設計法　既設鋼構造
物の補修・補強　構造実験

多列高力ボルト摩擦接合継手の設計　橋梁モニタリング技術の開発
連結部の終局限界状態を考慮した合理的設計法の提案

29 ｼｹﾞﾏﾂ　ﾀｶｱｷ 重松孝昌 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 教授 土木工学 水工水理学　環境動態解析　環境保全
環境海岸工学　混相流　多孔質構造物　画像計測法　流跡線連結法　海藻　酸素消
費速度　生態系モデル　汚濁防止膜

海岸防災，海岸環境修復

30 ｵｵｼﾏ　ｱｷﾋｺ 大島昭彦 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 教授 土木工学 地盤工学　基礎工学　環境地盤工学
一次元圧密　鉛直排水工　遠心模型実験　地下水位低下　液状化　地盤情報データ
ベース　現場調査　建築基礎

宅地の液状化判定と対策

31 ｷﾄｳ　ﾋﾛｱｷ 鬼頭宏明 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 教授 土木工学
構造工学・地震工学・維持管理工学　コンクリ-ト工学・土木材
料・施工

合成構造　中心圧縮耐力　局部座屈　制限径厚比　拘束効果　内径・外径比　弾塑性
鋼管応力　二重鋼管

32 ｳﾁﾀ　ﾞﾀｶｼ 内田　敬 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 教授 土木工学 土木計画学・交通工学 事業評価　投資計画　交通制御　歩行者交通　ITS　交通行動観測 視覚障碍者の街歩き支援システム開発

現職



33 ﾐﾀﾑﾗ　ﾑﾈｷ 三田村宗樹 大阪公立大学 大学院理学研究科生物地球系専攻 教授 地質学
第四紀地質　応用地質　C-14年代測定　都市　完新統　環境地
質

沖積層　第四紀層　地盤災害特性　地下水　温泉　堆積盆地解析　人工地盤構造　自
然由来重金属土壌汚染　帯水層構造　斜面災害　宅地盛土特性

34 ﾂﾉｶｹ　ﾋｻｵ 角掛久雄 大阪公立大学 大学院工学研究科都市系専攻 准教授 土木工学 構造工学　地震工学　コンクリート工学　維持管理工学
コンクリート　補修・補強　短繊維補強モルタル　疲労強度　耐震　複合構造　構造解
析

コンクリート構造物の維持管理　繊維を用いた補修・補強の開発

35 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｶｼ 松本高志 北海道大学 大学院工学研究院北方圏環境政策工学専攻 教授 土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学 維持管理，橋梁床版の疲労寿命解析，繊維補強セメント系材料，FRP，複合構造

36 ｵｵﾆｼ　ﾋﾛｼ 大西弘志 岩手大学 理工学部システム創成工学科 教授 土木工学 構造工学　維持管理工学
橋・部材の強度　橋の維持管理　鋼構造（鉄構造）　コンクリート構造　複合構造　新材
料（ＦＲＰ）

道路橋床版の性能評価　新素材を用いた構造の開発　構造物の維持
管理　構造物のヘルスモニタリング　小規模発電施設の開発

37 タッタ　ナオキ 竜田尚希 富山大学 大学院理工学研究部 助教 土木工学
土木材料・土木施工・構造工学･地震工学・
維持管理工学・地盤工学

土工構造物、補強土、盛土、軟弱地盤、耐震設計、ジオシンセティックス 土工構造物の維持管理，補強土の基礎研究

38 ﾀｹﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛｼ 竹林洋史 京都大学 防災研究所流域災害研究センター 准教授 土木工学 水工水理学　生態・環境
自己形成流路　交互砂州　複列砂州　砂礫の分級　河岸侵食　自己相似　フラクタル
生物多様性　多様な水辺空間

砂防区間における河床変動特性

39 ｷﾑ　ﾁｮｳﾙ 金　哲佑 京都大学 大学院工学研究科社会基盤工学専攻 教授 土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学
モニタリング　構造同定　時系列解析　移動点検　スマートセンサ　統計的パターン
ベイズ統計　車両ー橋梁連成系　地震応答解析　環境振動　走行作用

異常検知システム開発　モニタリング用のセンサシステム開発　意思決
定

40 ﾎｿｲ　ﾖｼﾋｺ 細井由彦 鳥取大学 役員 理事　副学長 土木工学 土木環境システム
渇水対策　小規模自治体　地震被害　水需要予測　非点源汚濁負荷　水循環システ
ム　地方財政　高齢社会　再利用水

