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巻頭言 寄稿 技術レポート 試験報告 規格基準紹介 基礎講座
試験設備紹介
・業務案内

連載
たてもの建材

探偵団
その他

1
創立50 周年を迎え
るにあたって：長田直
俊

建物の維 持管理〈第 12
回〉：村島正彦

姫路城大天守の
保存修理工事

〈創立50 周年企画〉建材試験から環
境試験まで：加藤信介，新建材開発に
つながる試験コンサルティングの必要性：
野口貴文
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2
材料の品質と構造物
の品質：河野広隆

東京駅丸の内駅舎保存・復原
の設計理念と手法〜重要文化
財を使い続けるためのデザイン〜：
田原幸夫，清水正人，清水悟巳

土の一軸圧縮試験における
不確かさの評価：佐川修

雨水貯留槽「アク
アパレス」の長期
ひずみ試験：上山
耕平

JIS Z 8807（固体の密度及び比
重の測定方法）の改正について：
古里均

スチーミングテ
スター

国産木材・林業との歩み 第三回「木材
の“強さ”について」：佐々木幸久，明治
期の国産化建材探訪記（7）最終回/ガ
ラス器具の製造と板ガラス製造の試み
-工部省品川工作分局（2）：木村麗

アクロス福岡
〈創立50周年企画〉建材試験センター
と私：本橋健司，建材試験センターに
望むこと：河合直人
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3
安全・安心な社会の
構築に向けて：横野
泰和

東 京スカイツリー ®

の鉄骨製作について：
石津治男

期限付き建築物について−建
築物の計画から期限満了後ま
でを考慮して−：木村麗

水酸化アルミニウム混抄
紙ハニカムコア充てん/両
面ポリエステル樹脂系塗
装溶融亜鉛めっき鋼板の
防火性能試験：箕輪英信

再生骨材シリーズ（その1）JIS A 
5021（コンクリート用再生骨材H）
の改正について：真野孝次

ICP発光分析
装置

研究室の標語（ 3）「書類
作成のルール」編：真鍋
恒博

日本橋シリーズ（2）
椙森神社

〈内部執筆〉高齢者が安心して暮らせる居住空間の充
実を図るための試み：仲谷一郎，〈創立50周年企画〉建
材試験の50年−「これまで」と「これから」：長谷見雄二，
安心で安全な建材−シックハウス問題から：田辺新一
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4
過 去の 研究を振り
返って：池永博威

コンクリート構造物
の非破壊試験・微破
壊試験の研究と実用
化：湯浅昇

木材・プラスチック再生複合材（デッキ材）
の滑り性能に関する検討（表面状態お
よび試験方法の違いによる滑り性の
変化について）：吉田仁美，大島明

下水管更生材料
の性 能試 験：原
田七瀬

再生骨材シリーズ（その2）JIS A 5022（再生
骨材Mを用いたコンクリート）付属書Aおよ
びJIS A 5023（再生骨材Lを用いたコンク
リート）付属書Aの改正について：真野孝次

多機能型凍結
融解試験機

建物の維 持管理〈第 13
回〉：村島正彦

晩香盧（ばんこう
ろ）

〈海外出張報告〉第15回韓国防災試験研究所と中
央試験所との定期協議会出席報告：佐川修，〈創
立50周年企画〉木質構造材料の性能評価等への
期待：中島史郎，規格・基準類の底力：清家剛
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5
専門家の眼，門外漢
の眼：伊藤弘

合成樹脂系補修材を用いた
ひび割れ補修部の力学性状
に及ぼす部材温度の影響：
流田靖博

サンシェードの日
射遮蔽性能試験：
安岡恒

ISO39001：2012 Road traffic 
safety（ RTS ）management sys 
tem-requirements with guidance 
for use：香葉村勉

雨・風と建築 /建材④ 建
材に求められる水密性能そ
の2. 送風散水方式：松本
智史

木材用打撃式
グレーディング
マシン

スタンダードを思い巡らし
て（6）性能考察：岩井一
幸

日本橋シリーズ（3）
寶田恵比寿神社
とべったら市

〈海外調査報告〉「低熱伝導率材料の熱伝導率測定方
法の標準化」にかかる北米動向調査報告：菊地裕介，〈創
立50 周年企画〉性能試験のより一層の充実を望む：横
山裕，試験・評価・認証，次の50 年に向けて：小山明男
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6
骨材の品質について：
井上勝次

