
分野 大課題 小課題 執筆担当者 研究従事者（研究当時）
Ⅰ．
調査研究の全体俯瞰 国土技術政策総合研究所長、藤田　光一

Ⅱ．
本報告書の構成と読み方

日本建設情報総合センター建設情報研究所、標準部、主任研究員、杉原　直
樹
（前　河川研究部、河川構造物管理研究官）

Ⅲ．被災調査編

Ⅲ．１
東日本大震災における地震・津
波の外力・影響に関する共通的
分析

Ⅲ．１．１
観測された地震動の特性

道路構造物研究部、道路地震防災研究室、室長、片岡　正次郎
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

危機管理技術研究センター､地震防災研究室、室長、金子　正洋
危機管理技術研究センター､地震防災研究室、主任研究官、片岡　正次郎
危機管理技術研究センター､地震防災研究室、主任研究官、長屋　和宏
危機管理技術研究センター､地震防災研究室、研究官、研究官　松岡　一成

Ⅲ．１．２
津波の概要

沿岸海洋・防災研究部、津波災害研究官、岡本　修  港湾研究部、港湾施設研究室長、長尾　毅
他7名

Ⅲ．２
地震により発生した土砂災害

都市局都市安全課、企画専門官、松下　一樹
（前　土砂災害研究部、土砂災害研究室、研究官）

危機管理技術研究センター、センター長、山下　勝
危機管理技術研究センター、土砂災害研究官、西　真佐人
危機管理技術研究センター、砂防研究室、室長、小山内　信智
危機管理技術研究センター、砂防研究室、主任研究官、水野　正樹
危機管理技術研究センター、砂防研究室、主任研究官、冨田　陽
危機管理技術研究センター、砂防研究室、主任研究官、内田　太郎
危機管理技術研究センター、砂防研究室、研究官、林　真一郎
危機管理技術研究センター、砂防研究室、研究官、桂　真也
危機管理技術研究センター、砂防研究室、研究官、鈴木　拓郎
危機管理技術研究センター、砂防研究室、交流研究員、佐藤　匠

Ⅲ．３
下水道関係の被害

Ⅲ．３．１
下水道施設の被害状況と課題

下水道研究部、下水道機能復旧研究官、内田　勉
下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉

下水道研究部、下水道研究室、室長、橫田　敏宏
下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉
下水道研究部、下水道研究官、尾崎　正明
下水道研究部、下水道研究官、森田　弘昭
下水道研究部、下水道研究室、研究員、松橋　学

Ⅲ．３．２
管路内津波遡上の実態とそれがも
たらす損傷 下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉

下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉
下水道研究部、下水道研究室、研究員、松橋　学

Ⅲ．３．３
液状化による地表への管きょ浮き上
がり現象 下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉

下水道研究部、下水道研究室、室長、小川　文章
下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉
下水道研究部、下水道研究室、研究員、松橋　学

Ⅲ．４
河川・海岸被害の関係

Ⅲ．４．１
地震及び津波による堤防等河川管
理施設の被害 河川研究部、河川研究室、研究員、中村　賢人

河川研究部、部長、藤田　光一
河川研究部、河川研究室、室長、服部　敦
河川研究部、河川研究室、主任研究官、福島　雅紀
河川研究部、河川研究室、研究官、武内　慶了
河川研究部、河川研究室、研究官、福原　直樹
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、研究官、松岡　一成

Ⅲ．４．２
津波による河川汽水域への影響
－北上川河口を例として－ 河川研究部、河川研究室、研究員、中村　賢人 環境研究部、河川環境研究室、主任研究官、中村　圭吾

Ⅲ．４．３
ダムの安定性確認と今後の対応策
の検討 河川研究部、大規模河川構造物研究室、研究官、田中幸志

河川研究部、水資源研究室、室長、三石　真也
水工研究グループ、水工構造物チーム、上席研究員、山口　嘉一
水工研究グループ、水工構造物チーム、総括主任研究員、金銅　将史

Ⅲ．４．４
ダムで観測された地震動記録の収
集・分析 河川研究部、大規模河川構造物研究室、研究官、田中幸志

河川研究部、水資源研究室、室長、川﨑　将生
河川研究部、水資源研究室、研究官、伊藤　壮志

Ⅲ．４．５
海岸施設の津波による被害

河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、加藤　史訓
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、野口　賢二
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、山田　浩次
河川研究部、海岸研究室、研究官、渡邊　国広
河川研究部、海岸研究室、研究官、鳩貝　聡
河川研究部、海岸研究室、研究官、笹岡　信吾

Ⅲ．４．６
東北地方太平洋沖地震津波による
仙台平野南部での海岸堤防被災・
洗掘に関する調査 河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、加藤　史訓
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、野口　賢二
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、山田　浩次
河川研究部、海岸研究室、研究官、渡邊　国広
河川研究部、海岸研究室、研究官、鳩貝　聡
河川研究部、海岸研究室、研究官、笹岡　信吾

Ⅲ．４．７
津波前後の地形変化

河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、加藤　史訓
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、野口　賢二
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、山田　浩次
河川研究部、海岸研究室、研究官、渡邊　国広
河川研究部、海岸研究室、研究官、鳩貝　聡
河川研究部、海岸研究室、研究官、笹岡　信吾

