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部門 会場 棟 教室 9:00-10:30 10:45-12:15 13:00-14:30 14:45-16:00 16:30-18:15 18:30 9:00-10:30 10:45-12:15 14:00 15:40 18:00 9:00-10:30 10:45-12:15 13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-18:00

Ⅰ-１ G2208 診断・補修・補強(1)
Ⅰ-001～Ⅰ-008     三上 修一

診断・補修・補強(2)
Ⅰ-009～Ⅰ-016     鈴木 博之

診断・補修・補強(3)
Ⅰ-017～Ⅰ-024     梅田 聡

振動
Ⅰ-025～Ⅰ-031     山口 宏樹 研究討論会 -20:00 橋梁一般（測定）(1)

Ⅰ-032～Ⅰ-038     藤野 陽三
橋梁一般（測定）(2)

Ⅰ-039～Ⅰ-046     池内 智行
-15:10 -17:30 -20:00 基礎の耐震(1)

Ⅰ-047～Ⅰ-054     齊藤 正人
基礎の耐震(2)

Ⅰ-055～Ⅰ-062     三輪 滋
地中構造物・トンネルの耐震(1)
Ⅰ-063～Ⅰ-070     渡辺 和明

地中構造物・トンネルの耐震(2)
Ⅰ-071～Ⅰ-077     西山 誠治

－

Ⅰ-２ G2209 維持管理(1)
Ⅰ-078～Ⅰ-085     小芝　明弘

維持管理(2)
Ⅰ-086～Ⅰ-093     伊藤 裕一

維持管理(3)
Ⅰ-094～Ⅰ-101     白旗 弘実

維持管理(4)
Ⅰ-102～Ⅰ-108     貝沼 重信

維持管理(5)
Ⅰ-109～Ⅰ-116     貝戸 清之

維持管理(6)
Ⅰ-117～Ⅰ-124     大西 弘志

維持管理(7)
Ⅰ-125～Ⅰ-132     南 邦明

維持管理(8)
Ⅰ-133～Ⅰ-140     大垣 賀津雄

床版
Ⅰ-141～Ⅰ-148     稲葉 尚文

－ －

Ⅰ-３ G2310 橋梁の耐震(1)
Ⅰ-149～Ⅰ-156     足立 幸郎

橋梁の耐震(2)
Ⅰ-157～Ⅰ-164     矢部 正明

橋梁の耐震(3)
Ⅰ-165～Ⅰ-172     松田 泰治

震害
Ⅰ-173～Ⅰ-178     大角 恒雄

橋梁の耐震(4)
Ⅰ-179～Ⅰ-186     本田 利器

橋梁の耐震(5)
Ⅰ-187～Ⅰ-195     高橋 良和

橋梁の耐震(6)
Ⅰ-196～Ⅰ-203     宇佐美 勉

橋梁の耐震(7)
Ⅰ-204～Ⅰ-211     西田　秀明

地震危険度・地震動（震源特性）
Ⅰ-212～Ⅰ-219     安中 正

強震動予測
Ⅰ-220～Ⅰ-227     谷山 尚

－

Ⅰ-４ G2311 安全性・信頼性(1)
Ⅰ-228～Ⅰ-235     吉田 郁政

安全性・信頼性(2)
Ⅰ-236～Ⅰ-243     白木 渡

安全性・信頼性(3)/最適設計
Ⅰ-244～Ⅰ-251     香月 智

構造同定
Ⅰ-252～Ⅰ-258     丸山 収

耐震設計(1)
Ⅰ-259～Ⅰ-266     大塚 久哲

耐震設計(2)
Ⅰ-267～Ⅰ-274     五十嵐 晃

ダム・タンクの耐震
Ⅰ-275～Ⅰ-282     豊田　幸宏

地震応答解析(1)
Ⅰ-283～Ⅰ-290     北原 武嗣

地震応答解析(2)
Ⅰ-291～Ⅰ-298     木全　宏之

地震応答解析(3)
Ⅰ-299～Ⅰ-306     酒井 久和

－

Ⅰ-５ G2408 座屈・耐荷力(桁)(1)
Ⅰ-307～Ⅰ-314     大倉 一郎

座屈・耐荷力(桁)(2)
Ⅰ-315～Ⅰ-322     堂垣 正博

座屈・耐荷力(桁(3)、柱(1))
Ⅰ-323～Ⅰ-330     藤井 堅

座屈・耐荷力（柱）(2)
Ⅰ-331～Ⅰ-337     酒造 敏廣

計算力学（構造）(1)
Ⅰ-338～Ⅰ-345     中畑　和之

計算力学（構造）(2)
Ⅰ-346～Ⅰ-353     井上 純哉

計算力学（構造）(3)
Ⅰ-354～Ⅰ-361     野村 卓史

衝撃（解析）
Ⅰ-362～Ⅰ-369     大野 友則

衝撃（実験）
Ⅰ-370～Ⅰ-377  園田 佳巨

落橋防止構造/衝撃（解析、実験）
Ⅰ-378～Ⅰ-385     佐藤 太裕

－

Ⅰ-６ G2409 免震構造・設計(1)
Ⅰ-386～Ⅰ-393     吉田 純司

免震構造・設計(2)
Ⅰ-394～Ⅰ-401     川島 一彦

振動制御（パッシブ）(1)
Ⅰ-402～Ⅰ-409     中島 章典

振動制御（事例/アクティブ）(2)
Ⅰ-410～Ⅰ-416     小川 一志

橋梁振動(1)
Ⅰ-417～Ⅰ-424     小幡 卓司

橋梁振動(2)
Ⅰ-425～Ⅰ-432     米田 昌弘

橋梁振動(3)
Ⅰ-433～Ⅰ-440     岡林 隆敏

橋梁振動(4)
Ⅰ-441～Ⅰ-447     山田 均

橋梁振動(5)
Ⅰ-448～Ⅰ-454     山崎　智之

－ －

Ⅰ-７ G2505 数値解析
Ⅰ-455～Ⅰ-462     阿部 和久

計算力学（アルゴリズム）
Ⅰ-463～Ⅰ-470     廣瀬 壮一

橋梁一般（施工）(1)
Ⅰ-471～Ⅰ-478     北田 俊行

