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1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号

巻頭言
二度目の東京オリンピッ
ク：長田直俊

研修・検定事業の先に
ある生涯教育：棚野博
之

鉄 筋 継 手 の 品 質と
PDCAサイクル：出雲
淳一

Webプログラムを利用
した材料特性の標準
試験方法：橘高義典

材料（学生）の性 能：
古賀一八

2つの想定外：中村亮 生産年齢人口の減少を
迎えて：中田善久

建設分野における「ルー
ル」：鹿毛忠継

肌で触れ合う日本の床：
横山裕

生コンクリートを建設資
材として安心して使って
戴くために：阿部典夫

今，社会はISO認証機
関に何を求めている：
橋本敏男

就任のご挨拶：川上修

寄稿

特集
〈西日本地域の空間の
快適づくりをささえる
パートナーを目指して〉
西日本試験所における
材料・耐久性試 験の
展望・取組みについて：
杉原大祐
西日本試験所における
構造試験の展望・取組
みについて：早崎洋一
西日本試験所における
防耐火試験の展望・取
組みについて：岡村憲
二
西日本試験所における
工事用材料試験の展
望・取組みについて：
大田克則，佐島淳
福岡支所におけるマネ
ジメントシステム認証の
活動について：徳永幸
一
コンクリート分野におけ
る研究動向：十河茂幸
建築物の長寿命化の
ための建築材料・部材
レベルの試験・研究に
関する私見：大久保孝
昭
中大規模木造建築は
建築分野を革新するか 
-CO2 排出削減と林業
活性化への道筋 -：稲
田達夫
既存鉄筋コンクリート
造建物の枠付鉄骨ブ
レース耐震補強工法に
ついて：稲井栄一