Ⅲ．４．８
海岸堤防の被災要因分析

企画部、国際研究推進室研究官（併）企画課、建設専門官、姫野　一樹
（前　河川研究部、海岸研究室、研究官）

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、加藤　史訓
河川研究部、海岸研究室、研究官、渡邊　国広

Ⅲ．４．９
東北地方太平洋沖地震津波による
海岸堤防の被災状況データ

企画部、国際研究推進室研究官（併）企画課、建設専門官、姫野　一樹
（前　河川研究部、海岸研究室、研究官）
河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、加藤　史訓
河川研究部、海岸研究室、研究官、渡邊　国広

Ⅲ．５．１
道路構造物の被害概要 道路構造物研究部、橋梁研究室、研究官、宮原　史

土木研究所、構造物メンテナンス研究センター、橋梁構造研究グループ、上席
研究員、玉越　隆史
（前　道路構造物研究部、橋梁研究室、室長）

道路構造物研究部、橋梁研究室、室長、玉越　隆史
他

Ⅲ．５．２
津波による道路橋の被害事例分析 道路構造物研究部、橋梁研究室、研究官、宮原　史

土木研究所、構造物メンテナンス研究センター、橋梁構造研究グループ、上席
研究員、玉越　隆史
（前　道路構造物研究部、橋梁研究室、室長）

道路構造物研究部、橋梁研究室、室長、玉越　隆史
道路構造物研究部、橋梁研究室、研究官、横井　芳輝
道路構造物研究部、橋梁研究室、交流研究員、川見　周平

Ⅲ．５．３
道路橋に作用した津波の特性 道路構造物研究部、道路地震防災研究室、室長、片岡　正次郎

（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官、片岡　正次郎

Ⅲ．６
沿岸・港湾関係の被害

Ⅲ．６．１
被害状況緊急調査 沿岸海洋・防災研究部、津波災害研究官、岡本　修 

港湾研究部、港湾施設研究室長、長尾　毅
他7名

Ⅲ．６．２．１
海岸保全施設

京都大学、特定准教授、熊谷　兼太郎
（前　沿岸海洋・防災研究部、主任研究官）
四日市港管理組合、淺井　正
（前　沿岸海洋・防災研究部、沿岸防災研究室、室長）

沿岸海洋・防災研究部、沿岸防災研究室、室長、淺井　正
沿岸海洋･防災研究部、沿岸防災研究室、研究員、渡邉　祐二
沿岸海洋・防災研究部、主任研究官、熊谷　兼太郎

Ⅲ．６．２．２
漂流物

京都大学、特定准教授、熊谷　兼太郎
（前　沿岸海洋・防災研究部、主任研究官）

沿岸海洋・防災研究部、主任研究官、熊谷　兼太郎

Ⅲ．６．２．３
間接被害 沿岸海洋・防災研究部、津波災害研究官、岡本　修 

管理調整部、国際業務研究室長、柴崎　隆一

港湾研究部、港湾システム研究室、室長、赤倉　康寛
港湾研究部、港湾計画研究室、研究官、安藤　和也
港湾研究部、港湾計画研究室、研究員、瀬間　基広
管理調整部、国際業務研究室、室長、柴崎　隆一

Ⅲ．６．３
復旧情報整理 港湾研究部、港湾施工システム・保全研究室、主任研究官、坂田　憲治

沿岸海洋・防災研究部、沿岸海洋新技術研究官、宮島　正悟
他5名

執筆者一覧

Ⅲ．６．２
被害状況詳細調査

Ⅲ．５
道路構造物の被害
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分野 大課題 小課題 執筆担当者 研究従事者（研究当時）

執筆者一覧

Ⅲ．７
仙台空港の基本施設関係の被害

Ⅲ．７．１
被害状況緊急調査 沿岸海洋・防災研究部、津波災害研究官、岡本　修  港湾研究部、港湾施設研究室、室長、長尾　毅

他7名

Ⅲ．７．２
舗装被害調査 空港研究部、空港施設研究室、室長、坪川　将丈 空港研究部、空港施設研究室、室長、坪川　将丈

Ⅲ．８．１
建築，住宅および都市域全般に係
る被害の状況

都市研究部、都市防災研究室長、竹谷　修一

住宅研究部、部長、大竹　亮
都市研究部、部長、柴田　好之
住宅研究部、住宅計画研究室、室長、森　正志
住宅研究部、住宅生産研究室、室長、有川　智
総合技術政策研究センター、建設経済研究室、室長、竹谷　修一
都市研究部主任研究官、阪田　知彦
建築研究所、住宅・都市研究グループ、主任研究員、石井　儀光
都市研究部、都市防災研究室、室長、木内　望
都市研究部、主任研究官、阪田　知彦

