
執筆者一覧 

 

１．地震と地震動 

国土技術政策総合研究所 

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 

 

２．地形・地質 

独立行政法人土木研究所 地質監 

（兼 つくば中央研究所 地質・地盤研究グループ グループ長） 脇坂 安彦 

 独立行政法人土木研究所つくば中央研究所 

地質・地盤研究グループ特命事項担当 上席研究員   阿南 修司 

  地質・地盤研究グループ地質チーム  上席研究員   佐々木靖人 

  地質・地盤研究グループ地質チーム  総括主任研究員 浅井 健一 

  地質・地盤研究グループ地質チーム  主任研究員   品川 俊介 

  地質・地盤研究グループ地質チーム  研 究 員   日外 勝仁 

  地質・地盤研究グループ地質チーム  交流研究員   林  浩幸 

  地質・地盤研究グループ地質チーム  交流研究員   安元 和己 

  地質・地盤研究グループ地質チーム  交流研究員   江口 貴弘 

 

３．被害の概要 

国土技術政策総合研究所 

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 間渕 利明  

 

４．土砂災害 

国土技術政策総合研究所 

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 陽子 

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 

独立行政法人土木研究所 



土砂管理研究グループ グループ長          原  義文 

土砂管理研究グループ火山・土石流チーム 上席研究員 石塚 忠範 

土砂管理研究グループ火山・土石流チーム 主任研究員 水野 秀明 

土砂管理研究グループ火山・土石流チーム 主任研究員 山越 隆雄 

土砂管理研究グループ火山・土石流チーム 研 究 員 武澤 永純 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 上席研究員   武士 俊也 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 総括主任研究員 千田 容嗣 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 主任研究員   石田 孝司 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 主任研究員   杉本 宏之 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 研 究 員   阿部 大志 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 交流研究員   宇都 忠和 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 交流研究員   坂野弘太郎 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 交流研究員   中野  亮 

土砂管理研究グループ地すべりチーム 交流研究員   本間 宏樹 

土砂管理研究グループ雪崩・地すべり研究センター 上席研究員   野呂 智之 

土砂管理研究グループ雪崩・地すべり研究センター 総括主任研究員 丸山 清輝 

土砂管理研究グループ雪崩・地すべり研究センター 交流研究員   中村  明 

土砂管理研究グループ雪崩・地すべり研究センター 専門研究員   ハスバートル 

（現 アジア航測(株)社会基盤システム開発センター 主任技師） 

 

５．津波と海岸施設 

国土技術政策総合研究所 

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 

（現 国土交通省総合政策局総務課国際建設推進室） 

 

６．河川施設 

国土技術政策総合研究所 

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 

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 

独立行政法人土木研究所 

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 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 主任研究員 石原 雅規 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 主任研究員 斎藤由紀子 



地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 研 究 員 谷本 俊輔 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 研 究 員 山木 正彦 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 交流研究員 増山 博之 

材料地盤研究グループ土質・振動チーム  主任研究員 森  啓年 

（現 国土交通省総合政策局国際建設推進室 国際協力官） 

材料地盤研究グループ土質・振動チーム 専門研究員  中島  進 

（現 公益財団法人鉄道総合技術研究所 

構造物技術研究部 基礎・土構造 副主任研究員） 

材料地盤研究グループ土質・振動チーム 交流研究員  中田 芳貴 

（現 中電技術コンサルタント(株)  

河川・環境本部河川部ダム・水工グループ グループリーダー） 

 

７．ダム 

国土技術政策総合研究所 

河川研究部水資源研究室 室   長 三石 真也 

河川研究部水資源研究室 主任研究官 山本 陽子 

河川研究部水資源研究室 研 究 官 猪股 広典   

独立行政法人土木研究所 

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 

水工研究グループ水工構造物チーム 主任研究員   佐藤 弘行 

水工研究グループ水工構造物チーム 研 究 員   小堀 俊秀 

水工研究グループ水工構造物チーム 研 究 員   坂本 博紀 

水工研究グループ水工構造物チーム 研 究 員   切無沢 徹 

水工研究グループ水工構造物チーム 交流研究員   小島 裕之 

 