積算温度方式による高強度コ
ンクリートの圧縮強度推定に
関する基礎的研究：宍倉大樹

アンカーボルトセッ
トの引張降伏耐
力試 験：松 井 伸
晃

室内空気関係JISの改正原案作成につ
いて−改正原案作成委員会の審議・検
討概要報告−その1；建材等からの放散
測定に関するJIS：宮沢郁子，鈴木澄江

コンクリートの基礎講座 /Ⅰ．材料
編「セメント」：真野孝次，有機系
建築材料の劣化因子とその試
験 /① 有機系建築材料の種類
と劣化因子について：志村重顕

作業環境を配
慮した路盤材
自動選別装置

国産木材・林業との歩み 
第四回「規格・基準につ
いて」：佐々木幸久

ソウル駅旧駅舎と
ソウル崇礼門（南
大門）

〈内部執筆〉JAS 登録認定機関への
登録雑感：熊原進，〈創立50周年企画〉
高反射率塗料と断熱材に関する共同
研究：近藤靖史
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7
「建材」から「建物全
体」を考えよう：坂本
功

ヒートアイランド対策
の現状と今後の展望
などについて：三坂
育正

促進中性化試験におけるコン
クリートの質量変化と中性化
深さの関係：中村則清，若林
和義

れんが組積体の
性能試 験：赤 城
立也

室内空気関係JISの改正原案作成に
ついて−改正原案作成委員会の審議・
検討概要報告−その2；室内空気測定
に関するJIS：宮沢郁子，鈴木澄江

雨・風と建築 /建材⑤ 建材に要
求される耐風性能と水密性能耐
風圧性試験方法について（1）：
松本知大，コンクリートの基礎講
座 /Ⅰ．材料編「骨材」：真野孝次

建築用仕上材
疲労試験機

研究室の標語（ 4）「資料
集めの方法」編：真鍋恒
博

斑鳩三塔を訪ね
て

〈創立50周年企画〉これまで同様，優
秀な技術者の輩出を！：大久保孝昭
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8
良質な木造建築の供
給のために：大橋好
光

平成 23 年東北地方
太平洋沖地震におけ
る非 構造部材の被
害：名取発

建築外装材料の防藻試験方
法の比較検討：大島明

高強度コンクリー
トの加熱試験：佐
川修

JIS A 1314（防火ダンパーの防煙
試験方法）の改正原案作成につ
いて−改正原案作成委員会の審
議・検討概要報告−：和田暢治

コンクリートの基礎講座/Ⅰ．
材料編「混和材料」/ 真野
孝次

動風圧試験機
建 物の維 持管理〈第 14
回〉：村島正彦

JR大阪駅

〈インタビュー〉「ISO39001（道路交通安全マネ
ジメントシステム）−道路交通事故削減を目指し
て」，〈海外出張報告〉ISO/TC92/SC2（火災安
全 /火災の封じ込め）オタワ会議：常世田昌寿
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9
JISの測定を通して
学んだこと：水谷章
夫

歴史的建造物の修理
事業について−古くて
新しい建設業の展開
を考える−：菅澤茂

プレキャスト化したRC造柱梁
接合部の静的載荷実験：中
村陽介

けい酸塩系表面
含浸材の性能試
験：岡田裕佑

JIS A 5411（テラゾ）の改正原案
作成について−改正原案作成委
員会の審議・検討概要報告−：
鈴木澄江

有機系建築材料の劣化因子とそ
の試験② クリープ試験：大島明，
コンクリートの基礎講座 /Ⅱ．基礎
編「フレッシュコンクリート」：真野孝次

スタンダードを思い巡らし
て（7）良い玩具と安全な
玩具：岩井一幸

関東大震災 復興
建造物  永代橋

中央試験所に壁炉を増設−防火設備
や防耐火壁の要望に対応−：西本俊
郎
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10
創立50 周年を迎え
て：長田直俊

〈座談会〉次の50年，建材試験センターとは？−「地球と人の未来を照らし，空間の快適づくりをささえるパートナー」を目
指して− 出席者：建材試験センター 理事長　長田直俊，東京大学大学院 准教授  野口貴文，建築研究所 上席研
究員  中島史郎，建材試験センター 経営企画部長  藤本哲夫

〈内部執筆〉Sustainable development−次の50年を目指して− 発展計画2013 −次の50年への指針，中央試験所：
試験・評価機関の第一人者を目指す，工事材料試験所：日本を代表する試験機関を目指す，西日本試験所：西日本地
域のリーダーを目指す，ISO審査本部：登録組織の持続的発展を支援する審査で社会貢献，性能評価本部：信頼さ
れる第三者証明機関を目指す，製品認証本部：これまでの活動と今後の展望

コンクリートの基礎講座/Ⅱ．
基礎編「硬化コンクリート（強
度性状）」：真野孝次

国産木材・林業との歩み 
第五回「木材技術の新た
な展開」：佐々木幸久

「目黒天空公園」と
「大橋ジャンクショ
ン」
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11
JSAのミッション：揖
斐敏夫