木質系構造物の力学
的挙動の解明と安全
性確保に関する研究：
坂田弘安

東 工大“環 境 エネル
ギーイノベーション棟”
の設 備 概 要とスマー
トグリッド“エネ-スワ
ロー”によるエネルギー
データの統合化：伊原
学

循環型社会に向けた
浮遊選鉱法によるフラ
イアッシュの改質手法と
改質フライアッシュスラ
リーコンクリートの実用
化：高巣幸二

東京タワー 塗装によ
る55 年間の維持保全
-塗料の社会資本の長
寿命化への貢献と環境
負荷低減 -：大澤悟

軍艦島の構造物群の
劣化メカニズムとその
学術的価値：今本啓一

産業廃棄物処理業者
の責務に応えるために
-ISO39001の 認 証 取
得を機に-：佐野藤治

住宅基礎コンクリートの
圧縮強度試験結果の
概要：齋藤邦吉，大角
昇

建設業の人手不足（建
設投資と建設業就業
者数の動向）：角南国
隆

業務用厨房の排気フー
ドの捕集率測定方法
の標準化：奥田篤

昼光導入装置設置時
の室内照度予測と照明
エネルギー削減効果 -
光拡散型天窓の実例
-：鈴木敬明，外山勸

技術レポート

外壁接合部における目
地防水の性能設計に
関する検討：清水一郎

太陽熱利用システムの
性能評価技術の開発
に関する研究：萩原伸
治

鋼板と繊維シートで外
付補強されたRC造柱
のせん断強度と地震応
答解析：伊藤嘉則

JASS 8 T-301ケイ酸
質系塗布防水材の試
験方法改定の検討：志
村重顕

低熱伝導率材料の熱
伝導率測定方法に関
する検討：田坂太一

PCM建材の蓄熱性の
測定方法に関する検
討：佐伯智寛

溶融スラグ骨材のポッ
プアウトに関する実験
的研究（溶融スラグ骨
材を使用したコンクリー
トによる実験検討）：志
村明春

あと施工アンカーの性
能試験に用いる構造体
コンクリートの各種要因
と圧縮強度の関係：早
崎洋一

3階建て枠組系住宅の
地震応答解析をもとに
検証した構造特性係
数：伊藤嘉則

畳（畳床）の断熱性能
の評価について：安岡
恒

試験報告

けやき製材はりの載荷
四面加熱による準耐火
性能評価試験：山下平
祐

木質サッシの遮音性能
試験：緑川信

CFアンカー扇部接着
耐力試験：北村保之

フラッシュバット溶接に
よる鉄筋継手「ダイヤレ
ンNS・MKフープ」の
引張試験：庄司秀雄

けい酸塩系表面含浸
材の性能試験：岡田裕
祐

木材・プラスチック再生
複合材の線膨張率試
験：馬渕賢作

再生路盤材の性能試
験：松本智史

システム収納の性能試
験：渡辺一

金属拡張系あと施工ア
ンカー「SUS B20200」
のセット試験：大西智
哲

住宅用人造鉱物繊維
断熱材の熱伝導率測
定：萩原伸治

CFラミネートとコンク
リートの接着せん断試
験：松井伸晃

業務報告

【海外インターンシップ
報 告】泰日工 業 大 学

（ TNI）でのインターン
シップを終えて：村上哲
也

【講習会報告】JBNイ
ンスペクター「木造住宅・
工事管理の実務 -地盤
基 礎部門 -」講 習会：
小林義憲

【事業報告】2013 年度
調査研究事業報告：鈴
木澄江

【国際会議報告】ISO/
TC163/SC1（ 建 築 環
境における熱的性能と
エネルギー使用/ 試験
および測定方法）無錫

（中国）会議報告：萩
原伸治，佐竹円　ISO/
TC146/SC6（ 大 気 の
質/ 室内空気）プレトリ
ア（南アフリカ）会議報
告：田辺新一

規格基準紹介

スラグ骨材に関する規
格の動向（その1）JIS 
A 5011-1（コンクリート
用スラグ骨材-第1部：
高炉スラグ骨材）の改
正について：真野孝次

スラグ骨材に関する規
格の動向（その2）JIS 
A 5011-4（コンクリート
用スラグ骨材-第4部：
電気 炉 酸化スラグ骨
材）の改正について：真
野孝次

JIS A 5430（ 繊 維 強
化セメント板）の改正に
ついて：室星しおり

JIS A 5308 （レディー
ミクストコンクリート）：
2014の改正について：
鈴木澄江

JIS A 1481-1，JIS A 
1481-2及びJIS A 1481 
-3の制定について：野
田孝彰

JIS A 1158：2014（試
験に用いる骨材の縮分
方法）の制定について：
中村則清

JIS S 1103（木 製 ベ
ビーベッド）の改正につ
いて：鈴木敏夫

建築基準法に基づく告
示（耐火構造の構造方
法）の一部改正につい
て：春川真一

JIS Z 3881，JIS Z 
3120及びJIS Z 3062
の改正について：矢部
喜堂

JIS A 6921（壁紙）の
改正について：吉田仁
美

JIS A 6909（ 建 築 用
仕上塗材）の改正につ
いて：清水市郎，石川
祐子

基礎講座

安全衛生マネジメントの
ススメ（ 15）安全マネジ
メントの最新動向：香
葉村勉

コンクリートの基礎講座
（Ⅲ）耐久性編「その2. 
アルカリシリカ反応，凍
害ほか」：真野孝次

有機系建築材料の劣
化因子とその試験④木
材腐朽菌による木材の
劣化因子とその試験：
石川祐子
コンクリートの基礎講座

（Ⅳ）製造・調合編「そ
の1：レディーミクストコ
ンクリート」：真野孝次

コンクリートの基礎講座
（Ⅳ）製造・調合編 「そ
の2：コンクリートの配

（調）合設計」：真野孝
次

コンクリートの基礎講座
（Ⅴ）構造物編「非 破
壊試験（微破壊試験）
コンクリートコアの試
験」：真野孝次

労働安全マネジメントの
スゝ メ（16）：香葉村勉

鉄筋継手の基礎講座
シリーズⅠ 鉄筋継手の