人口減少する地方の水システム

41 ﾏﾂﾐ　ﾖｼﾊﾙ 柗見吉晴 鳥取大学 大学院工学研究科 特任教員 土木工学 水工水理学　水工学 社会システム工学･安全システム
多方向不規則波　護岸消波工の維持管理問題　海上投入施工　地域防災マップ　避
難行動シミュレーション

42 ｸﾛｲﾜ　ﾏｻﾐﾂ 黒岩正光 鳥取大学 大学院工学研究科 教授 土木工学 水工水理学　海岸工学
海浜変形　漂砂　海浜流、海浜変形シミュレーション、沿岸域の流れ解析、沿岸域の
防災

中小漁港の航路埋没、河口域の地形変化、沿岸域の防災

43 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾕｳﾍｲ 松原雄平 鳥取大学 大学院工学研究科 非常勤講師 土木工学 水工水理学　環境影響評価　環境保全
ニュ-ラルネットワ-ク　湖沼生態系　藻場造成　環境評価　シティゲ-ション　環境要因
評価法　ミティゲ-ション

44 ﾏﾂﾑﾗ　ﾉﾌﾞﾋｺ 松村暢彦 愛媛大学 大学院理工学研究科生産環境工学専攻 教授 土木工学 都市計画　交通計画　公共受容
アンケート調査　心理学的方略　パ-ク・アンド・バスライド　観光交通　観光トリップ　交
通手段転換　環境配慮行動　通勤手当

45 ﾂｼﾞﾓﾄ　ｺﾞｳｿﾞｳ 辻本剛三 熊本大学 大学院先端科学研究部 教授 土木工学 水工水理学　水工学 人工海浜　現地調査　底質色彩　津波堆積物　　海岸防災

46 ﾏﾂﾑﾗ　ﾏｻﾋﾃﾞ 松村政秀 熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター 教授 土木工学 構造工学・地震工学・維持管理工学
鋼構造　橋梁　耐震性能　耐震構造　補修・補強・維持管理　地震時応答　実験・数値
解析

47 ﾂｶｸﾞﾁ　ﾋﾛｼ 塚口博司 立命館大学 理工学部都市システム工学科 特別任用教員 土木工学 交通工学　国土計画 街路計画　街路空間再配分　歩行者経路選択行動　集配送トラックの行動最適化

48 ﾏﾂｲ　ｼｹﾞﾕｷ 松井繁之 大阪工業大学 八幡工学実験場 客員教授　・　理事 土木工学
土木材料・施工・建設マネジメント　構造工学・地震工学・維持管
理工学　土木環境システム

道路橋床版　輪荷重走行試験　SーN曲線　防水工　ゴム化アスファルトシ-ト　回転せ
ん断疲労試験　疲労設計法　限界状態設計法

49 ｲｼｶﾜ　ﾄｼﾕｷ 石川敏之 関西大学 都市工学部都市システム工学科 教授 土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学 鋼構造，鋼橋の維持管理，鋼橋の疲労，鋼橋の補修・補強，接着接合 損傷した鋼橋の簡易評価法および簡易補修法の開発

50 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 東山浩士 近畿大学 理工学部社会環境工学科 教授 土木工学
土木材料・施工・建設マネジメント　構造工学　地震工学　維持
管理工学

橋梁　複合構造　床版　維持管理　押抜きせん断　耐荷力　疲労　耐久性　リサイクル
繊維補強コンクリート

橋梁の維持管理　材料リサイクル

51 ｶﾜｲ　ｶﾂﾕｷ 河井克之 近畿大学 理工学部社会環境工学科 教授 土木工学 地盤工学　地盤環境工学　防災工学 河川堤防　斜面安定　締固め施工　土壌汚染

52 ﾀﾏｲ　ﾏｻﾋﾛ 玉井昌宏 大阪産業大学 工学部都市創造工学科 教授 土木工学 河川環境学　水工学　大気環境学
数値計算　混相流　乱流モデル　都市ヒートアイランド　植生　ガス抜き浄化法　河川
空間　環境倫理

53 ｵﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ 小田和広 大阪産業大学 工学部都市創造工学科 教授 土木工学 土質力学　地盤工学　土質工学　基礎工学
バイファケ-ション　コッセラ連続体　3軸圧縮試験　現場計測　現象論的コーナ理論
Cam-Clayモデル　ひずみ径路制御　マイクロメカニックス

54 ﾐﾁｵｸ　ｺｳｼﾞ 道奥康治 法政大学 デザイン工学部都市環境デザイン工学科 教授 土木工学 水工水理学　環境影響評価　環境政策 密度流　水質解析　貯水池の水質浄化　河川流解析　乱流解析 浸出水の窒素除去　河道の樹林化機構　貯水池の水質水理

