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②大会口頭発表リスト 

 

「日本建築学会大会」関係 

 

【2001年度大会】 

1) 佐々木孝基、大熊武司、下村祥一、木造３階建て住宅の風揺れに関する解析的研究、B-1分冊、pp.175 

2) 安井八紀、大熊武司、廣川雅一、吉江慶祐、丸川比佐夫、高層建築物の疲労損傷評価に与える強風

特性のモデル化の影響に関する研究 その１．強風特性のモデル化、B-1分冊、pp.185 

3) 廣川雅一、大熊武司、安井八紀、吉江慶祐、丸川比佐夫、高層建築物の疲労損傷評価に与える強風

特性のモデル化の影響に関する研究 その２．疲労損傷評価、B-1分冊、pp.187 

4) 伊藤純子、大熊武司、丸川比佐夫、岡田 創、下村祥一、軽部英生、神奈川大学 23 号館(免震棟)

の風応答性状に関する研究 その１ 風力特性、B-1分冊、pp.197 

5) 軽部英生、大熊武司、丸川比佐夫、片桐純治、岡田 創、下村祥一、神奈川大学 23 号館(免震棟)

の風応答性状に関する研究 その２ 再現期間１年風速時の応答加速度、B-1分冊、pp.199  

6) 吉田和彦、大熊武司、常木康弘、神奈川大学２３号館(免震棟)および新１号館の振動実験 その１．

２３号館(免震棟)の構造設計概要、B-2分冊、pp.807 

7) 引田智樹、安達直人、内山正次、大熊武司、神奈川大学２３号館(免震棟)および新１号館の振動実

験 その２．２３号館(免震棟)の振動実験結果、B-2分冊、pp.809 

8) 安達直人、引田智樹、内山正次、大熊武司、神奈川大学２３号館(免震棟)および新１号館の振動実

験 その３．２３号館(免震棟)免震層の復元力特性、B-2分冊、pp.811 

9) 内山晴夫、梅野 岳、大熊武司、神奈川大学２３号館(免震棟)および新１号館の振動実験 その４．

新１号館の振動実験結果、B-2分冊、pp.813 

10) 藤田正則、関戸宏幸、岩田 衛、制振ダンパーを有する平板システムトラスの研究（その１ モデ

ル設計における制振ダンパーの効果）、B-1分冊、pp.839 

11) 関戸宏幸、藤田正則、富本 淳、岩田 衛、制振ダンパーを有する平板システムトラスの研究（そ

の２ 制振ダンパーの適用例）、B-1分冊、pp.841 

12) 野田隆博、加藤貴志、村井正敏、岩田 衛、新製造法による座屈拘束ブレースの開発実験、C-1分

冊、pp.655 

13) 岩田 衛、加藤貴志、和田 章、損傷制御構造における座屈拘束ブレースの性能評価（その１：数

値解析手法）、C-1分冊、pp.659 

14) 加藤貴志、岩田 衛、和田 章、損傷制御構造における座屈拘束ブレースの性能評価（その２：解

析結果）、C-1分冊、pp.661 

15) 蓮池大悟、平井克典、荏本孝久、山本俊雄、簡易型被害予測システムを目的とする地震動特性の面

的評価 ―その１ 地盤振動特性の評価―、B-2分冊、pp.43 

16) 平井克典、蓮池大悟、荏本孝久、山本俊雄、簡易型被害予測システムを目的とする地震動特性の面

的評価 ―その２ 地震動強さの面的評価―、B-2分冊、pp.45 

17) 西岡陽平、栗山利男、荏本孝久、地震被害予測を目的とした地表の地震動強さ分布の評価方法に関

する研究 (その１)多重震源モデルによる検討、B-2分冊、pp.181 

18) 栗山利男、西岡陽平、荏本孝久、地震被害予測を目的とした地表の地震動強さ分布の評価方法に関

する研究 (その２)多重震源モデルの適応性の検討、B-2分冊、pp.183 
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19) 山本俊雄、荏本孝久、ボーリング杭を利用した地表－地中同時強震観測および微動観測結果の比較、