Ⅲ．８．２
強震観測記録に基づく地震動特性
と建築物の挙動

建築研究部、建築災害対策研究官、石原　晃彦

建築研究部、構造基準研究室、室長、小豆畑　達哉
建築研究所、研究専門役、古川　信雄
建築研究所、構造研究グループ、上席研究員、小山　信
建築研究所、国際地震工学センター、上席研究員、原　辰彦
建築研究所、国際地震工学センター、主任研究員、鹿嶋　俊英
建築研究所、国際地震工学センター、主任研究員、石原　直
建築研究所、国際地震工学センター、主任研究員、藤井　雄士郎
建築研究所、構造研究グループ、上席研究員、大川　出
建築研究所、国際地震工学センター、上席研究員、斉藤　大樹
建築研究所、国際地震工学センター、上席研究員、森田　高市
建築研究所、企画部、国際研究協力参事、犬飼　瑞郎
建築研究所、構造研究グループ、主任研究員、長谷川　隆
建築研究所、建築生産研究グループ、主任研究員、脇山　善夫

Ⅲ．８．３
地震による建築物等の被害

建築研究部、建築災害対策研究官、石原　晃彦

建築研究部、部長、西山　功
総合技術政策研究センター、評価システム研究室、室長、槌本　敬大
建築研究部、主任研究官、井上　波彦
建築研究部、主任研究官、新井　洋
建築研究部、主任研究官、岩田　善祐
建築研究部、研究官、諏訪田　晴彦
建築研究所、構造研究グループ長、飯場　正紀
建築研究所、構造研究グループ、上席研究員、福山　洋
建築研究所、国際地震工学センター、上席研究員、森田　高市
建築研究所、構造研究グループ、主任研究員、加藤　博人
建築研究所、構造研究グループ、主任研究員、平手　務
建築研究所、構造研究グループ、主任研究員、長谷川　孝
建築研究所、建築生産研究グループ、主任研究員、脇山　善夫
建築研究所、国際地震工学センター、主任研究員、石原　直
建築研究所、構造研究グループ、研究員、壁谷澤　寿一
建築研究所、構造研究グループ、研究員、谷　昌典
建築研究所、建築生産研究グループ、上席研究員、中島　史郎
建築研究所、材料研究グループ、主任研究員、山口　修由
建築研究所、材料研究グループ、主任研究員、中川　貴文
建築研究所、構造研究グループ、研究員、荒木　康弘
建築研究部、建築新技術研究官、向井　昭義
建築研究部、構造基準研究室、室長、小豆畑　達哉
建築研究所、構造研究グループ、主任研究員、田尻　清太郎
建築研究所、国際地震工学センター、主任研究員、向井　智久

Ⅲ．８．４
津波による建築物の被害

建築研究部、建築災害対策研究官、石原　晃彦

危機管理技術研究センター、建築災害対策研究官、港　以知郎
総合技術政策研究センター、建設経済研究室長、竹谷　修一
総合技術政策研究センター、評価システム研究室長、槌本　敬大
総合技術政策研究センター、主任研究官、喜々津　仁密
建築研究部、主任研究官、宮村　雅史
建築研究所、住宅・都市研究グループ長、五條　渉
建築研究所、構造研究グループ、上席研究員、福山　洋
建築研究所、構造研究グループ、上席研究員、奥田　泰雄
建築研究所、国際地震工学センター、上席研究員、斉藤　大樹
建築研究所、構造研究グループ、主任研究員、加藤　博人
建築研究所、国際地震工学センター、主任研究員、石原　直
建築研究所、住宅・都市研究グループ、主任研究員、石井　儀光
建築研究所、材料研究グループ、主任研究員、中川　貴文
建築研究所、構造研究グループ研究員、壁谷澤　寿一
建築研究所、構造研究グループ研究員、荒木　康弘
（平成23年4月時点）
建築研究部、部長、西山　功
建築研究部、建築新技術研究官、向井　昭義
建築研究部、基準認証システム研究室、室長、深井　敦夫
建築研究部、主任研究官、井上　波彦
建築研究部、主任研究官、新井　洋
建築研究部、主任研究官、岩田　善祐
建築研究部、研究官、原口　統
建築研究所、建築生産研究グループ、上席研究員、中島　史郎
建築研究所、構造研究グループ、主任研究員、田尻　清太郎
建築研究所、材料研究グループ、主任研究員、山口　修由
（以上、平成24年3月時点）

Ⅲ．８．５
火災による建築物の被害

建築研究部、建築災害対策研究官、石原　晃彦

総合技術政策研究センター、主任研究官、岩見達也
都市研究部、主任研究官、鍵屋浩司
都市研究部、研究官、吉岡英樹
建築研究所、防火研究グループ、上席研究員、萩原一郎
建築研究所、防火研究グループ、上席研究員、林吉彦
建築研究所、防火研究グループ、研究員、鈴木淳一

Ⅲ．８．６．１
応急仮設住宅等

住宅局、住宅生産課、建築技術政策分析官、佐藤　英明
（前　住宅研究部、住宅ストック高度化研究室長）

住宅研究部、部長、大竹　亮
都市研究部、部長、柴田　好之
住宅研究部、住宅生産研究室、室長、長有川　智
都市研究部、都市防災研究室長、木内　望
総合技術政策研究センター、建設経済研究室、室長、竹谷　修一
住宅研究部、研究官、角倉　英明
建築研究所、住宅・都市研究グループ、研究員、米野　史健