55 ｵﾉ　ｷﾖｼ 小野　潔 早稲田大学 理工学術院創造理工学部社会環境工学科 教授 土木工学 構造力学　耐震工学　橋梁設計学　維持管理工学
鋼製ラーメン橋脚　耐震性能　長方形断面鋼製橋脚　塑性履歴特性　高性能鋼　性能
設計　架設　加熱矯正

56 ﾐﾔﾓﾄ　ﾋﾄｼ 宮本仁志 芝浦工業大学 工学部土木工学科水圏環境研究室 教授 土木工学 水工水理学　河川工学　環境水理学
開水路乱流　浮遊物質　四流束モデル　水面波紋　画像輝度　レーザースキャニング
多重散乱　環境水理実験　可視化センシング

57 ｽｽﾞｷ　ﾋﾛﾕｷ 鈴木博之 明星大学 理工学部総合理工学科建築学系 特別教授 土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学
疲労き裂　溶接継手　CFRP板　橋梁製作　ア-ク溶接　工場製作　生産システム　メン
テナンス　高力ワンサイドボルト摩擦接合継手

58 ｺﾀﾞｶ　ﾀｹｼ 小髙猛司 名城大学 理工学部社会基盤デザイン工学科 教授 土木工学 地盤工学　資源エネルギー工学
三軸試験　有限要素法　粘性土　分岐　構成式　浸透破壊　砂質土　一面せん断試験
液状化　ペントナイト

59 ﾐﾔﾓﾄ　ﾕｳｼﾞ 宮本裕司 福井工業大学 工学部 建築土木工学科 教授　 建築工学 建築構造 地震工学　耐震工学　地震防災

60 ｱﾘﾀ　ﾏﾓﾙ 有田　守 金沢工業大学 環境・建築学部環境土木工学科 准教授 土木工学 海岸工学 ローカルリモートセンシング　ステレオ画像法　漂砂　アマモ場造成
津波波面変動の準リアルタイムモニタリングシステムの開発
離岸流場周辺の水理現象

61 ﾏﾂｲ　ﾀﾓﾂ 松井　保 災害科学研究所 大阪大学名誉教授 理事長 土木工学 地盤工学 地盤災害　地盤の可視化　地盤改良　数値シミュレーション　基礎工学　土質力学
各種技術委員会委員長・委員　各種機関の理事長・理事・評議員　学
協会顧問

62 ﾄｷﾀﾞ　ｹﾝｲﾁ 常田賢一 災害科学研究所 応用地質（株）技術本部技師長室 顧問 土木工学 土質基礎工学　地盤工学　土工構造物　地震防災 地盤・基礎および土構造物の安定性の評価　耐震対策技術　地震断層
道路盛土の強化・補強　盛土・水路・保安林による津波減勢　土工構造
物の性能評価

63 ｸﾜﾉ　ｿﾉｺ 桑野園子 災害科学研究所 大阪大学名誉教授 環境心理学 環境工学　音響心理学
環境心理学　環境音響学　環境評価　文化比較　音質評価　視聴覚相互作用　環境
への適応

64 ﾆｯﾀ　ﾔｽﾂｸﾞ 新田保次 災害科学研究所 大阪大学名誉教授 土木工学 交通工学　国土計画　土木計画学
交通まちづくり　公共交通　福祉交通　自転車交通　低炭素　福祉増進　持続可能性
評価　持続可能な交通

65 ﾅﾗ　ｻﾄｼ 奈良　敬 災害科学研究所 大阪大学名誉教授 土木工学 鋼構造　構造工学　橋梁工学
鋼板構造　終局強度評価　ひずみ硬化　初期不整　弾塑性解析　動的応答解析　耐
震性能　鋼製橋脚　圧延変厚鋼板　腐食鋼板　ステンレス鋼板

鋼材性能の活用　ステンレス構造　鋼橋の健全度評価　PPP　橋梁資
産の活用　土木界の広報

66 ﾃﾞｸﾞﾁ　ｲﾁﾛｳ 出口一郎 災害科学研究所 大阪大学名誉教授 理事 土木工学 海岸工学　船舶海洋工学 水工水理学　水工学
長周期波　海浜流　海浜平衡断面　砂州崩壊　離岸流　水深変化予測　画像処理　河
口閉塞　リモートセンシング　海浜流数値計算