橋梁一般（施工）(2)
Ⅰ-479～Ⅰ-484     岸　明信

橋梁一般（設計）(1)
Ⅰ-485～Ⅰ-492     谷中　聡久

橋梁一般（設計）(2)
Ⅰ-493～Ⅰ-500     杉本 一朗

橋梁一般（設計）(3)
Ⅰ-501～Ⅰ-508     村越 潤

橋梁一般（設計）(4)
Ⅰ-509～Ⅰ-516     松本 泰尚

橋梁一般（設計）(5)
Ⅰ-517～Ⅰ-524     中村 俊一

橋梁一般（設計）(6)
Ⅰ-525～Ⅰ-532     上東 泰

－

Ⅰ-８ G2506 疲労(1)
Ⅰ-533～Ⅰ-540     津村 直宜

疲労(2)
Ⅰ-541～Ⅰ-548     山田 健太郎

疲労(3)
Ⅰ-549～Ⅰ-556     森 猛

疲労(4)
Ⅰ-557～Ⅰ-563  市川　篤司

疲労(5)
Ⅰ-564～Ⅰ-571     穴見 健吾

溶接
Ⅰ-572～Ⅰ-578     中村 聖三

継手(1)
Ⅰ-579～Ⅰ-585     山口 隆司

継手(2)
Ⅰ-586～Ⅰ-593     小野 潔

固体力学・破壊力学
Ⅰ-594～Ⅰ-601     橋本　堅一

非破壊評価
Ⅰ-602～Ⅰ-609     川上 哲太朗

－

Ⅰ-９ G2507 耐風・風工学(1)
Ⅰ-610～Ⅰ-616     石原 孟

耐風・風工学(2)
Ⅰ-617～Ⅰ-624     若原 敏裕

耐風・風工学(3)
Ⅰ-625～Ⅰ-631     八木 知己

耐風・風工学(4)
Ⅰ-632～Ⅰ-638     勝地 弘

耐風・風工学(5)
Ⅰ-639～Ⅰ-645     木村 吉郎

耐風・風工学(6)
Ⅰ-646～Ⅰ-652     北川 徹哉

耐風・風工学(7)
Ⅰ-653～Ⅰ-659     松田 一俊

耐風・風工学(8)
Ⅰ-660～Ⅰ-666     秦 健作

耐風・風工学(9)
Ⅰ-667～Ⅰ-674     小林 紘士

－ －

Ⅰ-10 G203 合成構造(1)(ずれ止め)
Ⅰ-675～Ⅰ-682     奥井 義昭

合成構造(2)(ずれ止め・付着)
Ⅰ-683～Ⅰ-690     大谷　恭弘

合成構造(3)(接合部)
Ⅰ-691～Ⅰ-697     三ツ木　幸子

合成構造(4)(隅角部・接合・その他)
Ⅰ-698～Ⅰ-703     栗田 章光

合成構造(5)(設計・施工)
Ⅰ-704～Ⅰ-711     日野　伸一

合成構造(6)(柱)
Ⅰ-712～Ⅰ-718     村田 清満

合成構造(7)(合成桁)
Ⅰ-719～Ⅰ-725     岩崎 英治

合成構造(8)(合成桁)
Ⅰ-726～Ⅰ-733     前川 幸次

合成構造(9)(合成桁)
Ⅰ-734～Ⅰ-741     依田 照彦

リアルタイム地震工学
Ⅰ-742～Ⅰ-749     一井 康二

－

Ⅰ-11 G204 地盤振動(1)
Ⅰ-750～Ⅰ-757     中村 晋

地盤振動(2)
Ⅰ-758～Ⅰ-765     野口 竜也

地盤振動(3)
Ⅰ-766～Ⅰ-773     片岡 俊一

地盤振動(4)
Ⅰ-774～Ⅰ-780     茂木　秀則

地盤振動(5)/地震防災(1)
Ⅰ-781～Ⅰ-788     上半 文昭

地震防災(2)
Ⅰ-789～Ⅰ-796     目黒 公郎

地震防災(3)
Ⅰ-797～Ⅰ-804     能島 暢呂

地震防災(4)
Ⅰ-805～Ⅰ-811     宮島 昌克

地震防災(5)
Ⅰ-812～Ⅰ-819     芦谷 公稔

地震防災(6)
Ⅰ-820～Ⅰ-825     清野 純史

－

Ⅱ-１ 201 大気水象（降水，雲）
Ⅱ-001～Ⅱ-008     大石 哲

大気陸面相互作用
Ⅱ-009～Ⅱ-016     江種 伸之

地下水理・地下水文
Ⅱ-017～Ⅱ-024   井上　康

数値流体力学
Ⅱ-025～Ⅱ-031     木村 一郎

流出・洪水(1)
Ⅱ-032～Ⅱ-039     風間 聡

流出・洪水(2)
Ⅱ-040～Ⅱ-047     河村 明

都市の水災害
Ⅱ-048～Ⅱ-055　児島　利治

水害防災・流域管理
Ⅱ-056～Ⅱ-063  中村　徹立

河川計画・管理
Ⅱ-064～Ⅱ-071   吉谷　純一

水資源・管理
Ⅱ-072～Ⅱ-079     葛葉 泰久

－

Ⅱ-２ 202 流砂
Ⅱ-080～Ⅱ-087     橋本 晴行

土砂の生産・流出
Ⅱ-088～Ⅱ-095     伊藤 隆郭

流路・河床変動
Ⅱ-096～Ⅱ-102     檜谷 治

流路・河床形態
Ⅱ-103～Ⅱ-109     長谷川 和義

ダム堆砂・排砂
Ⅱ-110～Ⅱ-117     藤田 裕一郎

水理構造物
Ⅱ-118～Ⅱ-125     冨永 晃宏

構造物周辺の流れ・洗掘
Ⅱ-126～Ⅱ-133     木村　一郎

管・開水路の水理
Ⅱ-134～Ⅱ-141     鬼束 幸樹

河道の水理
Ⅱ-142～Ⅱ-149     中井 正則

河川工法
Ⅱ-150～Ⅱ-156     朝位　孝二

－

Ⅱ-３ 301/302 沿岸域・海洋の環境(1)
Ⅱ-157～Ⅱ-163     山田 文彦

沿岸域・海洋の環境(2)
Ⅱ-164～Ⅱ-170     橋本 彰博

沿岸域の流れ
Ⅱ-171～Ⅱ-178     二瓶 泰雄

海岸波動
Ⅱ-179～Ⅱ-185     川崎 浩司

底質移動・飛塩
Ⅱ-186～Ⅱ-193     鈴木 高二朗

高潮・津波・長周期波
