
【巻末資料】研究委託・共同研究及び関連委員会構成員 
 
Ⅰ．構造物の目視困難な部位の点検・診断技術の開発 
第２章 非破壊検査による埋込部・遮蔽部の点検・診断技術 

担 当 課 ・ 室 建設システム課 
【委託研究】 

研 究 委 託 先 学校法人東京工業大学 
（研究代表者）大学院工学研究科 准教授 佐々木栄一 

期 間 平成 22 年度～平成 24 年度 

内 容 研究全般 
【関連委員会】 
委員会等名称 土木構造物の目視困難な構造部位の実用的診断手法に関する研究会 

  

構 成 員 佐々木 栄一 東京工業大学大学院 理工学研究科 准教授 

 三木 千壽 東京都市大学 総合研究所 教授 

 二羽 淳一郎 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授 

 高橋 宏治 東京工業大学大学院 理工学研究科 准教授 

 鈴木 啓悟 福井大学 工学研究科 講師 

 松本 浩嗣 東京工業大学大学院 理工学研究科 助教 

 峰沢 ジョージ 東京工業大学大学院 理工学研究科 

 李  志遠 （独）産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門 

構造体診断技術研究グループ 研究員 

 高橋  実 （独）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 主任研究員 

 金銅 将史 （独）土木研究所 水工研究グループ（水工構造物） 

    総括主任研究員 

 加藤  潔 （社）日本非破壊検査協会 元理事 

 長岡 康之 （社）日本非破壊検査工業会 理事 

 阿部 一臣 国土交通省 大臣官房技術調査課 技術開発官 

 長田  仁 国土交通省 国土保全局治水課 課長補佐 

 阿部 宏紀 国土交通省 国土保全局河川環境課 

河川保全企画室 課長補佐 

 渕上 吾郎 国土交通省 国土保全局河川環境課 

流水管理室 課長補佐 

 坂本 泰正 国土交通省 国土保全局海岸室 課長補佐 

 冨澤 洋介 国土交通省 総合政策局港口事業企画調整課 調整官 

 横田 敏宏 国土技術政策総合研究所下水道研究部 下水道研究室長 

 諏訪 義雄 国土技術政策総合研究所河川研究部 海岸研究室長 

 玉越 隆史 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長 

 大久保 雅憲 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 主任研究官 

 眞方山 美穂 国土技術政策総合研究所住宅研究部 住宅ストック高度化研究室長 

 小橋 秀俊 国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センター 建設マネジメント研究官 

 塚原 隆夫 国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センター 建設システム課長 

 鈴木  敦 国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センター 建設システム課 研究官 

 角  拓史 国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センター 建設システム課 研究員 

   

  



 
第３章 住宅・建築物の外壁調査・診断技術の取組み 

担 当 課 ・ 室 建築品質研究官、構造基準研究室、住宅ストック高度化研究室 
【委託研究】 

研 究 委 託 先 社団法人三重県建設資材試験センター・株式会社コンステック共同研究体 
（研究代表者）社団法人三重県建設資材試験センター 理事長 谷川恭雄 

期 間 平成 22 年度～平成 23 年度 
内 容 壁面走行型診断装置プロトタイプの試作（3.6 の一部） 

  
【関連委員会】 
委員会等名称 外壁診断技術検討委員会（平成 24 年度） 

  
構 成 員 桝田 佳寛 宇都宮大学大学院工学研究科 教授 

 本橋 健司 芝浦工業大学大学院工学研究科 教授 

 大久保孝昭 広島大学大学院工学研究科 教授 

 長谷川拓哉 北海道大学大学院工学研究科 准教授 

 杉山 義孝 （一財）日本建築防災協会 専務 

 村上 純一 （公社）ロングライフビル推進協会 専務理事 

 小笠原和博 （社）全国タイル業協会 施工技術研究委員会委員長 

 長岡 康之 （社）日本非破壊検査工業会 理事 

 前田  亮 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐 

 小出 洋平 国土交通省 住宅局建築指導課 係長 

 白井 清広 国土技術政策総合研究所 住宅研究部 部長 

 向井 昭義 国土技術政策総合研究所 建築研究部 部長 

 棚野 博之 国土技術政策総合研究所 建築研究部 建築品質研究官 

 眞方山美穂 国土技術政策総合研究所 住宅研究部 住宅ストック高度化研究室長 

 根本かおり 国土技術政策総合研究所 建築研究部 構造基準研究室 主任研究官 

   

 
 
  