Ⅲ．８．６．２
被災後の住宅・居住状況

住宅局、住宅生産課、建築技術政策分析官、佐藤　英明
（前　住宅研究部、住宅ストック高度化研究室、室長）

住宅研究部、部長、大竹　亮
都市研究部、部長、柴田　好之
住宅研究部、住宅生産研究室、室長、長有川　智
都市研究部、都市防災研究室長、木内　望
総合技術政策研究センター、建設経済研究室、室長、竹谷　修一
住宅研究部、研究官、角倉　英明
建築研究所、住宅・都市研究グループ、研究員、米野　史健

Ⅲ．８．６．３
住宅再建への取組

住宅局、住宅生産課、建築技術政策分析官、佐藤　英明
（前　住宅研究部、住宅ストック高度化研究室長）

住宅研究部、部長、大竹　亮
都市研究部、部長、柴田　好之
住宅研究部、住宅生産研究室、室長、長有川　智
都市研究部、都市防災研究室長、木内　望
総合技術政策研究センター、建設経済研究室、室長、竹谷　修一
住宅研究部、研究官、角倉　英明
建築研究所、住宅・都市研究グループ、研究員、米野　史健

Ⅲ．９
公園緑地および海岸林の被害と
減災効果

社会資本マネジメント研究センター、緑化生態研究室、主任研究官、飯塚　康雄
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、主任研究官）

防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、室長、松江　正彦
防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、主任研究官、飯塚　康雄

Ⅲ．８
建築・住宅・都市関係の被害およ
び住宅再建動向の調査

Ⅲ．８．６
住宅再建・地域復興への動向
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執筆者一覧

Ⅳ．研究成果編

冒頭部分
道路構造物研究部、道路地震防災研究室長、片岡　正次郎
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

Ⅳ．１．１
設計地震動の分析・検討の全体像 道路構造物研究部、道路地震防災研究室長、片岡　正次郎

（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、主任研究官、片岡　正次郎

Ⅳ．１．２
地盤の液状化に関する検討の全体
像 道路構造物研究部、道路地震防災研究室長、片岡　正次郎

（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

危機管理技術研究センター、地震災害研究官、　運上　茂樹
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、 室長　金子　正洋

危機管理技術研究センター、地震防災研究室、 主任研究官、片岡　正次郎

危機管理技術研究センター、地震防災研究室、 主任研究官、長屋　和宏

危機管理技術研究センター、地震防災研究室、 研究官、松岡　一成

Ⅳ．１．３
津波防災地域づくりに関わる津波外
力設定等の検討

河川研究部、河川研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、加藤　史訓
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、竹下　哲也
河川研究部、海岸研究室、研究官、鳩貝　聡

Ⅳ．１．４
構造物の設計等に関わる津波波力
設定の全体像

河川研究部、河川研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

Ⅳ．２．１
地震時の斜面崩壊危険度評価法の
改良検討 土砂災害研究部、砂防研究室、主任研究官、内田　太郎

危機管理技術研究センター、砂防研究室、室長、蒲原潤一
危機管理技術研究センター、砂防研究室、主任研究官、内田　太郎
危機管理技術研究センター、砂防研究室、研究官、奥山　悠木
危機管理技術研究センター、砂防研究室、交流研究員、秦　雅之

Ⅳ．２．２
地震発生後の土砂災害警戒避難雨
量基準の設定

都市局都市安全課、企画専門官、松下　一樹
（前　土砂災害研究部、土砂災害研究室、研究官）

危機管理技術研究センター、砂防研究室、室長、岡本　敦
危機管理技術研究センター、砂防研究室、研究官、野村　康裕

Ⅳ．２．３
合成開口レーダ画像を用いた大規
模崩壊地の迅速な調査手法の提案

土砂災害研究部、土砂災害研究室、主任研究官、神山　嬢子

危機管理技術研究センター、砂防研究室、室長、蒲原　潤一
危機管理技術研究センター、砂防研究室、主任研究官、水野　正樹
危機管理技術研究センター、砂防研究室、研究官、神山　嬢子
危機管理技術研究センター、砂防研究室、研究官、林　真一郎
危機管理技術研究センター、砂防研究室、交流研究員、江川　真史
危機管理技術研究センター、砂防研究室、交流研究員、佐藤　匠

Ⅳ．３
下水道関係の地震・津波対策の
向上

Ⅳ．３．１．１
災害時の下水の排除・処理

企画部、国際研究推進室研究官（併）研究評価・推進課、研究官、濵田　知幸
（前　下水道研究部、下水道処理研究室、研究官）
土木研究所、材料資源研究グループ、リサイクルチーム、主任研究員、諏訪　守

下水道研究部、下水処理研究室、主任研究官、山下　洋正
下水道研究部、下水処理研究室、研究官、久岡　夏樹
下水道研究部、下水処理研究室、研究官、西村　峻介
土木研究所、土研材料資源グルーブ、グループ長、鈴木　穣、
土木研究所、土研材料資源グルーブ、主任研究員、諏訪　守、
土木研究所、土研材料資源グルーブ、専門研究員、安井　宣仁、
土木研究所、土研材料資源グルーブ、研究員、桜井　健介
土木研究所、水環境研究グルーブ、上席研究員、岡本　誠一郎