住宅断熱性再考：岩
前篤

すべり支承免震装置の耐火
性能評価における性能担保
温度の載荷加熱試験による
検証：山下平祐

複層ガラスの性能
試験：田坂太一

JIS S 1037（耐火金庫）の改正に
ついて：西本俊郎

コンクリートの基礎講座/Ⅱ．
基礎編「硬化コンクリート（変
形性状，その他の性状）」：
真野孝次

防耐火試験装
置ガス化

研究室の標語（ 5）「仕事
のきまり：文書作成など」
編：真鍋恒博

草加シリーズ（13）
「旧草加信用組合
事務所」

〈国際会議報告〉ISO/TC163/SC1ス
トックホルム会議：萩原伸治
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12

ISO 作成作業を通し
ての建材試験センター
における国際貢献：
吉野博

耐火集成木材「燃エ
ンウッド®」の開発と
適用：大橋宏和

防災シェルター「ノ
ア2」の載荷試験：
高橋慶太

建築物における天井脱落対策に
係る法令・告示の制定・改正に伴
う技術基準解説書の概要につい
て：鈴木澄江，野田孝彰

有機系建築材料の劣化因子とそ
の試験③オゾンによる劣化とその
試験：志村重顕，コンクリートの基
礎講座 /Ⅲ．耐久性編「その1．中
性化，塩害」：真野孝次

吸音性能試験
建物の維 持管理〈第 15
回〉：村島正彦

昔ながらの伝 統
的芝居小屋「嘉穂
劇場」

〈 国 際 会 議 報 告〉ISO/TC146/SC6
（Air Quality/Indoor Air）オーストリア・
ウィーン会議報告：伊藤一秀

12

〈特集〉省エネルギー 建築・建材ができること
2030年を見据えた民生部門の省エネルギー：坂本雄三，エコ住宅を巡る各種施策とこれからの動向 〜 複雑な基 準と「？」を解きほぐす：河田崇，住宅における
環境性能・省エネルギー技術の展望：前真之，建築照明の省エネルギー技術：望月悦子，都市被覆の日射反射性 能向上によるヒートアイランド現象緩和：近藤靖史，
東京電機大学東京千住キャンパスの省エネルギーへの取組み：林一宏，建材試験センターの取組み：川上修，林 淳， 丸山慶一郎，佐川 修，宮沢郁子
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山裕，試験・評価・認証，次の50 年に向けて：小山明男

5

6
骨材の品質について：
井上勝次

積算温度方式による高強度コ
ンクリートの圧縮強度推定に
関する基礎的研究：宍倉大樹

アンカーボルトセッ
トの引張降伏耐
力試 験：松 井 伸
晃

室内空気関係JISの改正原案作成につ
いて−改正原案作成委員会の審議・検
討概要報告−その1；建材等からの放散
測定に関するJIS：宮沢郁子，鈴木澄江

コンクリートの基礎講座 /Ⅰ．材料
編「セメント」：真野孝次，有機系
建築材料の劣化因子とその試
験 /① 有機系建築材料の種類
と劣化因子について：志村重顕

作業環境を配
慮した路盤材
自動選別装置

国産木材・林業との歩み 
第四回「規格・基準につ
いて」：佐々木幸久

ソウル駅旧駅舎と
ソウル崇礼門（南
大門）

〈内部執筆〉JAS 登録認定機関への
登録雑感：熊原進，〈創立50周年企画〉
高反射率塗料と断熱材に関する共同
研究：近藤靖史
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7
「建材」から「建物全
体」を考えよう：坂本
功

ヒートアイランド対策
の現状と今後の展望
などについて：三坂
育正

促進中性化試験におけるコン
クリートの質量変化と中性化
深さの関係：中村則清，若林
和義

れんが組積体の
性能試 験：赤 城
立也

室内空気関係JISの改正原案作成に
ついて−改正原案作成委員会の審議・
検討概要報告−その2；室内空気測定
に関するJIS：宮沢郁子，鈴木澄江

雨・風と建築 /建材⑤ 建材に要
求される耐風性能と水密性能耐
風圧性試験方法について（1）：
松本知大，コンクリートの基礎講
座 /Ⅰ．材料編「骨材」：真野孝次

建築用仕上材
疲労試験機

研究室の標語（ 4）「資料
集めの方法」編：真鍋恒
博

斑鳩三塔を訪ね
て

〈創立50周年企画〉これまで同様，優
秀な技術者の輩出を！：大久保孝昭

7

8
良質な木造建築の供
給のために：大橋好
光

平成 23 年東北地方
太平洋沖地震におけ
る非 構造部材の被
害：名取発

建築外装材料の防藻試験方
法の比較検討：大島明

高強度コンクリー
トの加熱試験：佐
川修

JIS A 1314（防火ダンパーの防煙
試験方法）の改正原案作成につ
いて−改正原案作成委員会の審
議・検討概要報告−：和田暢治

コンクリートの基礎講座/Ⅰ．
材料編「混和材料」/ 真野
孝次

動風圧試験機
建 物の維 持管理〈第 14
回〉：村島正彦

JR大阪駅

〈インタビュー〉「ISO39001（道路交通安全マネ
ジメントシステム）−道路交通事故削減を目指し
て」，〈海外出張報告〉ISO/TC92/SC2（火災安
全 /火災の封じ込め）オタワ会議：常世田昌寿
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9
JISの測定を通して
学んだこと：水谷章
夫