Ⅱ-194～Ⅱ-201     高橋 智幸

波力・地震力
Ⅱ-202～Ⅱ-208     池野 正明

海岸・港湾施設(1)
Ⅱ-209～Ⅱ-216     伊藤 一教

海岸・港湾施設(2)
Ⅱ-217～Ⅱ-223     藤原 隆一

密度流
Ⅱ-224～Ⅱ-231     安達 貴浩

－

Ⅱ-４ 303 河川環境構造物
Ⅱ-232～Ⅱ-239     玉井 昌宏

物質輸送・循環
Ⅱ-240～Ⅱ-247     井伊 博行

閉鎖水域の水理
Ⅱ-248～Ⅱ-255     東野 誠

－
河川植生

Ⅱ-256～Ⅱ-263     辻本 哲郎
河川の水環境

Ⅱ-264～Ⅱ-271     天野 邦彦
水圏の生態系

Ⅱ-272～Ⅱ-279   矢部　浩規
水圏環境(1)

Ⅱ-280～Ⅱ-287     山西 博幸
水圏環境(2)

Ⅱ-288～Ⅱ-295     児玉 真史
水理計測

Ⅱ-296～Ⅱ-303     髙野 保英
－

Ⅲ-１ G3401 特殊土/凍結・凍土(1)
Ⅲ-001～Ⅲ-008     平野 孝行

特殊土/凍結・凍土(2)
Ⅲ-009～Ⅲ-016  村上 哲

締固め/路床・路盤(1)
Ⅲ-017～Ⅲ-022     笹倉　剛

締固め/路床・路盤(2)
Ⅲ-023～Ⅲ-028     北村 佳則

地盤の応力と変形(1)
Ⅲ-029～Ⅲ-035     張 鋒

地盤の応力と変形(2)
Ⅲ-036～Ⅲ-043     山本 彰

支持力
Ⅲ-044～Ⅲ-051     後藤 聡

不飽和土
Ⅲ-052～Ⅲ-059     原 忠

補強土(1)
Ⅲ-060～Ⅲ-066     竹内 則雄

補強土(2)
Ⅲ-067～Ⅲ-074     鳥井原 誠

補強土(3)
Ⅲ-075～Ⅲ-081     松尾　修

Ⅲ-２ G3402 トンネル(1)
Ⅲ-082～Ⅲ-089     萩原　智寿

トンネル(2)
Ⅲ-090～Ⅲ-097     真下 英人

トンネル(3)
Ⅲ-098～Ⅲ-104     岸田 潔

トンネル(4)
Ⅲ-105～Ⅲ-111     小山 俊博

トンネル(5)
Ⅲ-112～Ⅲ-118     南部 茂義

トンネル(6)
Ⅲ-119～Ⅲ-125     杉本 光隆

斜面安定(1)
Ⅲ-126～Ⅲ-133     平田 昌史

斜面安定(2)
Ⅲ-134～Ⅲ-141     酒井 直樹

斜面安定(3)
Ⅲ-142～Ⅲ-149     稲川 雄宣

斜面安定(4)
Ⅲ-150～Ⅲ-157     長尾　和之

斜面安定(5)
Ⅲ-158～Ⅲ-164     吉迫 和生

Ⅲ-３ G3403 砂の変形強度(1)
Ⅲ-165～Ⅲ-171     土倉 泰

砂の変形強度(2)
Ⅲ-172～Ⅲ-178     豊田 浩史

現場計測(1)
Ⅲ-179～Ⅲ-185     木村 正樹

現場計測(2)
Ⅲ-186～Ⅲ-191     相良 昌男

地盤の動的性質(1)
Ⅲ-192～Ⅲ-199     古関 潤一

地盤の動的性質(2)
Ⅲ-200～Ⅲ-207     堀越 研一

地盤の動的性質(3)
Ⅲ-208～Ⅲ-215     宮島 昌克

地盤の動的性質(4)
Ⅲ-216～Ⅲ-223     永瀬 英生

地盤の動的性質(5)
Ⅲ-224～Ⅲ-231     規矩 大義

土の動的性質(1)
Ⅲ-232～Ⅲ-238     上野 勝利

土の動的性質(2)
Ⅲ-239～Ⅲ-245     沼田 淳紀

Ⅲ-４ G3501 土圧
Ⅲ-246～Ⅲ-252   安福 規之

圧縮・圧密(1)
Ⅲ-253～Ⅲ-259     佐野 郁雄

圧縮・圧密(2)
Ⅲ-260～Ⅲ-266     西村 友良

圧縮・圧密(3)
Ⅲ-267～Ⅲ-272     澁谷 啓

粘土の変形強度
Ⅲ-273～Ⅲ-280     檜尾 正也

土の物理化学的性質/火山工学
Ⅲ-281～Ⅲ-287     吉村 優治

地盤の性能評価
Ⅲ-288～Ⅲ-294     飯塚 敦

地盤環境(1)
Ⅲ-295～Ⅲ-301     渡部 要一

地盤環境(2)
Ⅲ-302～Ⅲ-308     勝見 武

地盤環境(3)
Ⅲ-309～Ⅲ-315     斎藤 邦夫

－

Ⅲ-５ G3502 透水・浸透(1)
Ⅲ-316～Ⅲ-323    進士 喜英

透水・浸透(2)
Ⅲ-324～Ⅲ-330     加藤 正司

透水・浸透(3)
Ⅲ-331～Ⅲ-337     前田 健一

地下空洞と地下構造物
Ⅲ-338～Ⅲ-343     清木　隆文

掘削
Ⅲ-344～Ⅲ-350     今村　眞一郎

土留め
Ⅲ-351～Ⅲ-358     岡村 未対

都市地盤情報/維持・補修
Ⅲ-359～Ⅲ-366     大東 憲二

フィルダム
Ⅲ-367～Ⅲ-374     石黒 健

シールドトンネル(1)
Ⅲ-375～Ⅲ-382     名倉 浩

シールドトンネル(2)
Ⅲ-383～Ⅲ-390     吉本正浩

シールドトンネル(3)
Ⅲ-391～Ⅲ-397     斉藤 正幸

Ⅲ-６ G3503 試験法・調査法(1)
Ⅲ-398～Ⅲ-405     片桐 雅明

　　試験法・調査法(2)
Ⅲ-406～Ⅲ-413     平松 浩三

数値解析
Ⅲ-414～Ⅲ-421     小林　一三

安全性・信頼性/ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
Ⅲ-422～Ⅲ-428     仙頭 紀明