B-2分冊、pp.753 

20) 島崎和司、五十嵐泉、損傷低減を目的としたエネルギー吸収型Ｘ型配筋 RC 梁の開発、C-2 分冊、

pp.305 

21) 牧田敏郎、島崎和司、中小地震時における鉄筋コンクリート構造物の被害レベル予測に関する基礎

研究、C-2分冊、pp.879 

22) 仲地唯治、酒井和三、若本武三、松浦恒久、岩上寛次、島崎和司、免震構造物における乾燥収縮の

実測と耐震性能に与える影響について その１ 乾燥収縮の実測と計算値の比較、B-2分冊、pp.681 

23) 若本武三、酒井和三、松浦恒久、島崎和司、免震構造物における乾燥収縮の実測と耐震性能に与え

る影響について その２ 乾燥収縮による免震装置の変形が耐震性能に与える影響、B-2分冊、pp.683 

 

【2002年度大会】 

24) 下村祥一、大熊武司、安井八紀、小賀伸一、神奈川大学 23 号館(免震棟)の風応答性状に関する研

究 (その３ 地震風応答観測概要および常時微動測定)、B-1分冊、pp.207 

25) 小賀伸一、大熊武司、安井八紀、下村祥一、神奈川大学 23 号館(免震棟)の風応答性状に関する研

究 (その４ 風応答観測結果)、B-1分冊、pp.209 

26) 軽部英生、大熊武司、安井八紀、下村祥一、神奈川大学 23 号館(免震棟)の風応答性状に関する研

究 (その５ 弾塑性応答解析による応答予測)、B-1分冊、pp.211 

27) 松澤 潔、大熊武司、下村祥一、二方向入力による小規模軽量免震建築物の風応答性状に関する研 

究 ―風方向と風直角方向入力の場合―、B-1分冊、pp.213 

28) 内山正次、安達直人、引地智樹、大熊武司、神奈川大学２３号館(免震棟)の地震時挙動 その２．

免震層の地震時復元力特性、B-2分冊、pp.569 

29) 大熊武司、岡田 恒、丸川比佐夫、下村祥一、岡田 創、実大建物による屋根瓦に作用する風力に

関する研究 その１ 計測概要および計測地点の風性状、B-1分冊、pp.169 

30) 岡田 創、大熊武司、岡田 恒、丸川比佐夫、下村祥一、実大建物による屋根瓦に作用する風力に

関する研究 その２ Ｊ形瓦に作用する風圧、風力特性、B-1分冊、pp.171 

31) 佐々木孝基、大熊武司、下村祥一、小規模低層建物に作用する風力の特性に関する風洞実験、B-1

分冊、pp.187 

32) 小川秀雄、大熊武司、丸川比佐夫、片桐純治、伊藤純子、畜舎建築物の設計用風荷重に関する研究 

その１ 構造骨組設計用平均風力係数、B-1分冊、pp.189 

33) 片桐純治、小川秀雄、大熊武司、伊藤純子、小林義幸、畜舎建築物の設計用風荷重に関する研究 そ

の２ 構造骨組設計用ガスト影響係数、B-1分冊、pp.191 

34) 伊藤純子、小川秀雄、大熊武司、丸川比佐夫、片桐純治、畜舎建築物の設計用風荷重に関する研究 

その３ 屋根被覆材設計用ピーク風力係数、B-1分冊、pp.193 

35) 丸川比佐夫、大熊武司、安井八紀、軽部英生、下村祥一、中低層免震建物の風洞実験模型の開発 (そ 

の１ 開発方法の概要)、B-1分冊、pp.203 

36) 安井八紀、大熊武司、丸川比佐夫、軽部英生、下村祥一、中低層免震建物の風洞実験模型の開発 (そ 

の１ 模型の基本性能と風応答実験結果)、B-1分冊、pp.205 

37) 関戸宏幸、藤田正則、岩田 衛、システムトラスに適用する制振部材の性能実験、B-1分冊、pp.823 

38) 小林史興、村井正敏、岩田 衛、座屈拘束ブレースの軽量化に伴う耐力確認実験、C-1分冊、pp.549 

39) 久世康平、中込忠男、服部和徳、岩田 衛、ＲＢＳ工法を用いた現場型柱梁溶接接合部の変形能力

に関する実験的研究 ―その１ 実験概要―、C-1分冊、pp.699 
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40) 服部和徳、中込忠男、久世康平、岩田 衛、ＲＢＳ工法を用いた現場型柱梁溶接接合部の変形能力

