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研究者  (5) 環境・社会基盤工学科

社会基盤工学講座

准教授
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（1977生）
博士（工学）
（中央大学・平 18）

中央大学理工学部土木工学科卒（平 12.3）/ 中央大学大学院理工学研究科土木工学専攻
博士前期課程修了（平成 14.3）/ 中央大学大学院理工学研究科土木工学専攻博士後期課
程修了（平 18.3）/ 独立行政法人土木研究所水工研究グループ（水理水文）JST/CREST
研究員（平 14.4 ～ 17.3）/ 独立行政法人土木研究所ユネスコセンター設立推進本部水災
害・リスクマネジメントチーム（平 17.4 ～ 18.2）/ 独立行政法人土木研究所水災害・リ
スクマネジメント国際センター防災チーム（平 18.3）/ 福岡大学工学部助手（平 18.4 ～
19.3）/ 福岡大学工学部助教（平 19.4 ～ 21.3）/ 富山県立大学工学部講師（平 21.4 ～）/
京都大学客員准教授（平 25.4 ～平 27.3）/ 富山県立大学工学部准教授（平 26.4 ～）

■経   歴

担 当 科 目 水理学 1/ 水理学 2/ 水理実験 /環境プログラミング /社会基盤工学概論 /水資源システム論（大学院）
専 門 分 野 土木工学 /水理学 /水文学 /河川工学 /水資源学 /地下水学

論文・報告

「Historical	change	in	the	flow	duration	curve	for	the	upper	Nan	River	watershed,	northern	Thailand」（Journal	of	Japan	Society	of	Hydrology	And	
Water	Resources,	2018）
「分布型水収支モデルを用いた土地利用変化と気候変化が富山県域の水資源量に与える影響評価」（土木学会論文集B1，2018）
「Evaluation	of	a	satellite-based	rainfall	product	for	a	runoff	simulation	of	a	flood	event:	a	case	study」（Journal	of	Japan	Society	of	Civil	Engineers,	
2018）
「A	new	method	of	operation	 for	 the	Bhumibol	reservoir	 in	 the	Chao	Phraya	basin,	Thailand	based	on	 the	observed	accumulated	areal	mean	
rainfall」（Journal	of	Japan	Society	of	Civil	Engineers,	2018）
「2016/2017	Floods	in	Southern	Thailand	in	December	2016	and	January	2017」（Journal	of	Disaster	Research,	2018）

著 書 「タイ王国の水資源開発－歴代為政者たちの水資源政策－」（現代図書 2008）
「全世界の河川事典」（丸善出版、2013）分担執筆

所 属 学 会 土木学会 /水文・水資源学会 /AGU

学会委員等 水文・水資源学会水文・水資源ハンドブック小委員長 /水文・水資源学会編集・出版委員 /水文・水資源学会国際委員 /土木学会水工学委員会水文
部会委員

学 外 活 動
国土交通省北陸地方整備局水文観測委員会委員（平 24.9 ～）/ 国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所リバーカウンセラー（平 23.4 ～）/ 国
土交通省北陸地方整備局神通川流域有識者会議委員（平 23.9	～）/ 富山県河川整備計画検討委員会委員（平 24.5 ～）/ 富山県「冬期間の適正楊水量
検討委員会」委員（平 23.8	～平 25.3）/ 入善町環境審議会委員（平 27.4 ～）/北陸河川堤防調査委員会委員（平 27.12 ～）/富山市国土強靭化地域計
画有識者会議委員（平成 28.7 ～）/富山県環境審議会水環境専門部会専門員（平 28.8 ～）

受 賞 歴 水文・水資源学会 1999 年研究発表会ベストポスター賞（平 11.8）/ 土木学会第 54 回年次学術講演会優秀講演者賞（平成 11.8）/ 土木学会第 60 回年
次学術講演会優秀講演者賞（平 17.9）

現在の研究課題・概要
１．富山県の地下水

富山県の豊富で良質な地下水をエネルギーや資源として持続的に利用できるように、過去から現在までの変化、そして将来予測をしている。
２．河川流量観測の高精度化

河川流量を精度良く計測する技術開発を行っている。特に、超音波ドップラー多層流向流速計（ADCP	 ;	Teledyne	RDInstruments 社製）を利用して、河川の
水理現象を明らかにしている。
３．気候変動が地域の洪水・渇水へ与える影響に関する研究
４．音響を利用した河道土砂量の推定手法の開発
５．塩淡２層密度流の流体力学的
６．開発途上国における複数ダム貯水池の最適運用に関する研究
共同研究キーワード
水災害 /洪水 /渇水 /地下水 /流量観測 /流出解析 /水理実験 /河道計画 /流域マネジメント /水害避難 /気象観測