岩の工学的性質
Ⅲ-429～Ⅲ-436     清木 隆文

岩盤評価
Ⅲ-437～Ⅲ-444     岡田 哲実

基礎工(1)
Ⅲ-445～Ⅲ-452     今村 眞一郎

基礎工(2)
Ⅲ-453～Ⅲ-459     金谷 守

杭(1)
Ⅲ-460～Ⅲ-466   建山 和由

杭(2)
Ⅲ-467～Ⅲ-473     日下部 祐基

杭(3)
Ⅲ-474～Ⅲ-480     玉手 聡

Ⅲ-７ G3504 土質安定処理・地盤改良(1)
Ⅲ-481～Ⅲ-487     金田　一広

土質安定処理・地盤改良(2)
Ⅲ-488～Ⅲ-494     山田 英司

土質安定処理・地盤改良(3)
Ⅲ-495～Ⅲ-501     梅崎 健夫

土質安定処理・地盤改良(4)
Ⅲ-502～Ⅲ-508     大嶺 聖

土質安定処理・地盤改良(5)
Ⅲ-509～Ⅲ-516     北詰 昌樹

土質安定処理・地盤改良(6)
Ⅲ-517～Ⅲ-523     山村 和弘

土質安定処理・地盤改良(7)
Ⅲ-524～Ⅲ-530     野津　光夫

土質安定処理・地盤改良(8)
Ⅲ-531～Ⅲ-537     小高 猛司

土質安定処理・地盤改良(9)
Ⅲ-538～Ⅲ-544     佐藤 研一

土質安定処理・地盤改良(10)
Ⅲ-545～Ⅲ-552     林 健太郎

流動化処理土
Ⅲ-553～Ⅲ-559     北島 明

Ⅳ-１ G3201 鉄道工学（軌道）(1)
Ⅳ-001～Ⅳ-008     可知 隆

鉄道工学（軌道）(2)
Ⅳ-009～Ⅳ-016     金尾　稔

鉄道工学（軌道）(3)
Ⅳ-017～Ⅳ-024     川井　正

鉄道工学（軌道力学）
Ⅳ-025～Ⅳ-031     片岡宏夫

鉄道工学（軌道）(4)
Ⅳ-032～Ⅳ-039     古川　敦

鉄道工学（軌道）(5)
Ⅳ-040～Ⅳ-047     尾高達男

鉄道工学（軌道）(6)
Ⅳ-048～Ⅳ-055     石田　誠

鉄道工学（軌道）(7)
Ⅳ-056～Ⅳ-063     三輪昌弘

鉄道工学（軌道）(8)
Ⅳ-064～Ⅳ-071     名村　明

鉄道工学（軌道）(9)
Ⅳ-072～Ⅳ-080     小野寺孝行

－

Ⅳ-２ G3202 交通サービス評価(1)
Ⅳ-081～Ⅳ-087     平石 浩之

交通サービス評価(2)
Ⅳ-088～Ⅳ-095     加藤 浩徳

鉄道工学（一般）(1)
Ⅳ-096～Ⅳ-103     橋本渉一

鉄道工学（一般）(2)
Ⅳ-104～Ⅳ-109     稲熊　弘

鉄道工学（一般）(3)
Ⅳ-110～Ⅳ-117     坂本成弘

鉄道工学（一般）(4)
Ⅳ-118～Ⅳ-125     塩見　環

鉄道工学（防災）(1)
Ⅳ-126～Ⅳ-133     小島芳之

鉄道工学（防災）(2)
Ⅳ-134～Ⅳ-141     小西康人

鉄道工学（防災）(3)
Ⅳ-142～Ⅳ-149     杉山友康

鉄道工学（防災）(4)
Ⅳ-150～Ⅳ-157     友利方彦

－

Ⅳ-３ G3203 景観評価システム
Ⅳ-158～Ⅳ-163   山下　三平

景観分析
Ⅳ-164～Ⅳ-170     平野 勝也

景観デザイン
Ⅳ-171～Ⅳ-176     星野 裕司

地域景観/土木史
Ⅳ-177～Ⅳ-182     岡田 昌彰

観光
Ⅳ-183～Ⅳ-189     有村 幹治

土木史
Ⅳ-190～Ⅳ-197     中井 祐

地区交通
Ⅳ-198～Ⅳ-204     紀伊 雅敦

高齢者・身障者交通
Ⅳ-205～Ⅳ-211     橋本 成仁

歩行者・自転車交通
Ⅳ-212～Ⅳ-216     金井　昌信

－ －

Ⅳ-４ G3301 プロジェクト評価
Ⅳ-217～Ⅳ-224  武藤　慎一

空間情報計測・分析(1)
Ⅳ-225～Ⅳ-232     竹内 渉

空間情報計測・分析(2)
Ⅳ-233～Ⅳ-239     熊谷 樹一郎

空間情報計測・分析(3)
Ⅳ-240～Ⅳ-246 小野 徹

PI・住民参加(1)
Ⅳ-247～Ⅳ-252     水谷 香織

PI・住民参加(2)
Ⅳ-253～Ⅳ-258     松田 和香

防災投資評価
Ⅳ-259～Ⅳ-265     織田澤 利守

防災計画技術
Ⅳ-266～Ⅳ-272     榊原　弘之

防災計画(1)
Ⅳ-273～Ⅳ-279  大窪 健之

防災計画(2)
Ⅳ-280～Ⅳ-285     及川 康

－

Ⅳ-５ G3302 地方都市交通
Ⅳ-286～Ⅳ-291     山本 俊行

公共交通(1)
Ⅳ-292～Ⅳ-298  熊谷　靖彦

公共交通(2)
Ⅳ-299～Ⅳ-304     塚井 誠人

鉄道計画
Ⅳ-305～Ⅳ-310     岡村 敏之

交通ネットワーク(1)
Ⅳ-311～Ⅳ-316     井上 紳一

交通ネットワーク(2)
Ⅳ-317～Ⅳ-322     奥嶋 政嗣

都市整備・都市開発
Ⅳ-323～Ⅳ-329     松中 亮治

土地利用計画
Ⅳ-330～Ⅳ-336     森杉 雅史

都市・地域計画(1)
Ⅳ-337～Ⅳ-343     髙見 淳史

都市・地域計画(2)
Ⅳ-344～Ⅳ-350     柄谷 友香