に関する実験的研究 ―その２ 実験結果―、C-1分冊、pp.701 

41) 會澤貴浩、黒川礼子、山田 哲、岩田 衛、サステナブル中層ビル構造システムの提案と検証、C-1

分冊、pp.943 

42) 荏本孝久、山本俊雄、栗山利男、神奈川大学２３号館(免震棟)の地震時挙動 その１．地震観測シ

ステムおよび観測結果の概要、B-2分冊、pp.567 

43) 内山正次、安達直人、引田智樹、大熊武司、神奈川大学２３号館(免震棟)の地震時挙動 その２．

免震層の地震時復元力特性、B-2分冊、pp.579 

44) 栗山利男、山本俊雄、荏本孝久、神奈川大学２３号館(免震棟)の地震時挙動 －その３．地震観測

記録による動的解析結果－、B-2分冊、pp.571 

45) 山本俊雄、荏本孝久、微動観測による南足柄市の表層地盤振動特性評価に関する研究、B-2分冊、 

pp.213 

46) 平井克典、荏本孝久、山本俊雄、簡易型被害予測システムを目的とする地震動特性の面的評価 ―

その３ 強震観測結果との連動性―、B-2分冊、pp.99 

47) 田中江児、荏本孝久、山本俊雄、杉本 実、GISを用いた表層地盤の情報管理と地盤情報の詳細分

析に関する研究 ―神奈川区を対象として―、B-2分冊、pp.221 

48) 黒瀬行信、戸沢正美、佐藤宏貴、島崎和司、低降伏点鋼を用いた境界梁ダンパーの研究 (その１ 

実験計画・静的加力実験)、C-1分冊、pp.1031 

49) 佐藤宏貴、黒瀬行信、熊谷仁志、島崎和司、低降伏点鋼を用いた境界梁ダンパーの研究 (その２ 

実験結果の評価)、C-1分冊、pp.1033 

50) 牧田敏郎、島崎和司、鉄筋コンクリート構造物の地震時変位応答の予測、C-2分冊、pp.209 

51) 五十嵐 泉、島崎和司、損傷低減を目的としたエネルギー吸収型Ｘ型配筋 RC 梁の開発 ―その２ 

横拘束筋量をパラメータとした検討―、C-2分冊、pp.275 

52) 島崎和司、五十嵐 泉、損傷低減を目的としたエネルギー吸収型Ｘ型配筋 RC 梁の開発 ―その３ 

断面欠損によるＸ型筋の圧縮降伏―、C-2分冊、pp.277 

 