複雑系としての海浜流の解析



67 ｷﾑ　ﾕｳﾃﾂ 金　裕哲 災害科学研究所 大阪大学名誉教授 理事
土木工学　溶
接工学

維持管理工学　疲労　溶接設計　構造工学 補修補強　疲労き裂のモニタリング　加熱矯正　供用下の溶接　割れ防止 溶接による鋼橋の補修補強

68 ﾓﾘ　ﾔｽｵ 森　康男 災害科学研究所 大阪大学名誉教授 土木工学 土木計画学　交通工学
仮想道路空間　ドライビングシミュレーター　高齢ドライバー　交通安全対策 　システ
ム分析

社会基盤のシステム分析と管理システム

69 ﾆｼﾀﾞ　ｼｭｳｿﾞｳ 西田修三 災害科学研究所 大阪大学名誉教授 土木工学 水工学　環境水理学
閉鎖性内湾　流域圏　河川・湖沼　大阪湾　流動・水質　栄養塩　物質循環　密度流
現地観測　数値シミュレーション

環境モニタリングと施策評価　環境修復技術

70 ｲﾏｲ　ｶﾂﾋｺ 今井克彦 災害科学研究所
元　大阪大学教授
（株）森林経済工学研究所

代表取締役 建築学 地盤工学　土木構造　建築構造・材料

71 ｵｵｸﾗ　ｲﾁﾛｳ 大倉一郎 災害科学研究所 元 大阪大学准教授 土木工学 アルミニウム構造学　繊維接着構造学　鋼構造学　橋工学
疲労強度　ロボット溶接　弾塑性有限変位解析　アルミニウム床版　炭素繊維プレー
ト　補鋼材端ギャップ　高力ボルト継手　繰り返し塑性ひずみ　低サイクル疲労

72 ｲﾜﾂﾎﾞ　ﾀｸｿﾞｳ 岩壺卓三 災害科学研究所 神戸大学名誉教授 理事 機械工学 機械力学
回転機械の振動解析と状態監視診断　ターボ機械用シールの特性解析と安定化　ス
ポーツ用品の動的設計

73 ﾂﾀﾊﾗ　ﾐﾁﾋｻ 蔦原道久 災害科学研究所 神戸大学名誉教授 機械工学 流体力学　数値流体力学　流体機械　航空宇宙工学
ノズル内流れ　流体抵抗低減　格子ボルツマン法　船舶推進装置　界面活性物質
数値流体力学　柔軟宇宙構造物　波動吸収制御

74 ﾑﾛｻｷ　ﾖｼﾃﾙ 室崎益輝 災害科学研究所 神戸大学名誉教授 建築学 建築計画・都市計画　自然災害科学　社会学
防災計画　防災基準　災害文化　延焼防止性評価　防耐火性能　都市減災戦略　防
火避難計画　地震出火リスク　減災コミュニケーション

東日本被災地支援

75 ﾓﾘﾓﾄ　ﾏｻﾕｷ 森本政之 災害科学研究所 神戸大学名誉教授 評議員 建築学 建築環境・設備　リハビリテーション科学・福祉工学
空間音響知覚　防災行政無線　聴き取りにくさ　ユニバーサルデザイン　誘導鈴　ス
ピーチプライバシー

76 ﾀｶﾀﾞ　ｼﾛｳ 高田至郎 災害科学研究所
神戸大学名誉教授
北京科学技術大学客員教授

土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学
地震防災　ライフライン地震工学　地震動・断層解析　地盤動的解析　地中管路解析
インフラシステム信頼性解析　免震設計

77 ｶﾜﾀﾆ　ﾐﾂｵ 川谷充郎 災害科学研究所 神戸大学名誉教授 理事 土木工学 構造動力学　風工学　信頼性設計
橋梁交通振動　地震応答解析　橋梁-車両連成系　アクティプ制御　路面凹凸　地盤
振動　低周波音　振動モニタリング　MEMSセンサ

78 ｼｵｻﾞｷ　ﾖｼﾐﾂ 塩崎賢明 災害科学研究所 神戸大学名誉教授 建築学 建築計画・都市計画　自然災害科学　社会学
ソーシヤルミックス　都市河川の復元　清溪川プロジェクト　都市高速道路撤去　都市
アメニティ　共同建替え　応急仮設住宅　地域減災

79 ﾀﾌﾞﾁ　ﾓﾄﾂｸﾞ 田渕基嗣 災害科学研究所 神戸大学名誉教授 建築学 建築構造・材料　都市計画・建築計画
接合部パネル　歪集中　軸力比　パネルアスペクト比　実大実験　パネル梁耐力比
柱梁接合部パネル　全塑性せん断耐力