 
第３章 住宅・建築物の外壁調査・診断技術の取組み 

担 当 課 ・ 室 建築品質研究官、構造基準研究室、住宅ストック高度化研究室 
【委託研究】 

研 究 委 託 先 社団法人三重県建設資材試験センター・株式会社コンステック共同研究体 
（研究代表者）社団法人三重県建設資材試験センター 理事長 谷川恭雄 

期 間 平成 22 年度～平成 23 年度 
内 容 壁面走行型診断装置プロトタイプの試作（3.6 の一部） 

  
【関連委員会】 
委員会等名称 外壁診断技術検討委員会（平成 24 年度） 

  
構 成 員 桝田 佳寛 宇都宮大学大学院工学研究科 教授 

 本橋 健司 芝浦工業大学大学院工学研究科 教授 

 大久保孝昭 広島大学大学院工学研究科 教授 

 長谷川拓哉 北海道大学大学院工学研究科 准教授 

 杉山 義孝 （一財）日本建築防災協会 専務 

 村上 純一 （公社）ロングライフビル推進協会 専務理事 

 小笠原和博 （社）全国タイル業協会 施工技術研究委員会委員長 

 長岡 康之 （社）日本非破壊検査工業会 理事 

 前田  亮 国土交通省 住宅局建築指導課 課長補佐 

 小出 洋平 国土交通省 住宅局建築指導課 係長 

 白井 清広 国土技術政策総合研究所 住宅研究部 部長 

 向井 昭義 国土技術政策総合研究所 建築研究部 部長 

 棚野 博之 国土技術政策総合研究所 建築研究部 建築品質研究官 

 眞方山美穂 国土技術政策総合研究所 住宅研究部 住宅ストック高度化研究室長 

 根本かおり 国土技術政策総合研究所 建築研究部 構造基準研究室 主任研究官 

   

 
 
  

 
第４章 管きょの合理的診断手順に関する研究 

担 当 課 ・ 室 下水道研究室 
【共同研究①】 

共同研究相手 （株）環境総合テクノス 
（研究責任者）土木部長 片山辰雄 

期 間 平成 23 年度～平成 24 年度 
内 容 ＭＭＳ技術の活用による陥没予兆手法開発（4.4） 

  
【共同研究②】 

共同研究相手 管清工業（株）、（株）カンツール 
 （研究責任者）管清工業（株）技術部 技術課長 前田恭男 

期 間 平成 23 年度～平成 24 年度 
内 容 下水道管きょの効率的な点検調査技術に関する研究（4.5） 

  
【関連委員会】 
委員会等名称 下水道管渠の効率的な調査手法に関する意見交換会 

  
出 席 者 向久保辰生 札幌市 建設局 下水道施設部 管路保全課 管路保全係長 

 萩山 佳史 東京都 下水道局 施設管理部 管路管理課 技術調査担当係長 

 川島 清隆 横浜市 環境創造局 下水道管路部 管路保全課 維持担当係長 

 菅原 治久 横須賀市 上下水道局 技術部 下水道管渠課 管渠維持計画係長 

 坂野 悟 名古屋市 上下水道局 技術本部 管路部 保全課 管路計画係長 

 森 智恵子 神戸市 建設局 下水道河川部 保全課 

 宇佐見純一 福岡市 道路下水道局 管理部 下水道河川管理課 

 伊藤 雄二 （財）日本下水道新技術推進機構 研究第二部 副部長 

 吉澤 正宏 国土交通省水管理・国土保全局 下水道部 下水道事業課 企画専門官 

 神宮 誠 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 下水道事業課 課長補佐 

 樽井 史朗 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 下水道事業課 環境調整係長 

 深谷 渉 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部 

 下水道研究室 主任研究官 

   

 
  



 
第５章 木造建築物の予防保全的維持管理のための床下劣化診断装置の開発 

担 当 課 ・ 室 評価システム研究室 
【関連委員会】 
委員会等名称 木造建築物の予防保全的維持管理のための劣化診断装置の開発委員会 

  
構 成 員 中島 正夫 関東学院大学工学部 建築学科 教授 

 土居 修一 筑波大学 生命環境科学研究科 教授(H22～23)、元教授(H24) 

 佐藤 雅俊 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 

 矢田 茂樹 横浜国立大学 名誉教授 

 藤井 義久 京都大学大学院 農学研究科 准教授(H22～23)、教授(H24) 

 加藤 英雄 （独）森林総合研究所構造利用研究領域 主任研究員 

 竹内 孝常 （社）日本木材保存協会 常務理事 

 高橋  仁 （財）建材試験センター中央試験所 

 構造グループ 総括リーダー 

 岡部  実 （財）ベターリビングつくば建築試験研究センター 

    構造性能試験研究部 主席試験研究役 

 青木 宏之 （社）全国中小建築工事業団体連合会 会長(H22) 

（一社）ＪＢＮサポートセンター 理事長(H23～24) 

 飯山 道久 （社）日本木造住宅産業協会 技術開発部長 

 村上 知徳 （社）日本ツーバイフォー建築協会 

 長岡 康之 （社）日本非破壊検査工業会 理事 

 津田 千尋 （一社）建築性能基準推進協会 研究員 

 豊嶋 太朗 国土交通省 住宅局住宅生産課 課長補佐(H22) 

 村上 慶裕 国土交通省 住宅局住宅生産課 課長補佐(H23～24) 

 森  正志 国土技術政策総合研究所 住宅計画研究室長 

 宮村 雅史 国土技術政策総合研究所 建築研究部構造基準研究室 主任研究官 

 角倉 英明 国土技術政策総合研究所 住宅研究部住宅生産研究室 研究官 

 河合 直人 （独）建築研究所 構造研究グループ 上席研究員(H22) 

工学院大学 建築学部建築学科 教授(H23～24) 

 中島 史郎 （独）建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 

 山口 修由 （独）建築研究所 材料研究グループ 主任研究員 

 中川 貴文 （独）建築研究所 材料研究グループ 主任研究員 

 荒木 康弘 （独）建築研究所 構造研究グループ 研究員 

 槌本 敬大 国土技術政策総合研究所 総合技術政策研究センター 

 評価システム研究室長 

 喜々津仁密 国土技術政策総合研究所 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(H22～23) 

 脇山 善夫 国土技術政策総合研究所 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(H24) 

   

   

 
 