【2003年度大会】 

53) 丸川比佐夫、大熊武司、岡田 恒、岡田 創、実大建物による屋根瓦に作用する風力に関する研究 

その3 浮上りの生じた瓦の平均風圧係数,平均風力係数、B-1分冊、pp.143  

54) 岡田 創、大熊武司、岡田 恒、丸川比佐夫、実大建物による屋根瓦に作用する風力に関する研究 

その4 浮上りの生じた瓦のピーク風力係数、B-1分冊、pp.145  

55) 山田晴二郎、大熊武司、片桐純治、丸川比佐夫、五重塔に作用する風力特性に関する研究、B-1分

冊、pp.177  

56) 鶴見俊雄、大熊武司、片桐純治、丸川比佐夫、迎角を有する円形断面部材に作用する風直角方向風

力特性に関する研究、B-1分冊、pp.181  

57) 黒田真樹、田村哲郎、大熊武司、弾塑性構造物の風直角方向-捩れ連成空力不安定振動に関する数

値解析、B-1分冊、pp.201  

58) 大熊武司、下村祥一、佐々木孝基、木造軸組工法耐力壁の耐風性能評価用復元力特性に関する研究 

その1 実験計画、C-1分冊、pp.339  

59) 下村祥一、大熊武司、佐々木孝基、木造軸組工法耐力壁の耐風性能評価用復元力特性に関する研究 

その2 実験結果、C-1分冊、pp.341  

60) 佐々木孝基、下村祥一、大熊武司、木造軸組工法耐力壁の耐風性能評価用復元力特性に関する研究 

その3 時刻歴風応答解析、C-1分冊、pp.343  
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61) 片桐純治、大熊武司、山田晴二郎、安井八紀、丸川比佐夫、強風時における五重塔の風応答特性に

関する研究 その1. 構造特性に関する検討および風力特性概要、C-1分冊、pp.461  

62) 安井八紀、大熊武司、小林義幸、片桐純治、丸川比佐夫、強風時における五重塔の風応答に関する

研究 その2. 風応答解析結果、C-1分冊、pp.463 

63) 関戸宏幸、藤田正則、岩田 衛、冗長性を目指した高張力鋼座屈拘束部材を有する平板システムト

ラスに関する研究 その1 解析、B-1分冊、pp.835  

64) 藤田正則、関戸宏幸、岩田 衛、冗長性を目指した高張力鋼座屈拘束部材を有する平板システムト

ラスに関する研究 その2 部材実験、B-1分冊、pp.837  

65) 平賀 民、會澤貴浩、山田 哲、岩田 衛、サステナブルビル構造システムに関する研究 その1 

構造システムの提案と接合部実験、C-1分冊、pp.699  

66) 會澤貴浩、平賀 民、山田 哲、岩田 衛、サステナブルビル構造システムに関する研究 その2 

構造システムの提案と基本的特性の検証、C-1分冊、pp.701  

67) 村井正敏、小林史興、岩田 衛、座屈拘束ブレースの製作簡易化と軽量化に伴う耐力確認実験、C-1

分冊、pp.769 

68) 田中江児、松澤共良、山本俊雄、荏本孝久、ボーリングデータと高密度微動観測による足柄平野北

部の表層地盤振動特性の検討 その1 ボーリングデータベース化と推定地質断面の検討、B-2分冊、

pp.279  

69) 松澤共良、田中江児、山本俊雄、荏本孝久、ボーリングデータと高密度微動観測による足柄平野北

部の表層地盤振動特性の検討 その 2 高密度微動観測と断面図を用いた妥当性の評価、B-2 分冊、

pp.281  

70) 荏本孝久、あべ木紀男、ナバロマニュエル、レルモハビエル、2003年メキシコ・コリマ地震(M7.6)

によるコリマ市の建物被害と地盤振動に関する研究 その 1 被害集中地区における微動特性、B-2

分冊、pp.283  

71) 島崎和司、乾燥収縮により初期変形を受けた免震建物の耐震性能の評価積層ゴム、鋼棒ダンパー、

鉛ダンパーの組み合わせ、B-2分冊、pp.463  

72) 佐藤宏貴、五十嵐 泉、島崎和司、CFT 柱-フラットプレート接合部の耐荷性能に関する実験的研

究、C-1分冊、pp.1197  

73) 五十嵐 泉、島崎和司、損傷低減を目的としたエネルギー吸収型X型配筋RC梁の開発 その4 軸

伸び防止と補修性の検討、C-2分冊、pp.113  

 