種類と歴史：小林義憲

有機系建築材料の劣
化因子とその試験⑤高
分子系建築材料に関す
る熱劣化とその試験：
清水市郎

有機系建築材料の劣
化因子とその試験⑥紫
外線による劣化とその
試験：志村重顕 

鉄筋継手の基礎講座
（シリーズⅡ ガス圧接
継手）：小林義憲

試験設備紹介
電位差自動滴定装置：
北村保之

小型チャンバー法によ
る化学物質放散速度
の測定：吉田仁美

塩水噴霧試験 機：大
島明

自動制御式1000kN 万
能試験機：大田克則

酸素指数による燃焼性
試験装置：菊地裕介

曲げタフネス試験用た
わみ測定装置の概要：
若林和義

中性化促進試験装置：
若林和義

業務案内

下水道管更生材の性
能試験：菊地裕介

天井及びその部材・接
合部の耐力・剛性の設
定方法のための試験
方法について（その2）
天井ユニットの試験方
法及び許容耐力・剛性
の評価：川上修

埋込みインサートの引
張試験およびせん断試
験：守屋嘉晃

工事材料試 験 所・住
宅基礎課の業務につい
て：齋藤邦吉

道路交通安全マネジメ
ントシステム認証事業の
取り組みと第1号認証
について：香葉村勉

直交集成板（ CLT）の
日本農林規格の制定に
伴うJAS 認定 範囲の
拡大について：中里侑
司

【内部執筆】産業競争
力強化法の生産性向
上設備のうち先端設備

（ A類 型）に係わる仕
様等証明書発行（断熱
材）の事業開始につい
て：西田一郎

【内部執筆】社会資本
整備におけるISO55001

（アセットマネジメントシ
ステム）の活用：森幹芳

連載

スタンダードを思い巡ら
して（ 8）物的環境から
情報環境へ：岩井一幸

国産木材・林業との歩
み第六回「ヨーロッパの
木造建築と木材」：佐々
木幸久

研究室の標語（ 6）「文
章の書き方」編：真鍋
恒博

建 物の維 持 管理〈第
16回〉：村島正彦

スタンダードを思い巡ら
して（ 9）製図から技術
生産ドキュメンテーショ
ンへ：岩井一幸

ダニと住環境（第1回）
ダニの生態「ダニとアレ
ルギー」編：髙岡正敏

国産木材・林業との歩
み第七回「国家百年の
大計-大局的森林管理
を」：佐々木幸久

研究室の標語（ 7）「研
究の進め方」編：真鍋
恒博

ダニと住環境（第2回）
ダニの生態「住居内に
おけるダニ類の生態」
編：髙岡正敏

建物の維持管理＜第
17回＞：村島正彦

スタンダードを思い巡ら
して（ 10）スタンダード
再考・最終回：岩井一
幸

ダニと住環境（第3回）
Ⅰ．ダニの生態「住環
境の変化とダニ類の増
殖」編：髙岡正敏

たてもの建材探偵団

勝鬨橋：新井政満 長谷寺（花の御寺）/
本堂（国宝）：栁啓

草加シリーズ（ 14）「旧
草加信用組合事務所」

（補足）：栁啓

重要文化財 旧岩崎邸
庭園：小林義憲

高雄山神護寺：栁啓 重要文化財 東京国立
博物館（本館・表慶館）：
小林義憲

旧岩淵水門：新井政満 旧渋沢家飛鳥山邸青
淵文庫：村上哲也

もう一つの官営鉄 山
“中小坂鉱山”と銑鋼
一貫製造の先駆け“中
小坂製鉄所”：木村麗

上野東照宮：小林義憲 日本橋シリーズ（ 4）日
本橋三越本店：新井政
満

その他

2013年年間総目次 平成26 年度事業計画 【創刊50周年特集】
巻頭言を振り返る：田
中享ニ
月報の発刊にあたって/
先生の直伝：笹森巽

【創刊50周年特集】
這えば立て，立てば歩
め：狩野春一
建材試験センターの発
展を願って：浜田稔

【創刊50周年特集】
沖縄での印象記：岸谷
孝一
建築材料の選定と規
格の問題：波多野一郎

【創刊50周年特集】
試験についての私見：
牧広
建築材料の試験につい
て思うこと：藤井正一

【建材試験情報読者ア
ンケート結果】

「建材試験情報」年間総目次
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1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号

巻頭言
二度目の東京オリンピッ
ク：長田直俊

研修・検定事業の先に
ある生涯教育：棚野博
之

鉄 筋 継 手 の 品 質と
PDCAサイクル：出雲
淳一

Webプログラムを利用
した材料特性の標準
試験方法：橘高義典

材料（学生）の性 能：
古賀一八

2つの想定外：中村亮 生産年齢人口の減少を
迎えて：中田善久

建設分野における「ルー
ル」：鹿毛忠継

肌で触れ合う日本の床：
横山裕

生コンクリートを建設資
材として安心して使って
戴くために：阿部典夫

今，社会はISO認証機
関に何を求めている：
橋本敏男

就任のご挨拶：川上修

寄稿

特集
〈西日本地域の空間の
快適づくりをささえる
パートナーを目指して〉
西日本試験所における
材料・耐久性試 験の
展望・取組みについて：
杉原大祐
西日本試験所における
構造試験の展望・取組
みについて：早崎洋一
西日本試験所における
防耐火試験の展望・取
組みについて：岡村憲
二
西日本試験所における
工事用材料試験の展
望・取組みについて：
大田克則，佐島淳
福岡支所におけるマネ
ジメントシステム認証の
活動について：徳永幸
一
コンクリート分野におけ
る研究動向：十河茂幸
建築物の長寿命化の
ための建築材料・部材
レベルの試験・研究に
関する私見：大久保孝
昭
中大規模木造建築は
建築分野を革新するか 
-CO2 排出削減と林業
活性化への道筋 -：稲
田達夫
既存鉄筋コンクリート
造建物の枠付鉄骨ブ
レース耐震補強工法に
ついて：稲井栄一