Ⅳ．３．１．２
水汚泥の放射性物質への対
応

下水道研究部、下水処理研究室、研究官、小越　眞佐司

下水道研究部、下水処理研究室、室長、原田　一郎
下水道研究部、下水処理研究室、主任研究官、山下　洋正
下水道研究部、下水処理研究室、研究官、對馬　育夫
下水道研究部、下水処理研究室、研究官、小越　真佐司

Ⅳ．３．２
下水道管きょの耐震対策と被害推
定

下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉
下水道研究部、下水道研究室、室長、小川文章
下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉
下水道研究部、下水道研究室、研究官、松橋　学

Ⅳ．３．３
下水道施設の応急復旧事例等の分
析と防災対策の提案

下水道研究部、下水道研究室、主任研究官、深谷　渉
下水道研究部、下水処理研究室、室長、山下洋正
下水道研究部、下水道機能復旧研究官、尾崎正明

Ⅳ．４
河川・海岸関係インフラの震災対
応能力の向上

冒頭部分
日本建設情報総合センター建設情報研究所、標準部、主任研究員、杉原　直
樹
（前　河川研究部、河川構造物管理研究官）

Ⅳ．４．１
実験、解析及び現地の比較による
河川津波の特性の把握

日本建設情報総合センター建設情報研究所、標準部、主任研究員、杉原　直
樹
（前　河川研究部、河川構造物管理研究官）
河川研究部、河川研究室、研究員、中村　賢人

河川研究部、河川研究室、室長、服部　敦
河川研究部、河川研究室、主任研究官、福島　雅紀
河川研究部、河川研究室、主任研究官、森　啓年
河川研究部、河川研究室、研究官、松浦　達郎
河川研究部、河川研究室、研究官、鈴木　宏幸
河川研究部、河川研究室、研究官、笹岡　信吾
河川研究部、河川研究室、研究員、中村　賢人

Ⅳ．４．２
地震・洪水の同時期発生起への対
応方策

河川研究部、河川研究室、主任研究官、山本　陽子

河川研究部、河川研究室、室長、服部　敦
河川研究部、河川研究室、主任研究官、板垣　修
河川研究部、河川研究室、主任研究官、松浦　達郎
河川研究部、河川研究室、研究官、福原　直樹

Ⅳ．４．３
ダムにおける大規模地震動の設定
方法

河川研究部、大規模河川構造物研究室、研究官、田中　幸志
河川研究部、大規模河川構造物研究室、室長、佐々木　隆
河川研究部、大規模河川構造物研究室、研究官、伊藤　壮志

Ⅳ．４．４
津波防災・減災に関わるインフラの
機能拡充 企画部、国際研究推進室研究官（併）企画課、建設専門官、姫野　一樹

（前　河川研究部、海岸研究室、研究官）
河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、加藤　史訓
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、竹下　哲也
河川研究部、海岸研究室、研究官、渡邊　国広
河川研究部、海岸研究室、研究官、鳩貝　聡
河川研究部、海岸研究室、研究官、姫野　一樹
河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

冒頭部分
道路構造物研究部、道路地震防災研究室、室長、片岡　正次郎
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

Ⅳ．５．１
道路橋示方書の設計地震動の改定
および津波に対する配慮事項の規
定

道路構造物研究部、道路地震防災研究室、室長、片岡　正次郎
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室 主任研究官）

危機管理技術研究センター、地震防災研究室、主任研究官、　片岡　正次郎

Ⅳ．５．２
道路平面部の液状化による被害の
影響要因に関する検討

土木研究所、地質・地盤研究グループ、土質・振動チーム、主任研究員、東　拓
生
（前　道路構造物研究部、道路基盤研究室、研究官）

道路構造物研究部、道路基盤研究室、室長、藪　雅行
道路構造物研究部、道路基盤研究室、研究官、東　拓生
道路構造物研究部、道路基盤研究室、研究官、石原　佳樹
土木研究所、地質・地盤研究グループ、土質・振動チーム、上席研究員、佐々木　哲
也
土木研究所、地質・地盤研究グループ、土質・振動チーム、研究員、山木　正彦
土木研究所、地質・地盤研究グループ、土質・振動チーム、研究員、梶取　真一

Ⅳ．５．３
センサーを用いた道路橋の自動通
行障害把握システムの開発

道路構造物研究部、道路地震防災研究室、梶尾　辰史
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、研究官）

防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、室長、松本　幸司
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官、長屋　和宏
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、研究官、梶尾　辰史

Ⅳ．５．４
道路啓開優先路線の選定法に関す
る検討 沖縄総合事務局（開発建設部）、本局部付、企画調整官、神田　忠士

（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

企画部、企画課、課長、中尾　吉宏
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、室長、金子　正洋
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、室長、高宮　進
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、主任研究官、間渕 利明
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、研究官、松岡　一成
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、室長、松本　幸司
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官、神田　忠士

Ⅳ．２
地震に伴う土砂災害への対応の
向上

Ⅳ．３．１
下水処理に関わる震災と緊急対応
および復旧手順

Ⅳ．５
道路インフラに関わる震災対応能
力の向上

Ⅳ．１
地震・津波の外力・影響の設定に
関する共通的検討
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Ⅳ．６
沿岸・港湾関係インフラの防災対
策について