80 ﾌｼﾞﾀ　ｲﾁﾛｳ 藤田一郎 災害科学研究所 元神戸大学准教授
土木・建築工
学

河川工学　画像情報工学　水工水理学  河川工学  流体力学
流れの可視化　開水路乱流　水面変動　剥離渦　局所流　落差工　凹部流れ　粗面
乱流　キャビティー　振動跳水

81 ﾌｼﾞｲ　ﾖｼｶｽﾞ 藤居義和 災害科学研究所 神戸大学名誉教授 応用理学 量子物性学　素材物性工学　機器分析 Ｘ線・粒子線応用工学　イオン・放射線物理　材料分析　機器分析

82 ﾔﾓﾁ　ｽｽﾑ 矢持　進 災害科学研究所 大阪市立大学名誉教授 土木工学 環境動態解析　環境保全
窒素収支　人工干潟　優占海藻　生物生息機能　酸素消費速度　底生動物　グリー
ンタイド

83 ﾊﾔｼｶﾜ　ﾄｼﾛｳ 林川俊郎 災害科学研究所 北海道大学名誉教授 土木工学 構造工学 固有振動解析　動的応答性状　振動制御　数値シミュレーション　免震設計

84 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾀﾃｷ 藤原建紀 災害科学研究所 京都大学名誉教授 水工学 気象・海洋物理・陸水学
海洋物理学　沿岸海洋学　貧酸素化　富栄養化　貧栄養化　窒素・リン輸送　生物生
産　流動　水質

85 ﾀｹﾑﾗ　ｹｲｼﾞ 竹村恵二 災害科学研究所 京都大学名誉教授 地球惑星科学
地熱テクトニクス　第四紀地質学　環境動態解析　層位・古生
物学

活断層　ネオテクトニクス　^<14>C年代測定　地球規模編年　環境変動　掘削コア
古気候　地殻変動

86 ｽｶﾞﾉ　ｺｳｿﾞｳ 菅野耕三 災害科学研究所 大阪教育大学名誉教授 地質学 地質学　層位・古生物学 微化石層序　地質特性　放散虫化石　珪藻化石

87 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾋﾛ 渡邊政広 災害科学研究所 愛媛大学名誉教授 土木工学 水工学　土木環境システム
都市流出解析　浸水はんらん解析　汚濁負荷流出解析　合流式下水道　圧力波伝播
速度　越流水対策　サーチャージ流れ　マンホール蓋飛散

88 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ 中村孝幸 災害科学研究所
愛媛大学名誉教授
ミャンマー海事大学客員

土木工学 水工学
グリ-ン関数法　波向き・波高制御　沖合消波堤　共振装置型堤体　多列式堤体　多
列式沖合消波堤　共振装置型堤体構造物

89 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳﾉｽｹ 中川要之助 災害科学研究所
元　同志社大学助教授
NPOシンクタンク京都自然史研究所

地質学 応用地質学
第四紀　大阪層群　古大阪層群　活断層　地質構造発達史　地盤防災　里山　水理
地質　地表踏査　放射能探査

活断層と環濠古墳、里山の水理地質、造成地の地盤汚染

90 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛｼ 小林紘士 災害科学研究所 立命館大学名誉教授 土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学 渦励振　乱流　ガスト空気力　空力弾性振動　吊橋　フラッター　能動的制御
30年以上にわたって続いてきた沿岸の海の水環境管理手法が転換点
を迎えている．現在の海に適用できる新たな水環境管理手法構築を
行っている．

91 ﾊﾔｶﾜ　ｷﾖｼ 早川　清 災害科学研究所 立命館大学名誉教授 土木工学 地盤工学　地震工学　環境工学 地盤振動　地盤災害　環境問題　地盤・構造物の耐震問題 小学、中学、高校等への出前授業　講演活動

92 ﾉﾁﾉ　ﾏｻｵ 後野正雄 災害科学研究所 大阪工業大学名誉教授 土木工学 海岸工学　水工水理学
砕波　連成振動方程式　非線形波動　漂砂　気泡発生機構　高速ヴィデオカメラ　トリ
プル形砕波　津波災害　避難方法

　浸水はんらん災害防止対策　マンホール蓋飛散防止対策

93 ﾄﾞｳｶﾞｷ　ﾏｻﾋﾛ 堂垣正博 災害科学研究所 関西大学名誉教授 土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学　鋼構造設計
維持管理　円筒シェル　極限強度　コンクリ-ト充填鋼柱　垂直座屈強度　ライフサイク
ル　ダクティリティー