－

Ⅳ-６ G3303 交通事故
Ⅳ-351～Ⅳ-357     鳩山 紀一郎

交通流
Ⅳ-358～Ⅳ-363     田中 伸治

交通制御
Ⅳ-364～Ⅳ-370     長江　剛志

TDM
Ⅳ-371～Ⅳ-377     松島 格也

物流
Ⅳ-378～Ⅳ-385     相浦 宣徳

交通環境
Ⅳ-386～Ⅳ-393     加河　茂美

交通調査・分析
Ⅳ-394～Ⅳ-401     浜岡 秀勝

ITS
Ⅳ-402～Ⅳ-408     中嶋 康博

交通情報提供
Ⅳ-409～Ⅳ-415     倉内 慎也

－ －

Ⅴ-１ G151 アルカリ骨材反応(1)
Ⅴ-001～Ⅴ-007     久保 善司

アルカリ骨材反応(2)
Ⅴ-008～Ⅴ-014     森野 奎二

アルカリ骨材反応(3)
Ⅴ-015～Ⅴ-020     宮川 豊章

アルカリ骨材反応(4)
Ⅴ-021～Ⅴ-025     久田 真

補修・補強(1)
Ⅴ-026～Ⅴ-032     坂田 昇

補修・補強(2)
Ⅴ-033～Ⅴ-040     六郷 恵哲

補修・補強(3)
Ⅴ-041～Ⅴ-048     森川 昌司

補修・補強(4)
Ⅴ-049～Ⅴ-056     服部 篤史

補修・補強(5)
Ⅴ-057～Ⅴ-063     小川 彰一

補修・補強(6)
Ⅴ-064～Ⅴ-071     徳光 卓

－

Ⅴ-２ G152 非破壊検査・診断(1)
Ⅴ-072～Ⅴ-078     塩谷　智基

非破壊検査・診断(2)
Ⅴ-079～Ⅴ-085     服部 晋一

非破壊検査・診断(3)
Ⅴ-086～Ⅴ-092     重石 光弘

非破壊検査・診断(4)
Ⅴ-093～Ⅴ-099     小林 孝一

非破壊検査・診断(5)
Ⅴ-100～Ⅴ-105     山田 和夫

非破壊検査・診断(6)
Ⅴ-106～Ⅴ-112     鎌田 敏郎

耐久性設計
Ⅴ-113～Ⅴ-120     横関 康祐

維持管理(1)
Ⅴ-121～Ⅴ-126     関 雅樹

維持管理(2)
Ⅴ-127～Ⅴ-133     長田 光司

維持管理(3)
Ⅴ-134～Ⅴ-140     杉山　律

－

Ⅴ-３ G251 評価・試験方法(1)
Ⅴ-141～Ⅴ-147     濵田 秀則

品質管理・検査(2)
Ⅴ-148～Ⅴ-154     大友 健

コンクリート製品
Ⅴ-155～Ⅴ-162     原田 修輔

特殊コンクリート
Ⅴ-163～Ⅴ-168     日比野 誠

環境保全（舗装）
Ⅴ-169～Ⅴ-176     岡本 享久

リサイクル
Ⅴ-177～Ⅴ-184     佐々木　肇

再生材料・再生コンクリート
Ⅴ-185～Ⅴ-191     藤原 浩已

副産物利用(1)
Ⅴ-192～Ⅴ-198     河合 研至

副産物利用(2)
Ⅴ-199～Ⅴ-206     福留 和人

－ －

Ⅴ-４ G252 耐久性(1)
Ⅴ-207～Ⅴ-214     杉山 隆文

耐久性(2)
Ⅴ-215～Ⅴ-221     丸屋 剛

耐久性(3)
Ⅴ-222～Ⅴ-229     加藤佳孝

凍結融解
Ⅴ-230～Ⅴ-236     嶋田 久俊

材料一般
Ⅴ-237～Ⅴ-243     宮野 一也

骨材
Ⅴ-244～Ⅴ-251     渡辺 博志

腐食・防食(1)
Ⅴ-252～Ⅴ-259     田中 博一

腐食・防食(2)
Ⅴ-260～Ⅴ-267     宮里 心一

腐食・防食(3)
Ⅴ-268～Ⅴ-275     山本 貴士

劣化予測
Ⅴ-276～Ⅴ-282     岸 利治

－

Ⅴ-５ G351 クリープ・収縮(1)
Ⅴ-283～Ⅴ-289     佐藤 良一

クリープ・収縮(2)
Ⅴ-290～Ⅴ-297     熊野　知司

引張・圧縮
Ⅴ-298～Ⅴ-304     宇治 公隆

疲労・衝撃
Ⅴ-305～Ⅴ-310     平澤 征夫

連続繊維補強コンクリート(1)
Ⅴ-311～Ⅴ-318     勝木 太

連続繊維補強コンクリート(2)
Ⅴ-319～Ⅴ-326     岡野 素之

合成・複合構造(1)
Ⅴ-327～Ⅴ-334     幸左 賢二

合成・複合構造(2)
Ⅴ-335～Ⅴ-342     三田村 浩

プレストレストコンクリート(1)
Ⅴ-343～Ⅴ-350     玉置 一清

プレストレストコンクリート(2)
Ⅴ-351～Ⅴ-358     椿 龍哉

－

Ⅴ-６ G352 せん断・ねじり(1)
Ⅴ-359～Ⅴ-366     秋山 充良

せん断・ねじり(2)
Ⅴ-367～Ⅴ-374     井上 晋

数値解析
Ⅴ-375～Ⅴ-381  　斉藤　成彦

破壊力学
Ⅴ-382～Ⅴ-387     内田 裕市

付着・継手(1)
Ⅴ-388～Ⅴ-395     谷村 幸裕

付着・継手(2)
Ⅴ-396～Ⅴ-402     原田 哲夫

耐震(1)
Ⅴ-403～Ⅴ-410     田中 浩一

耐震(2)
Ⅴ-411～Ⅴ-418     岩田 秀治

耐震(3)
Ⅴ-419～Ⅴ-426     睦好 宏史

耐震(4)
Ⅴ-427～Ⅴ-434    山野辺　慎一

－