Ⅳ．６．１．１
津波避難シミュレーションに
よる避難安全性の評価

京都大学、特定准教授、熊谷　兼太郎
（前　沿岸海洋・防災研究部、主任研究官）

沿岸海洋･防災研究部、主任研究官、熊谷　兼太郎

Ⅳ．６．１．２
海洋レーダによる津波検知
技術の開発

沿岸海洋・防災研究部、沿岸域システム研究室、室長、上島　顕司
沿岸海洋・防災研究部、沿岸域システム研究室、室長、上島　顕司
沿岸海洋・防災研究部、沿岸域システム研究室、室長、日向　博文

Ⅳ．６．２
技術基準の改定に資する研究

港湾研究部、港湾計画研究室、室長、安部　智久
四日市港管理組合、淺井　正
（前　沿岸海洋・防災研究部、沿岸防災研究室、室長）
港湾研究部、港湾施設研究室、室長、宮田　正史

港湾研究部、港湾計画研究室長、安部　智久
沿岸海洋･防災研究部、沿岸防災研究室長、淺井　正
港湾研究部、港湾施設研究室長、宮田　正史

Ⅳ．７
空港における減災対策の検討

Ⅳ．７．１
震災リスクマネジメントの応用

空港研究部、空港新技術研究官、中島　由貴
近畿地方整備局、神戸港湾事務所長、小野　正博
（前　空港研究部、空港計画研究室、室長）

空港研究部、空港新技術研究官、中島　由貴
空港研究部、空港計画研究室、室長、小野　正博

Ⅳ．７．２
震災初期段階での緊急対応に求め
られる空港機能の分析

空港研究部、空港新技術研究官、中島由貴 空港研究部、空港新技術研究官、中島由貴

Ⅳ．８
建築物の地震動・津波・地震時火
災への対処能力向上

Ⅳ．８．１．１
津波避難ビル等の構造基準
の検討

住宅局、建築指導課、建築安全調査室長、呉　祐一郎
（前　建築研究部、基準認証システム研究室、室長）

建築研究部、建築新技術研究官、向井　昭義
建築研究部、評価システム研究室、室長、槌本　敬大
建築研究部、基準認証システム研究室、室長、深井　敦夫
建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官、井上　波彦

Ⅳ．８．１．２
津波避難ビル等の構造基準
の合理化に資する検討

首都大学東京、准教授、壁谷澤　寿一
（前　建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官）

建築研究部、建築災害対策研究官、奥田　泰雄
建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官、壁谷澤　寿一

Ⅳ．８．１．３
外壁材の脱落を考慮した耐
津波設計法の開発

建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官、岩田　善裕
建築研究部、建築災害対策研究官、奥田　泰雄
建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官、岩田　善裕
建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官、壁谷澤　寿一

Ⅳ．８．２
建築物の長周期地震動への対応 建築研究部、構造基準研究室、室長、森田　高市

建築研究部、構造基準研究室、室長、森田　高市
建築研究部、評価システム研究室、室長、井上　波彦
建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官、岩田　善裕

Ⅳ．８．３
高層建築物の地震後の火災対応 建築研究部、防火基準研究室長、林　吉彦

建築研究部、防火基準研究室長、成瀬　友宏
建築研究部、防火基準研究室長、林吉彦、主任研究官、鈴木　淳一

Ⅳ．８．４
天井脱落対策に係わる技術基準の
検討

住宅局、建築指導課、建築安全調査室長、呉　祐一郎
（前　建築研究部、基準認証システム研究室、室長）
建築研究部、評価システム研究室、主任研究官、脇山　善夫

建築研究部、建築新技術研究官、向井　昭義
建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官、壁谷澤　寿一
総合技術政策研究センター、評価システム研究室、主任研究官、脇山　善夫