歴史的建造物の修理
事業について−古くて
新しい建設業の展開
を考える−：菅澤茂

プレキャスト化したRC造柱梁
接合部の静的載荷実験：中
村陽介

けい酸塩系表面
含浸材の性能試
験：岡田裕佑

JIS A 5411（テラゾ）の改正原案
作成について−改正原案作成委
員会の審議・検討概要報告−：
鈴木澄江

有機系建築材料の劣化因子とそ
の試験② クリープ試験：大島明，
コンクリートの基礎講座 /Ⅱ．基礎
編「フレッシュコンクリート」：真野孝次

スタンダードを思い巡らし
て（7）良い玩具と安全な
玩具：岩井一幸

関東大震災 復興
建造物  永代橋

中央試験所に壁炉を増設−防火設備
や防耐火壁の要望に対応−：西本俊
郎
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10
創立50 周年を迎え
て：長田直俊

〈座談会〉次の50年，建材試験センターとは？−「地球と人の未来を照らし，空間の快適づくりをささえるパートナー」を目
指して− 出席者：建材試験センター 理事長　長田直俊，東京大学大学院 准教授  野口貴文，建築研究所 上席研
究員  中島史郎，建材試験センター 経営企画部長  藤本哲夫

〈内部執筆〉Sustainable development−次の50年を目指して− 発展計画2013 −次の50年への指針，中央試験所：
試験・評価機関の第一人者を目指す，工事材料試験所：日本を代表する試験機関を目指す，西日本試験所：西日本地
域のリーダーを目指す，ISO審査本部：登録組織の持続的発展を支援する審査で社会貢献，性能評価本部：信頼さ
れる第三者証明機関を目指す，製品認証本部：これまでの活動と今後の展望

コンクリートの基礎講座/Ⅱ．
基礎編「硬化コンクリート（強
度性状）」：真野孝次

国産木材・林業との歩み 
第五回「木材技術の新た
な展開」：佐々木幸久

「目黒天空公園」と
「大橋ジャンクショ
ン」
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JSAのミッション：揖
斐敏夫

住宅断熱性再考：岩
前篤

すべり支承免震装置の耐火
性能評価における性能担保
温度の載荷加熱試験による
検証：山下平祐

複層ガラスの性能
試験：田坂太一

JIS S 1037（耐火金庫）の改正に
ついて：西本俊郎

コンクリートの基礎講座/Ⅱ．
基礎編「硬化コンクリート（変
形性状，その他の性状）」：
真野孝次

防耐火試験装
置ガス化

研究室の標語（ 5）「仕事
のきまり：文書作成など」
編：真鍋恒博

草加シリーズ（13）
「旧草加信用組合
事務所」

〈国際会議報告〉ISO/TC163/SC1ス
トックホルム会議：萩原伸治
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12

ISO 作成作業を通し
ての建材試験センター
における国際貢献：
吉野博

耐火集成木材「燃エ
ンウッド®」の開発と
適用：大橋宏和

防災シェルター「ノ
ア2」の載荷試験：
高橋慶太

建築物における天井脱落対策に
係る法令・告示の制定・改正に伴
う技術基準解説書の概要につい
て：鈴木澄江，野田孝彰

有機系建築材料の劣化因子とそ
の試験③オゾンによる劣化とその
試験：志村重顕，コンクリートの基
礎講座 /Ⅲ．耐久性編「その1．中
性化，塩害」：真野孝次

吸音性能試験
建物の維 持管理〈第 15
回〉：村島正彦

昔ながらの伝 統
的芝居小屋「嘉穂
劇場」

〈 国 際 会 議 報 告〉ISO/TC146/SC6
（Air Quality/Indoor Air）オーストリア・
ウィーン会議報告：伊藤一秀

12

〈特集〉省エネルギー 建築・建材ができること
2030年を見据えた民生部門の省エネルギー：坂本雄三，エコ住宅を巡る各種施策とこれからの動向 〜 複雑な基 準と「？」を解きほぐす：河田崇，住宅における
環境性能・省エネルギー技術の展望：前真之，建築照明の省エネルギー技術：望月悦子，都市被覆の日射反射性 能向上によるヒートアイランド現象緩和：近藤靖史，
東京電機大学東京千住キャンパスの省エネルギーへの取組み：林一宏，建材試験センターの取組み：川上修，林 淳， 丸山慶一郎，佐川 修，宮沢郁子
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