８．下水道施設 

国土技術政策総合研究所 

下水道研究部下水道研究室 室 長 横田 敏宏 

独立行政法人土木研究所 

材料地盤研究グループリサイクルチーム 上席研究員 岡本誠一郎 

 

９．道路橋 

国土技術政策総合研究所 

道路研究部道路構造物管理研究室 室   長 玉越 隆史 

道路研究部道路構造物管理研究室 主任研究官 中洲 啓太 

道路研究部道路構造物管理研究室 主任研究官 関谷 光昭 

（現 関東地方整備局相武国道事務所工務課 建設監督官） 

道路研究部道路構造物管理研究室 研 究 官 野村 文彦 

道路研究部道路構造物管理研究室 研 究 官 北村 岳伸 



道路研究部道路構造物管理研究室 研 究 官 石尾 真理 

道路研究部道路構造物管理研究室 研 究 官 横井 芳輝 

道路研究部道路構造物管理研究室 交流研究員 小沼恵太郎 

（現 パシフィックコンサルタンツ株式会社交通技術本部構造部橋梁保全グループ） 

道路研究部道路構造物管理研究室 交流研究員 加藤 浩一 

（現 新日本技研株式会社東京支社設計部） 

道路研究部道路構造物管理研究室 交流研究員 藤田 知高 

（現 株式会社ピーエス三菱技術本部技術部土木技術グループ） 

道路研究部道路構造物管理研究室 交流研究員 氏本  敦 

道路研究部道路構造物管理研究室 交流研究員 吉川  卓 

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 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 主任研究官 長屋 和宏 

独立行政法人土木研究所 

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  中谷 昌一 

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  星隈 順一 

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  村越  潤 

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  木村 嘉富 

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 総括主任研究員七澤 利明 

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 主任研究員  上仙  靖 

（現 企画部研究企画課 課長） 

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 主任研究員  西田 秀明 

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 主任研究員  加藤 隆雄 

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 主任研究員  田中 良樹 

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 主任研究員  花井  拓 

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 主任研究員  遠山 直樹 

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 主任研究員  堺  淳一 

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 研究員    張  広鋒 

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 研究員    宮田 弘和 

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 研究員    八ツ元 仁 

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 研究員    谷本 俊輔 

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 研究員    澤田  守 

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 研究員    吉田 英二 

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 研究員    河野 哲也 

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 専門研究員  崔  準祜 

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 交流研究員  豊島 孝之 

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 交流研究員  植田 健介 

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 交流研究員  中島 道浩 

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 交流研究員  大嶽 敦郎 

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 交流研究員  小菅  匠 



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 交流研究員  岡  智彦 

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 交流研究員  有村健太郎 

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 交流研究員  谷口 哲憲 

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 交流研究員  木村 真也 

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 交流研究員  安藤 滋芳 

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 交流研究員  坂柳 皓文 

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 交流研究員  関 慎一郎 

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 交流研究員  高橋 敏樹 

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 交流研究員  松沢 政和 

材料地盤研究グループ基礎材料チーム 交流研究員 天野 公彦 

（現 株式会社日本ピーエス 技術施工部開発課） 

 

10．道路土工・斜面 

独立行政法人土木研究所 

地質・地盤研究グループ地質チーム      上席研究員   佐々木 靖人 

地質・地盤研究グループ地質チーム      総括主任研究員 浅井 健一 

地質・地盤研究グループ地質チーム      交流研究員   林 浩幸 

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 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 主任研究員   加藤 俊二 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 研 究 員   山木 正彦 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 交流研究員   塚本 将康 

地質・地盤研究グループ施工技術チーム  上席研究員   小橋 秀俊 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 総括主任研究員 藪 雅行 

地質・地盤研究グループ土質・振動チーム 研 究 員   藤田 智弘 