Ⅳ．８．５
エレベーター、エスカレーターの脱
落防止対策の検討

住宅局、建築指導課、建築安全調査室長、呉　祐一郎
（前　建築研究部、基準認証システム研究室、室長）

建築研究部、基準認証システム研究室、室長、深井　敦夫
建築研究部、基準認証システム研究室、室長、安藤　恒次

Ⅳ．８．６
住宅性能表示制度に係わる住宅地
盤の液状化判定手法

建築研究所、構造研究グループ、上席研究員、井上　波彦
建築研究部、評価システム研究室、室長、井上　波彦
建築研究部、構造基準研究室、主任研究官、新井　洋

Ⅳ．９
被災者の住宅確保方策の向上

Ⅳ．９．１
応急仮設住宅の適切な供給に関す
る検討

建築研究所、住宅・都市研究グループ　主任研究員、米野　史健
（住宅研究部、住宅計画研究室、主任研究官）

住宅研究部、住宅計画研究室、主任研究官、米野　史健

Ⅳ．９．２
災害公営住宅の供給促進に関する
検討

Ⅳ．９．２．１
災害公営住宅基本計画等事
例集

住宅局、住宅生産課、建築技術政策分析官、佐藤　英明
（前　住宅研究部、住宅ストック高度化研究室長）

住宅研究部、住宅計画室、室長、左海　冬彦
住宅研究部、住宅計画室、室長、森　正志
住宅研究部、住宅ストック高度化研究室、室長、佐藤　英明

Ⅳ．９．２．２
原発被災者向け災害公営住
宅の整備計画の立案支援及
び入居者への生活支援ス
キームの提案

住宅研究部、住宅性能研究官、長谷川　洋 住宅研究部、住宅性能研究官、長谷川　洋

Ⅳ．９．２．３
公営住宅の建設と復興まち
づくり

建築研究所、住宅・都市研究グループ　主任研究員、米野　史健
（前　住宅研究部、住宅計画研究室、主任研究官）

住宅研究部、住宅計画研究室、主任研究官、米野　史健

Ⅳ．９．３
被災地域の住宅生産体制に関する
調査

広島大学、准教授、角倉　英明
（前　建築研究所, 建築生産研究グループ, 主任研究員）

住宅研究部、住宅ストック高度化研究室、室長、佐藤　英明
建築研究所, 建築生産研究グループ, 主任研究員、角倉　英明

Ⅳ．９．４
 被災前景観の３Ｄデータの作成 住宅研究部、住宅計画研究室、研究官、小林　英之 住宅計画研究室、研究官、小林　英之

Ⅳ．１０
震災対応能力の高い都市づくり
方策

Ⅳ．１０．１
津波避難安全性確保のための市街
地整備手法に関する研究

都市研究部、都市防災研究室、室長、竹谷　修一
建築研究所、住宅・都市研究グループ、主任研究員、岩見　達也
都市研究部、都市防災研究室、室長、竹谷　修一

Ⅳ．１０．２
大規模被災時の防災拠点機能のリ
ダンダンシー確保の計画手法に関
する研究

都市研究部、都市計画研究室、室長、木内　望

都市研究部、都市計画研究室、室長、木内　望
都市研究部、都市防災研究室、室長、竹谷　修一
総合技術政策研究センター、建設経済研究室、主任研究官、岩見　達也
都市研究部、都市開発研究室、主任研究官、勝又　済

Ⅳ．１０．３
市街地の液状化対策に資する技術
開発 都市研究部、都市計画研究室、主任研究官、大橋　征幹

都市研究部、部長、金子　弘
都市研究部、都市計画研究室、室長、明石　達生
都市研究部、都市計画研究室、主任研究官、大橋　征幹
建築研究部、構造基準研究室、主任研究官、新井　洋
建築研究部、基準認証システム研究室、主任研究官、井上　波彦

冒頭部分 大臣官房付、（併）総務省行政管理局官民競争入札等管理委員会事務局（併）
総務省行政管理局公共サービス改革推進室、参事官、栗原　正夫
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、室長）

Ⅳ．１１．１
東日本大震災からの復興に係る公
園緑地整備の技術的指針の検討

社会資本マネジメント研究センター、緑化生態研究室、主任研究官、飯塚　康雄
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、主任研究官）

防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、室長、松江　正彦
防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、主任研究官、飯塚　康雄

Ⅳ．１１．２
防災公園計画・設計に関するガイド
ライン（案）の改訂に関する国総研
の取り組み

社会資本マネジメント研究センター、緑化生態研究室、研究官、荒金　恵太
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、研究官）

防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、研究官、曽根　直幸
防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、室長、栗原　正夫

Ⅳ．８．１
津波避難ビルの構造基準の検討

Ⅳ．６．１
防災計画

Ⅳ．１１
復興および防災・減災に関わる公
園緑地整備手法
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冒頭部分 道路構造物研究部、道路地震防災研究室、室長、片岡　正次郎
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

Ⅳ．１２．１
地域建設業による大規模災害時の
支援活動 社会資本マネジメント研究センター、建設マネジメント研究官、喜安　和秀

（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、建設マネジメント研究官）
建築研究所、国際協力審議役、北村　重治

総合技術政策研究センター、建設マネジメント研究官、森　望
総合技術政策研究センター、建設マネジメント研究官、小橋　秀俊
総合技術政策研究センター、建設経済研究室、室長、竹谷　修一
総合技術政策研究センター、建設経済研究室、主任研究官、大橋　幸子
総合技術政策研究センター、建設システム課、施工管理技術係長、渡辺　健一
総合技術政策研究センター、建設システム課、部外研究員、横井　宏行

Ⅳ．１２．２
東日本大震災における道路管理者
の対応の記録

企画部、国際研究推進室（併）企画課、主任研究官、長屋　和宏
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

危機管理技術研究センター、地震防災研究室、主任研究官、長屋　和宏
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、室長、金子　正洋
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、研究官、山影　修司

Ⅳ．１２．３
大規模広域型地震時の即時震害推
測技術の開発

企画部、国際研究推進室（併）企画課、主任研究官、長屋　和宏
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

企画部、評価研究官、日下部　毅明
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、室長、松本　幸司
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官、長屋　和宏
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官、片岡　正次郎

Ⅳ．１２．４
低頻度激甚災害に対する危機管理
方策を検討する手法の開発

関東地方整備局、北首都国道事務所三郷国道出張所、出張所長、稲澤　太志
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官）