Ⅴ-７ 9号館(1F) G3102 フレッシュコンクリート(1)
Ⅴ-435～Ⅴ-442     浦野 真次

フレッシュコンクリート(2)
Ⅴ-443～Ⅴ-450     樋口 正典

製造・施工
Ⅴ-451～Ⅴ-458     坂井 吾郎

高流動コンクリート
Ⅴ-459～Ⅴ-465     大内 雅博

混和材
Ⅴ-466～Ⅴ-473     山田 一夫

軽量コンクリート
Ⅴ-474～Ⅴ-481     谷口 秀明

耐火性(1)
Ⅴ-482～Ⅴ-488     田嶋 仁志

耐火性(2)
Ⅴ-489～Ⅴ-496     清宮 理

繊維補強コンクリート(1)
Ⅴ-497～Ⅴ-504     二羽 淳一郎

繊維補強コンクリート(2)
Ⅴ-505～Ⅴ-512     田口 史雄

－

Ⅴ-８ G451 舗装一般(1)
Ⅴ-513～Ⅴ-520     増山 幸衛

舗装一般(2)
Ⅴ-521～Ⅴ-528  丸山　暉彦

舗装一般(3)
Ⅴ-529～Ⅴ-535     吉村 啓之

舗装一般(4)
Ⅴ-536～Ⅴ-542     向後 憲一

アスファルト系舗装(1)
Ⅴ-543～Ⅴ-549     伊藤 達也

アスファルト系舗装(2)
Ⅴ-550～Ⅴ-556     佐々木 厳

舗装材料
Ⅴ-557～Ⅴ-563     阿部 長門

物性
Ⅴ-564～Ⅴ-571     佐伯 竜彦

温度応力
Ⅴ-572～Ⅴ-579     石川 雅美

ひび割れ
Ⅴ-580～Ⅴ-587     下村 匠

－

Ⅴ-９ G452 路面評価（舗装）(1)
Ⅴ-588～Ⅴ-595     光谷 修平

路面評価（舗装）(2)
Ⅴ-596～Ⅴ-603     神谷　恵三

維持・修繕（舗装）
Ⅴ-604～Ⅴ-611     秋葉 正一

セメント系舗装
Ⅴ-612～Ⅴ-618     小梁川 雅

構造評価（舗装）
Ⅴ-619～Ⅴ-626     西澤 辰男

構造設計（舗装）
Ⅴ-627～Ⅴ-634     坪川 将丈

環境保全（舗装）(1)
Ⅴ-635～Ⅴ-642     小関 裕二

環境保全（舗装）(2)
Ⅴ-643～Ⅴ-649     小林 昭則

リサイクル（舗装）
Ⅴ-650～Ⅴ-657     安倍　隆二

路床・路盤
Ⅴ-658～Ⅴ-665     東 滋夫

－

Ⅵ-１ 201 シールドトンネル(1)
Ⅵ-001～Ⅵ-007　松浦　将行

シールドトンネル(2)
Ⅵ-008～Ⅵ-015     金子 研一

シールドトンネル(3)
Ⅵ-016～Ⅵ-022     五十嵐 寛昌

シールドトンネル(4)
Ⅵ-023～Ⅵ-028     高松 伸行

シールドトンネル(5)
Ⅵ-029～Ⅵ-036     高橋　聡

シールドトンネル(6)
Ⅵ-037～Ⅵ-044　藤井　茂男

シールドトンネル(7)
Ⅵ-045～Ⅵ-052     栗木 実

シールドトンネル(8)
Ⅵ-053～Ⅵ-059     木村 定雄

シールドトンネル(9)
Ⅵ-060～Ⅵ-067     白井 孝典

シールドトンネル(10)
Ⅵ-068～Ⅵ-075     岡留 孝一

シールドトンネル(11)
Ⅵ-076～Ⅵ-082     岡野 法之

Ⅵ-２ 202 検査技術・診断(1)
Ⅵ-083～Ⅵ-089     小牟禮 健一

検査技術・診断(2)
Ⅵ-090～Ⅵ-096     槙島 修

検査技術・診断(3)
Ⅵ-097～Ⅵ-103     有賀 義明

検査技術・診断(4)
Ⅵ-104～Ⅵ-109     山田　真幸

技術開発(1)
Ⅵ-110～Ⅵ-117　河野　重行

技術開発(2)
Ⅵ-118～Ⅵ-125     柄 登志彦

施工技術(1)
Ⅵ-126～Ⅵ-133     葛野 靖史

施工技術(2)
Ⅵ-134～Ⅵ-141     三輪 晴文

施工技術(3)
Ⅵ-142～Ⅵ-149     山田　岳峰

施工技術(4)
Ⅵ-150～Ⅵ-157     宮田 和

－

Ⅵ-３ 203 測量・計測(1)
Ⅵ-158～Ⅵ-165     西山 哲

測量・計測(2)
Ⅵ-166～Ⅵ-173     三浦　悟

測量・計測(3)
Ⅵ-174～Ⅵ-181     小林　薫

測量・計測(4)
Ⅵ-182～Ⅵ-187     長谷川　昌弘

ダム(1)
Ⅵ-188～Ⅵ-195     森田 栄治

ダム(2)
Ⅵ-196～Ⅵ-203     片岡 幸毅

情報化施工
Ⅵ-204～Ⅵ-211     中出 剛

地下構造物
Ⅵ-212～Ⅵ-219     杉原 豊

地盤改良
Ⅵ-220～Ⅵ-227     樋口 雄一

橋梁
Ⅵ-228～Ⅵ-234     米沢 栄二

－

Ⅵ-４ 205 土留め・開削トンネル
Ⅵ-235～Ⅵ-242     田中 耕一

港湾・海洋構造物
Ⅵ-243～Ⅵ-250     勝井 秀博

新材料・新素材
Ⅵ-251～Ⅵ-258     国枝 稔

各種基礎
Ⅵ-259～Ⅵ-265     原田 隆典

施工計画・品質管理
Ⅵ-266～Ⅵ-273     林 博一

建設マネジメント
Ⅵ-274～Ⅵ-281     西垣　和弘

公共ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