担 当 科 目 社会基盤メンテナンス工学 /構造力学 2/ 環境材料実験 /測量実習 2/ 建設マネジメント論
専 門 分 野 社会基盤メンテナンス工学 /非破壊検査工学 /コンクリート工学

論文 ･報告

「弾性波法によるコンクリートの物性および欠陥の非破壊評価」（学位論文）
「弾性波の入力方法と PCグラウト未充填部の検出能力との関係に関する基礎的研究」（土木学会論文集E2（材料・コンクリート構造），2017）
「部材厚さの大きいコンクリートに適用可能な衝撃弾性波法による基本周波数の測定方法の検討」（土木学会論文集E2（材料・コンクリート構造），
2017）
「衝撃弾性波法による火害を受けたコンクリートの劣化評価方法に関する基礎的研究」（コンクリート工学論文集，2017）
「Imaging	Defects	in	Concrete	Structures	Using	Accumulated	SIBIE」（Construction	and	Building	Materials，2014）
「実橋梁 PC桁での非破壊試験による PCグラウト充填評価方法に関する研究」（土木学会論文集E2（材料・コンクリート構造），2012）
「Study	of	Mechanisms	of	Explosive	Spalling	in	High-Strength	Concrete	at	High	Temperatures	Using	Acoustic	Emission」（Construction	and	
Building	Materials，2012）

著 書 「図説	わかるコンクリート構造」（学芸出版社，2015）共著
「日本材料学会編	建設材料実験」（日本材料学会，2011）共著

特 許 「複合共振法による非接触応力測定方法及びその測定装置」（特開 2017 － 134013）
所 属 学 会 土木学会 /日本建築学会 /日本コンクリート工学会 /日本材料学会 /日本非破壊検査協会

学会委員等
日本非破壊検査協会	衝撃弾性波法研究委員会委員長（2018.4 ～）/日本非破壊検査協会	NDIS2426-2	衝撃弾性波法	原案作成準備
WG幹事（2018.4 ～）/日本建築学会	火害診断補修小委員会	コンクリート調査方法WG委員（2017.4 ～）/土木学会	複合構造物
の構造検査と性能評価に関する研究小委員会幹事（2016.6 ～）/ 土木学会	既設コンクリート構造物の構造性能評価研究小委員会
WG主査（2018.12 ～）

受 賞 歴
平成 26 年度土木学会論文賞（平 27.6）
平成 22 年度日本材料学会論文賞（平成 23.5）
平成 21 年度土木学会吉田研究奨励賞（平成 22.5）

現在の研究課題
１．複数の非破壊評価技術を融合した社会基盤施設の診断システムの構築
２．非破壊評価技術の装置・ロボットの開発やその社会実装
３．火災で劣化したコンクリート構造物の非破壊による診断技術の開発
４．社会基盤施設の性能評価手法および劣化予測手法
共同研究キーワード
社会基盤施設 /コンクリート /メンテナンス /火災 /診断 /非破壊検査 /弾性波

社会基盤工学講座

准教授
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（1975生）
博士（工学）	
（岐阜大学・平 20）

岐阜大学工学部土木工学科卒（平 13.3）岐阜大学大学院工学研究科博士前期課程土木工学
専攻修了（平 15.3）（株）ピーエス三菱（平 15.4 ～ 16.3）岐阜大学大学院工学研究科博士
前期課程土木工学専攻研究生（平 16.4 ～ 17.3）日本学術振興会（岐阜大学）特別研究員
（DC）（平 19.4 ～ 20.3）岐阜大学大学院工学研究科博士後期課程生産開発システム工学専
攻修了（平 20.3）日本学術振興会（大阪大学）特別研究員（PD）（平 20.4 ～ 21.3）大阪大
学大学院工学研究科特任助教（平 21.4 ～ 23.3）佐賀大学大学院工学系研究科助教（平 23.4
～ 25.3）立命館大学理工学部講師（平 25.4 ～ 30.3）富山県立大学工学部准教授（平 30.4 ～）

■経   歴