企画部、評価研究官、日下部　毅明
道路交通部、道路防災研究官、齋藤　清志
危機管理技術研究センター、地震防災研究室、主任研究官、木村　祐二
防災・メンテナンス基盤研究センター、国土防災研究室、主任研究官、稲澤　大志

Ⅳ．１３
災害対応マネジメントにおける情
報技術の活用

Ⅳ．１３．１
ETC2.0プローブを用いた通行実績
区間，区間旅行時間の把握 道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、交流研究員、水谷　友彰

道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、室長、牧野　浩志
道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、主任研究官、鹿野島　秀行
道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、研究官、田中　良寬
道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、交流研究員、佐治　秀剛
道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、交流研究員、水谷　友彰

Ⅳ．１３．２
災害危険地域内にいる車両への注
意情報提供

道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、交流研究員、吉村　仁志
道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、室長、牧野　浩志
道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、主任研究官、松田　奈緒子
道路交通研究部、高度道路交通システム研究室、交流研究員、吉村　仁志

Ⅳ．１３．３
道路基準点・道路基盤地図情報座
標補正

内閣府政策統括官(防災担当）付参事官(総括担当） 付、企画官、重高　浩一
（前　社会資本マネジメント研究センター、社会資本情報基盤研究室、室長）
社会資本マネジメント研究センター、社会資本情報基盤研究室、研究官、今野
新

高度情報化研究センター、情報基盤研究室、室長、重高　浩一
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、主任研究官、勘角　俊介
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、研究官、今井　龍一
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、研究官、井星　雄貴
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、研究官、湯浅　直美
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、部外研究員、横地　克謙
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、部外研究員、佐々木　洋一

Ⅳ．１３．４
震後対応支援に役立つ道路管理用
情報共有プラットフォームの検討

内閣府政策統括官(防災担当）付参事官(総括担当） 付、企画官、重高　浩一
（前　社会資本マネジメント研究センター、社会資本情報基盤研究室、室長）
社会資本マネジメント研究センター、社会資本情報基盤研究室、研究官、今野
新

高度情報化研究センター、情報基盤研究室、室長、重高　浩一
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、研究官、小川　倫哉
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、研究官、今井　龍一
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、研究官、谷口　寿俊
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、交流研究員、上田　英滋
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、交流研究員、有賀　清隆
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、主任研究官、小原　弘志

Ⅳ．１３．５
3次元CADデータを活用した災害
復旧支援に関する研究

内閣府政策統括官(防災担当）付参事官(総括担当） 付、企画官、重高　浩一
（前　社会資本マネジメント研究センター、社会資本情報基盤研究室、室長）
総合政策局、公共事業企画調整課、施工安全企画室課、課長補佐、近藤弘嗣
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、メンテナンス情報基盤研究室、主任
研究官）
社会資本マネジメント研究センター、社会資本施工高度化研究室、研究官、長
山　真一

高度情報化研究センター、情報基盤研究室、室長、重高　浩一
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、今井　龍一

Ⅳ．１３．６
情報化施工技術による埋設ガレキ
等の管理に関する研究

内閣府政策統括官(防災担当）付参事官(総括担当） 付、企画官、重高　浩一
（前　社会資本マネジメント研究センター、社会資本情報基盤研究室、室長）
総合政策局、公共事業企画調整課、施工安全企画室課、課長補佐、近藤弘嗣
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、メンテナンス情報基盤研究室、主任
研究官）
社会資本マネジメント研究センター、社会資本施工高度化研究室、研究官、長
山　真一

高度情報化研究センター、情報基盤研究室、室長、重高　浩一
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、梶田　洋規
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、北川　順

Ⅳ．１３．７
橋梁3次元データの災害時変状把
握・監視への活用

内閣府政策統括官(防災担当）付参事官(総括担当） 付、企画官、重高　浩一
（前　社会資本マネジメント研究センター、社会資本情報基盤研究室、室長）
社会資本マネジメント研究センター、社会資本情報基盤研究室、主任研究官、
青山　憲明

高度情報化研究センター、情報基盤研究室、主任研究官、青山　憲明
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、研究官、井星　雄貴
高度情報化研究センター、情報基盤研究室、研究官、谷口　寿俊

Ⅳ．１４．１
海岸・港湾域の自然環境の修復 沿岸海洋･防災研究部、海洋環境研究室、室長、岡田　知也 沿岸海洋･防災研究部、海洋環境研究室、室長、岡田　知也

Ⅳ．１４．２
被災した歴史的市街地の復旧プロ
セス

社会資本マネジメント研究センター、緑化生態研究室、研究官、荒金　恵太
（前　防災・メンテナンス基盤研究センター、緑化生態研究室、研究官）

環境研究部、緑化生態研究室、研究官、阿部 貴弘

Ⅴ．
津波からの多重防御・減災システ
ムの構築に向けた
分野横断的取り組み

国土技術政策総合研究所長、藤田　光一
河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

河川研究部、海岸研究室、室長、諏訪　義雄
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、加藤　史訓
河川研究部、海岸研究室、主任研究官、竹下　哲也
河川研究部、海岸研究室、研究官、濵口　耕平

Ⅳ．１４
東日本大震災からの復興におけ
る自然環境・地域資源の再生手
法

Ⅳ．１２
大規模災害時の危機対応の向上
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