Ⅵ-282～Ⅵ-289     小澤 一雅

建設環境
Ⅵ-290～Ⅵ-297     西山 勝栄

建設ＣＡＬＳ
Ⅵ-298～Ⅵ-305     山崎 元也

安全管理 / 組織・人材育成
Ⅵ-306～Ⅵ-312     白砂 健

積算・見積 / ＰＦＩ
Ⅵ-313～Ⅵ-318　山口　真司

Ⅵ-５ 206 シールドトンネル(12)
Ⅵ-319～Ⅵ-326     藤野 豊

リニューアル(1)
Ⅵ-327～Ⅵ-334  松崎　勝

リニューアル(2)
Ⅵ-335～Ⅵ-342     岸本 達也

リニューアル(3)
Ⅵ-343～Ⅵ-347     須田 久美子

リニューアル(4)
Ⅵ-348～Ⅵ-355     橘 義規

リニューアル(5)
Ⅵ-356～Ⅵ-362     前田 敏也

山岳トンネル(1)
Ⅵ-363～Ⅵ-370     山本 拓治

山岳トンネル(2)
Ⅵ-371～Ⅵ-378     岸田　潔

山岳トンネル(3)
Ⅵ-379～Ⅵ-385     田部井 雅弘

山岳トンネル(4)
Ⅵ-386～Ⅵ-391     亀村 勝美

山岳トンネル(5)
Ⅵ-392～Ⅵ-397     入矢 桂史郎

Ⅶ-１ ER221 上下水道管理・浄水処理(1)
Ⅶ-001～Ⅶ-008   長岡　裕

上下水道管理・浄水処理(2)
Ⅶ-009～Ⅶ-016     平山　公明

環境リスク評価・管理
Ⅶ-017～Ⅶ-024     大橋 晶良

環境浄化技術(1)
Ⅶ-025～Ⅶ-030     今井 剛

環境浄化技術(2)
Ⅶ-031～Ⅶ-038     野村 和弘

環境浄化技術(3)
Ⅶ-039～Ⅶ-046     原田 浩幸

汚泥処理・処分・資源化・リサイクル
Ⅶ-047～Ⅶ-053     金成 英夫

下水処理
Ⅶ-054～Ⅶ-061     池本 良子

嫌気性処理
Ⅶ-062～Ⅶ-069     木村 克輝

膜分離・処理
Ⅶ-070～Ⅶ-076     髙橋 岩仁

微生物・遺伝子工学
Ⅶ-077～Ⅶ-082     荒木 信夫

Ⅶ-２ ER222 水環境モデリング(1)
Ⅶ-083～Ⅶ-089     岸本 直之

水環境モデリング(2)
Ⅶ-090～Ⅶ-096   豊田　政史

環境モニタリング・解析
Ⅶ-097～Ⅶ-104     松下 拓

環境計画・管理
Ⅶ-105～Ⅶ-110　山口　晴幸

生態工学
Ⅶ-111～Ⅶ-118     高山 百合子

底質環境・自然浄化
Ⅶ-119～Ⅶ-126     永禮 英明

水環境(1)
Ⅶ-127～Ⅶ-134     檀 智之

水環境(2)
Ⅶ-135～Ⅶ-142     山田 俊郎

水環境(3)
Ⅶ-143～Ⅶ-150     増田 理子

水環境(4)
Ⅶ-151～Ⅶ-158     市木 敦之

－

Ⅶ-３ ER321 騒音・振動(1)
Ⅶ-159～Ⅶ-166     大脇 鉄也

騒音・振動(2)
Ⅶ-167～Ⅶ-173     宮木 康幸

大気環境(1)
Ⅶ-174～Ⅶ-181     高井 嘉親

大気環境(2)
Ⅶ-182～Ⅶ-187     福士 謙介

環境評価・環境教育
Ⅶ-188～Ⅶ-195     谷口 庄一

環境代謝・LCA
Ⅶ-196～Ⅶ-203     荒井 康裕

廃棄物マネジメント
Ⅶ-204～Ⅶ-211     星山 英一

温暖化対策
Ⅶ-212～Ⅶ-219     吉田 登

植生環境・緑化
Ⅶ-220～Ⅶ-226     渡辺 浩文

都市熱環境
Ⅶ-227～Ⅶ-234     倉田 学児

熱・エネルギーシステム
Ⅶ-235～Ⅶ-241     持田 灯

Ⅶ-４ ER322 土壌・地下水汚染（分析、修復技術）(1)
Ⅶ-242～Ⅶ-249     石橋 正光

土壌・地下水汚染（分析、修復技術）(2)
Ⅶ-250～Ⅶ-257     木川田 一弥

土壌・地下水汚染（分析、修復技術）(3)
Ⅶ-258～Ⅶ-265     鈴木 祥広

土壌・地下水汚染（分析、修復技術）(4)
Ⅶ-266～Ⅶ-271     千野 裕之

土壌・地下水汚染（分析、修復技術）(5)
Ⅶ-272～Ⅶ-279     榊原 豊

循環資源・廃棄物のリサイクル(1)
Ⅶ-280～Ⅶ-287     間宮 尚

循環資源・廃棄物のリサイクル(2)
Ⅶ-288～Ⅶ-294     山内 秀文

最終処分場管理(1)
Ⅶ-295～Ⅶ-301  松崎　達也

最終処分場管理(2)
Ⅶ-302～Ⅶ-309     岡 由剛

最終処分場管理(3)
Ⅶ-310～Ⅶ-317     御手洗 義夫

－

CS-１ 201 CS6-土木史教育－講義と教材(1)
CS6-001～CS6-006     小林 一郎

CS6-土木史教育－講義と教材(2)
CS6-007～CS6-012     小林 一郎

CS5-地下空間の多角的利用
CS5-001～CS5-005     土門 剛

CS4-流域管理と地域計画の連携
CS4-001～CS4-005     福岡 捷二

CS10-土木分野におけるデジタル画像～
(1)

CS10-001～CS10-005     高井 喜浩

CS10-土木分野におけるデジタル画像～
(2)