【2004年度大会】 

74) 黒田真樹、田村哲郎、大熊武司、多方向に弾塑性挙動する二次元正方形角柱の空力不安定振動に関

する数値解析、B-1分冊、pp.119  

75) 安井八紀、大熊武司、丸川比佐夫、高層免震建物の等価静的風荷重に関する研究、B-1分冊、pp.127  

76) 片桐純治、大熊武司、鶴見俊雄、丸川比佐夫、傾斜円柱の風直角方向風応答性状に関する研究、B-1

分冊、pp.135  

77) 上羽美和子、神崎拓海、下村祥一、大熊武司、風力を対象とした木造軸組工法面材構面耐力壁の復

元力特性に関する研究 その1 実験結果、C-1分冊、pp.205  

78) 神崎拓海、上羽美和子、下村祥一、大熊武司、風力を対象とした木造軸組工法面材構面耐力壁の復

元力特性に関する研究 その2 時刻歴風応答解析、C-1分冊、pp.207  

79) 下村祥一、大熊武司、栗原 真、風力を対象とした木造軸組工法筋交い構面耐力壁の仮動的実験 そ

の1 実験計画と風力シミュレーション、C-1分冊、pp.209  
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80) 栗原 真、下村祥一、大熊武司、風力を対象とした木造軸組工法筋交い構面耐力壁の仮動的実験 そ

の2 実験結果と弾塑性風応答解析、C-1分冊、pp.211 

81) 村井正敏、岩田 衛、高性能硬質ポリウレタンを用いた座屈拘束ブレ-スの研究、C-1分冊、pp.865  

82) 小林史興、村井正敏、和泉田洋次、岩田 衛、芯材幅厚比を変化させた座屈拘束ブレースに関する

実験的研究、C-1分冊、pp.869  

83) 和泉田洋次、小林史興、村井正敏、岩田 衛、座屈拘束ブレースにおける芯材の座屈挙動の研究、 

C-1分冊、pp.871  

84) 荏本孝久、栗山利男、山本俊雄、地震動および微動観測記録による地盤振動特性の比較検討、B-2

分冊、pp.669  

85) 山本俊雄、荏本孝久、松澤共良、高密度常時微動観測による足柄平野南部の表層地盤振動特性の検

討 その1 ボーリングデータベース化と推定地質断面の検討、B-2分冊、pp.689  

86) 松澤共良、荏本孝久、山本俊雄、高密度常時微動観測による足柄平野南部の表層地盤振動特性の検

討 その2 高密度微動観測と断面図を用いた妥当性の評価、B-2分冊、pp.691  

87) 島崎和司、佐藤宏貴、五十嵐泉、CFT 柱-フラットプレート接合部の耐荷性能に関する実験的研究 

その2 パンチングシアー耐力の検討、C-1分冊、pp.1129  

88) 佐藤宏貴、五十嵐泉、島崎和司、CFT 柱-フラットプレート接合部の耐荷性能に関する実験的研究 

その3 復元力特性の検討、C-1分冊、pp.1131  

89) 五十嵐泉、島崎和司、損傷低減を目的としたエネルギー吸収型 X 型配筋 RC 梁の開発 その 5 芯

鉄筋のアンボンド化、C-2分冊、pp.239 

 

 

「日本風工学会」関係 

 

【2003年度大会】 

90) 佐々木孝基、大熊武司、下村祥一、木造３階建て住宅の風揺れに関する解析的研究 ―風力モデル

の改善―、pp.163 

91) 黒田真樹、田村哲郎、大熊武司、弾塑性構造物の風直角方向－捩れ連成空力不安定振動に関する数

値解析、pp.173 

 

 

「地盤工学研究発表会」関係 

 

【2004年度大会】 

92) 笹川考義、斉藤浩之、柴田 東、北野栄二郎、棈木紀男、荏本孝久、正木和明、常時微動アレイ観

測による新潟の地盤特性、C-02、pp.2029 

93) 山田惣一郎、荏本孝久、山本俊雄、新潟平野の低地における微動特性と地盤特性、E-08、pp.2031 
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「日本地震工学会大会」関係 

 

【2003年度大会】 

94) 山本俊雄、松澤共良、荏本孝久、服部秀人、山田惣一郎、信濃川河口周辺における表層地盤の振動

特性の検討、pp.52 

95) 服部秀人、松澤共良、山本俊雄、荏本孝久、岩楯敞広、長野盆地および周辺の表層地盤振動特性の

検討、pp.54 

 