海洋エネルギーの利用

94 ｵｻﾞﾜ　ﾏﾓﾙ 小澤　守 災害科学研究所 関西大学名誉教授 機械工学 熱工学　原子力プラントの安全性
流れの可視化　音響流　熱伝達　蒸気発生器　X線ラジオグラフィ　原子力エネル
ギー　管状火炎 　熱交換器　冷凍機　中性子ラジオグラフィ

ボイラ技術開発史，原発の安全システムの構築

95 ﾐﾎｼ　ｱｷﾋﾛ 三星昭宏 災害科学研究所 近畿大学名誉教授 土木工学 交通計画学　土木計画学

96 ﾏｴﾉ　ｼﾛｳ 前野詩朗 災害科学研究所 岡山大学名誉教授 土木工学 水工学　河川工学
河川構造物　連結石　河川の植生管理　河川流の数値解析　河床変動　急流河川の
環境修復

災害に強い多自然河川構造物

97 ｼﾗｷ　ﾜﾀﾙ 白木　渡 災害科学研究所 土木工学
構造工学・地震工学・維持管理工学　感性情報学・ソフトコン
ピューティング　環境影響評価・環境政策

道路橋　環境負荷低減型構造物　亀裂進展則　景観評価システム　橋梁美　車両大
型化　ニュ-ラルネットワ-ク

98 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｲﾁﾛｳ 山本嘉一郎 災害科学研究所 京都光華女子大学名誉教授 地質学 情報地質学　地盤工学　統計科学　データベース　情報教育
地盤情報データベース　統計ソフトウェア　データ解析　エキスパートシステム　データ
マイニング　eラーニング　分散データベース

エキスパートシステムによる災害予測　地盤情報データベースの分散
構築と統合利用　地震前兆現象の分析と予知への利用可能性

99 ﾌｸﾊﾗ　ﾃﾙﾕｷ 福原輝幸 災害科学研究所 広島工業大学名誉教授 土木工学 水工水理学　農業土木学・農村計画学
蒸発・乾燥　融雪・融氷　乾燥地緑化　土壌保水改良　路面凍結　土壌熱・水分移動
太陽熱淡水化　節水灌漑



100 ﾌｼﾞｲ　ｶﾀｼ 藤井　堅 災害科学研究所 広島大学名誉教授 土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学
橋・部材の座屈耐荷力　鋼構造物の維持管理　残存耐荷力の評価・予測　ずれ止め
の耐荷力

橋梁の維持管理　UAVによる打音点検支援　若手技術者の育成

101 ｲｲﾀﾞ　ﾀｹｼ 飯田　毅 災害科学研究所
元　大阪産業大学教授
飯田技術士事務所

所長 土木工学 構造工学　地震工学　維持管理工学　地盤工学
地盤ー構造物系の地震時安定性評価　港湾構造物の耐震補強　盛土構造物の耐震
補強　振動制御　衝撃荷重に対する構造応答

102 ﾂｼﾞｵｶ　ｼｽﾞｵ 辻岡　静雄 災害科学研究所 福井工業大学　工学部土木環境工学科　 教授 建築土木工学 建築構造・材料　構造工学　耐震工学 鋼構造　木構造　空間構造　疲労設計　耐震診断・補強

103 ｶﾜｻｷ　ｺｳｼﾞ 川崎浩司 災害科学研究所
（株）ハイドロ総合技術研究所
大阪大学客員教授

取締役 土木工学 海岸工学　沿岸防災工学　沿岸環境工学　数値流体力学
沿岸防災　沿岸環境　沿岸災害予測　津波　高潮　越波　波浪　砕波　氾濫　沿岸構
造物　耐波設計　閉鎖性海域　流動解析　水質解析　混相流　数値波動水槽　数値シ
ミュレーション

津波解析　高潮解析　越波解析　波浪解析　氾濫解析　閉鎖性海域の
水塊構造解析　沿岸災害リスク可視化システムの研究開発　津波・高
潮・越波被害予測システムの研究開発　高精度乱流数値モデルの研
究開発

104 ﾐﾀﾑﾗ　ﾋﾛｼ 三田村　浩 災害科学研究所
（株）サンブリッジ
元　土木研究所寒地土木研究所主任研究員

執行役員技術本部
長

土木工学 構造工学･地震工学･維持管理工学
橋の設計法　耐震設計　橋梁床版　構造設計　床版防水工　橋梁の基礎　橋梁の維
持管理　鋼橋の防錆　橋梁洗浄　橋梁付属物　WJ工法