CS10-006～CS10-010     福森 浩史

CS2-情報社会基盤の創発～(1)
CS2-001～CS2-004     中村 秀明

CS2-情報社会基盤の創発～(2)
CS2-005～CS2-008     矢吹 信喜

－ － －

CS-２ 203 CS9-土木分野の人材育成(1)
CS9-001～CS9-006     吉川 正嗣

CS9-土木分野の人材育成(2)
CS9-007～CS9-013     見附 敬三

CS8-道路橋床版(1)
CS8-001～CS8-007     川畑 篤敬

CS8-道路橋床版(2)
CS8-008～CS8-012     倉田 幸宏

CS11-アジアにおける持続力～
CS11-001～CS11-008     佐藤 豊

CS9-土木分野の人材育成(3)
CS9-014～CS9-020     依田 照彦

CS8-道路橋床版(3)
CS8-013～CS8-019     秋元 礼子

CS8-道路橋床版(4)
CS8-020～CS8-026     高橋 実

CS8-道路橋床版(5)
CS8-027～CS8-033     碇山 晴久

CS8-道路橋床版(6)
CS8-034～CS8-040     鈴木 永之

－

CS-３ 205 CS1-放射性廃棄物の処分技術(1)
CS1-001～CS1-007     小山 俊博

CS1-放射性廃棄物の処分技術(2)
CS1-008～CS1-014     岡田 哲実

CS1-放射性廃棄物の処分技術(3)
CS1-015～CS1-021     武内 邦文

CS1-放射性廃棄物の処分技術(4)
CS1-022～CS1-027   塩崎　功

CS1-放射性廃棄物の処分技術(5)
CS1-028～CS1-034    庄谷　征美

CS1-放射性廃棄物の処分技術(6)
CS1-035～CS1-041     広永 道彦

CS1-放射性廃棄物の処分技術(7)
CS1-042～CS1-049     雨宮 清

CS1-放射性廃棄物の処分技術(8)
CS1-050～CS1-057     小峯 秀雄

CS1-放射性廃棄物の処分技術(9)
CS1-058～CS1-065     出口 朗

CS1-放射性廃棄物の処分技術(10)
CS1-066～CS1-073     河西 基

－

SS SS-１ 大講義室(2F) G2210 － － － －
SS1-土木学会１００年への～

SS-001～SS-005     大根 義男
SS1-土木学会１００年への～

SS-006～SS-010     長瀧 重義
－ － － － －

10号館(2F)

10号館(3F)

10号館(4F)

12号館(3F)

12号館(2F)

1号館(2F)

10号館(5F)

共通セッション名、特別セッション名： CS1 放射性廃棄物の処分技術  CS2 情報社会基盤の創発に向けて  CS4 流域管理と地域計画の連携  CS5 地下空間の多角的利用  CS6 土木史教育－講義と教材  CS8 道路橋床版  CS9 土木分野の人材育成－継続と進化－  CS10 土木分野におけるデジタル画像の利用と可能性
CS11 Sustainable Development in Asia - Environmental Protection, Natural Disaster Mitigation and Project Management -（アジアにおける持続力ある発展－環境保全と防災，プロジェクトマネージメント－）  SS1-土木学会１００年へのこれからの１０年 -今年９０周年を迎えて-

９月８日（水）

8号館(2F)

　5号館講義棟(3F)

９月９日（木）

【研-01】 大講義室(2F) G2210
巨大地震災害
今、土木技術者は何をすべきか？
巨大地震災害への対応特別委員会

【研-02】 大講義室(1F) G2110
日本の土木技術のグリーン化は
どれだけ進化したか？
環境工学委員会
環境システム委員会
地球環境委員会

【研-03】 10号館(2F) G2208
火山噴火に備えて－富士山噴火と都市災害－
地盤工学委員会火山工学研究小委員会

【研-04】 10号館(2F) G2209
水理学の使命と役割
－２１世紀の水理学を考える－
水工学委員会

【研-05】 10号館(3F) G2310
岩盤工学への期待 －社会の新しいニーズに
岩盤工学はどこまで応えられるか－
岩盤力学委員会特別小委員会

【研-06】 10号館(3F) G2311
すべりに触れる
～路面のすべりの見方・捉え方 ～
舗装工学委員会

【研-07】 10号館(4F) G2408
近代木橋の今とこれから
－その実績と将来展望－
鋼構造委員会木橋技術小委員会

【研-08】 10号館(4F) G2409
アルカリ骨材反応の今－鉄筋破断の重み－
コンクリート委員会
アルカリ骨材反応対策小委員会

【研-09】 10号館(5F) G2505
深部地質環境の把握に係わる
調査技術について
原子力土木委員会

【研-10】 10号館(5F) G2506
インフラ施設の品質と設計の著作物性
コンサルタント委員会

【研-11】 10号館(5F) G2507
サステナブルモビリティに向けた
鉄道のグランドデザイン
構造工学委員会鉄道構造小委員会

【研-12】 9号館(1F) G3102
土木学会初代会長古市公威についての
パネル展とトークショウ
土木図書館委員会

【研-13】 9号館(2F) G3201
土木産業における人材育成と教育
教育企画・人材育成委員会

【研-14】 9号館(2F) G3202
技術者倫理教育を論ずる！
継続教育実施委員会
教育企画・人材育成委員会倫理教育小委員会

【研-15】 9号館(2F) G3203
安全教育の現状と今後の課題
安全問題研究委員会

【研-16】 9号館(3F) G3301
インフラ整備におけるNPO活動の現状と課題
～新しい公共の一役を担うNPOのあり方とは～
建設マネジメント委員会

【研-17】 9号館(3F) G3302
土木分野における技術基準の国際化対応
－国際標準化へのアクションプランについて－
ISO対応特別委員会

【研-18】 9号館(3F) G3303
今こそ転換の時：社会基盤の政策マネジメントの新
土木計画学研究委員会

【研-19】 9号館(4F) G3401
災害－そのとき土木技術者の役割は
建設技術研究委員会

【研-20】 9号館(4F) G3402
景観法をどう使う？
－景観整備新時代の行動計画－
景観・デザイン委員会

【研-21】 9号館(4F) G3403
新しい土木工学のパラダイムと
土木技術者の使命
New Paradigm of Civil engineering
and Mission of Civil engineers
国際委員会

９月１０日（金）
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