道路橋床版の劣化対策　橋の維持管理

105 ｺｳﾉ　ﾄｵﾙ 河野　徹 災害科学研究所 (株)南日本技術コンサルタンンツ 技術顧問 土木工学 水工学 港湾･空港･漁港施設の計画･調査･設計･施工監理 発展途上国の臨海部のインフラ整備，廃棄物処理

106 ﾅﾂｶﾜ　ｷｮｳｽｹ 夏川亨介 災害科学研究所 構造物設計（株） 代表取締役 土木工学 構造工学　維持管理工学 構造設計　コンクリート　計測　維持管理
構造物変位計測研究会　構造物変位計測機器開発

107 ﾊﾔｼ　ｹﾝｼﾞ 林　健二 災害科学研究所 （株）フォレストエンジニアリング 代表取締役 土木工学 地盤工学 地盤変形、地盤解析、土構造物、液状化、耐震 水際施設の地震時挙動解析、圧密沈下解析、盛土の耐震対策

108 ｽﾜ　ｾｲｼﾞ 諏訪　靖二 災害科学研究所 諏訪技術士事務所 代表 土木工学 地盤工学
軟弱地盤　海底地盤　地盤情報データーベース　地域地盤　地盤改良　液状化　地盤
沈下　不同沈下　建築紛争　廃棄物

建築紛争　調停委員　専門委員

109 ﾑﾗﾊｼ　ﾖｼﾊﾙ 村橋　吉晴 災害科学研究所 村橋技術士事務所 代表
地質学　物理
探査学

地質工学　応用地質学　物理探査学（工学） 基礎地盤・基礎岩盤調査　地盤変形調査・観測　地すべり防止 地盤・斜面・地下水関連コンサルタント

110 ｺﾆｼ　ﾅｵﾄｼ 小西　尚俊 災害科学研究所 小西技術士事務所 代表 地質学 地質学　地盤調査　探査工学 物理探査　電気電磁気探査　探査機器の設計開発 ラジコンヘリ利用空中電磁探査法開発

111 ﾅｶﾑﾗ　ﾖﾘﾕｷ 中村順行 災害科学研究所 NYコンサルタント事務所 代表 土木工学 土木材料　土木施工　建設マネジメント
現場経営　都市土木　水処理施設　地下構造物　立体交差　地盤改良　基礎杭　土留
め　掘削　鉄筋　コンクリート　施工計画・監理　工程・品質管理　原価管理　安全管理
環境管理

各種コンサルタント業務

112 ｱｽﾞﾏ　ｶｽﾞﾋﾛ 東　和博 災害科学研究所 株式会社ランパス 代表取締役 土木工学 土木材料･施工･建設マネジメント
施工計画・管理・設備、品質・積算・原価管理、コンクリート構造物施工、ひび割れ対
策、補修補強工事、開削工事、仮設工、安全対策、現場教育、現場コミュニケーション

技術伝承、教育

113 ﾉｸﾞﾁ　ｹｲｼﾞ 野口恵司 災害科学研究所 元　（株）日建設計シビル 土木工学 水工学　地盤工学　構造工学 土木構造物（港湾、河川、基礎工）の計画・設計・工事監理 工学的諸問題のソリューション・サービスに関するコオーディネイト

114 ﾄﾁﾓﾄ　ﾔｽﾋﾛ 栃本泰浩 災害科学研究所 川崎地質（株） 代表取締役社長 地質学 地質学、地盤調査 斜面防災、土木地質 地質調査、コンサルタント業務

115 ﾐﾅﾐ ｹﾝｲﾁﾛｳ 南　兼一郎 災害科学研究所 元　運輸省港湾技術研究所水工部長 土木工学 土木施工　港湾工学 港湾空港施設の設計・施工 技術の伝承・港湾施設の維持管理

116 ｼﾐｽﾞ　ﾌﾐｵ 清水文夫 災害科学研究所 清水建設（株） 上席エンジニア 土木工学 土木材料　土木施工　建設マネジメント
公共構造物の維持・保守　地下構造物の施工　トンネル施工　大型基礎　コンクリート
の劣化

各種コンサルタント業務

117 ﾏﾅﾍﾞ　ﾋﾃﾞｷ 真鍋英規 災害科学研究所 （株）ＣＯＲＥ技術研究所 代表取締役 土木工学
コンクリート工学　プレストレストコンクリート工学　維持管理工学
橋梁工学

プレストレストコンクリート構造　橋梁構造診断　道路橋床板　アルカリシリカ反応　プレ
キャスト構造　コンクリート材料　構造解析

社会基盤構造物の維持管理　プレストレストコンクリート工学技術の伝
承

118 ｲｼｻﾞｷ　ｼｹﾞﾙ 石﨑　茂 災害科学研究所 （株）富士技建 技師長 土木工学 橋梁工学　維持管理工学　鋼構造設計 道路橋床版　床版防水工　合成構造　FRP構造　金属溶射

119 ﾌﾙﾊﾀ　ﾀﾂｵ 降籏達生 災害科学研究所 ハタ　コンサルタント株式会社 代表取締役 土木工学 土木材料　土木施工　建設マネジメント 原価低減　現場コミュニケーション　現場力　施工力　技術提案 建設技術に関するコンサルタント業務、技術研修業務

120 ｱﾌﾞﾗﾀﾆ　ｼﾝｽｹ 油谷進介 災害科学研究所
みなとの技術サポート
元　運輸省港湾局

代表 土木工学 交通工学　地域物流研究　土木環境システム　港湾工学
港湾計画　物流システム　事業計画　費用便益　信頼性設計　環境影響評価
地域計画　海岸計画　維持管理計画　廃棄物海域処理処分システム

廃棄物の広域処分と跡地利用対策技術
建設コンサルタント業務　建設マネジメント

121 ｻｶﾔﾏ　ﾔｽｵ 坂山安男 災害科学研究所 元　日本道路公団関西支社　調査役 土木工学 トンネル工学　土木施工 山岳トンネル設計　　施工計画　　計測 トンネル設計コンサルタント業務　　トンネル技術伝承

122 ｶﾐﾃﾞ　ｻﾀﾞﾕｷ 上出定幸 災害科学研究所
元　西日本高速道路エンジニアリング関西
（株）

応用地学 斜面災害地質　土構造物維持管理 地質工学（斜面・のり面　土構造物　土砂災害　地下水）
自然災害，特に豪雨豪雪による土構造物の予防保全　若手技術者の
育成（技術伝承）

123 ｵﾉ　ｶｽﾞﾕｷ 小野和行 災害科学研究所 （株）エイト日本技術開発 土木工学 橋梁設計　橋梁補修　耐震設計 土質基礎　橋梁の耐震設計　橋の維持管理　橋の補修補強　地下構造物　 橋の維持管理及び補修計画

124 ｺｲｹﾀｹｼ 小池　武 元　京都大学教授
副理事長
元京都大学教授

JICA  Academic
Adviser

土木工学 ライフライン地震工学　構造動力学　信頼性設計工学 ライフライン、地中構造物、耐震設計、性能設計、維持管理、リスクマネジメント 各種コンサルタント業務、NPO活動、国際協力活動

125 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾏｻｱｷ 藤原　正明 藤原技術士事務所　所長
計測技研㈱　最高顧
問

土木工学 土質力学　地盤工学　山留め　土木施工 都市土木　山留め解析　地盤改良　シールド  斜面安定 各種コンサルタント業務　山留め解析

126 ﾊﾗﾀﾞ　ﾉﾘｵ 原田　紹臣
三井共同建設コンサルタ
ント株式会社

三井共同建設コンサルタント株式会社
MCC研究所防災研
究室長

土木工学 河川工学　砂防学　土質工学 土石流　斜面崩壊　洪水氾濫　地すべり　維持管理 土石流　斜面崩壊　洪水氾濫　地すべり　維持管理

127 ｻｶｶﾞﾐ　ﾄｼﾋｺ 坂上敏彦 災害科学研究所
REGIONAL GEOTECHNICS
元　川崎地質（株）

代表
代表取締役社長

土木工学 土質力学　地盤工学　防災工学　維持管理工学
モノパイル地盤ばね　パンチスルー　地質リスク　地すべり　地盤沈下　堤防強化
CPT　地盤調査　技術士作問　路面下空洞　路面性状

・地域における地盤災害を想定評価し、これに基づく安全、安心の維
持、管理、運用及びそれらに関するコンサルティング業務
・地域における地盤リスクを想定評価し、これに基づく資産の維持、管
理、運用及びそれらに関するコーディネーティング業務

128 コンノヒサシ 今野久志 災害科学研究所
（株）サンブリッジ
元　土木研究所寒地土木研究所総括主任研
究員

工事部長 土木工学 構造工学　土木材料学　維持管理工学　衝撃工学
橋・部材の設計法　構造物の維持管理手法　防災構造物の耐衝撃設計法　防災構造
物の健全度評価　緩衝構造

橋の維持管理　橋梁の長寿命化
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