木質系構造物の力学
的挙動の解明と安全
性確保に関する研究：
坂田弘安

東 工大“環 境 エネル
ギーイノベーション棟”
の設 備 概 要とスマー
トグリッド“エネ-スワ
ロー”によるエネルギー
データの統合化：伊原
学

循環型社会に向けた
浮遊選鉱法によるフラ
イアッシュの改質手法と
改質フライアッシュスラ
リーコンクリートの実用
化：高巣幸二

東京タワー 塗装によ
る55 年間の維持保全
-塗料の社会資本の長
寿命化への貢献と環境
負荷低減 -：大澤悟

軍艦島の構造物群の
劣化メカニズムとその
学術的価値：今本啓一

産業廃棄物処理業者
の責務に応えるために
-ISO39001の 認 証 取
得を機に-：佐野藤治

住宅基礎コンクリートの
圧縮強度試験結果の
概要：齋藤邦吉，大角
昇

建設業の人手不足（建
設投資と建設業就業
者数の動向）：角南国
隆

業務用厨房の排気フー
ドの捕集率測定方法
の標準化：奥田篤

昼光導入装置設置時
の室内照度予測と照明
エネルギー削減効果 -
光拡散型天窓の実例
-：鈴木敬明，外山勸

技術レポート

外壁接合部における目
地防水の性能設計に
関する検討：清水一郎

太陽熱利用システムの
性能評価技術の開発
に関する研究：萩原伸
治

鋼板と繊維シートで外
付補強されたRC造柱
のせん断強度と地震応
答解析：伊藤嘉則

JASS 8 T-301ケイ酸
質系塗布防水材の試
験方法改定の検討：志
村重顕

低熱伝導率材料の熱
伝導率測定方法に関
する検討：田坂太一

PCM建材の蓄熱性の
測定方法に関する検
討：佐伯智寛

溶融スラグ骨材のポッ
プアウトに関する実験
的研究（溶融スラグ骨
材を使用したコンクリー
トによる実験検討）：志
村明春

あと施工アンカーの性
能試験に用いる構造体
コンクリートの各種要因
と圧縮強度の関係：早
崎洋一

3階建て枠組系住宅の
地震応答解析をもとに
検証した構造特性係
数：伊藤嘉則

畳（畳床）の断熱性能
の評価について：安岡
恒

試験報告

けやき製材はりの載荷
四面加熱による準耐火
性能評価試験：山下平
祐

木質サッシの遮音性能
試験：緑川信

CFアンカー扇部接着
耐力試験：北村保之

フラッシュバット溶接に
よる鉄筋継手「ダイヤレ
ンNS・MKフープ」の
引張試験：庄司秀雄

けい酸塩系表面含浸
材の性能試験：岡田裕
祐

木材・プラスチック再生
複合材の線膨張率試
験：馬渕賢作

再生路盤材の性能試
験：松本智史

システム収納の性能試
験：渡辺一

金属拡張系あと施工ア
ンカー「SUS B20200」
のセット試験：大西智
哲

住宅用人造鉱物繊維
断熱材の熱伝導率測
定：萩原伸治

CFラミネートとコンク
リートの接着せん断試
験：松井伸晃

業務報告

【海外インターンシップ
報 告】泰日工 業 大 学

（ TNI）でのインターン
シップを終えて：村上哲
也

【講習会報告】JBNイ
ンスペクター「木造住宅・
工事管理の実務 -地盤
基 礎部門 -」講 習会：
小林義憲

【事業報告】2013 年度
調査研究事業報告：鈴
木澄江

【国際会議報告】ISO/
TC163/SC1（ 建 築 環
境における熱的性能と
エネルギー使用/ 試験
および測定方法）無錫

（中国）会議報告：萩
原伸治，佐竹円　ISO/
TC146/SC6（ 大 気 の
質/ 室内空気）プレトリ
ア（南アフリカ）会議報
告：田辺新一

規格基準紹介

スラグ骨材に関する規
格の動向（その1）JIS 
A 5011-1（コンクリート
用スラグ骨材-第1部：
高炉スラグ骨材）の改
正について：真野孝次

スラグ骨材に関する規
格の動向（その2）JIS 
A 5011-4（コンクリート
用スラグ骨材-第4部：
電気 炉 酸化スラグ骨
材）の改正について：真
野孝次

JIS A 5430（ 繊 維 強
化セメント板）の改正に
ついて：室星しおり

JIS A 5308 （レディー
ミクストコンクリート）：
2014の改正について：
鈴木澄江

JIS A 1481-1，JIS A 
1481-2及びJIS A 1481 
-3の制定について：野
田孝彰

JIS A 1158：2014（試
験に用いる骨材の縮分
方法）の制定について：
中村則清

JIS S 1103（木 製 ベ
ビーベッド）の改正につ
いて：鈴木敏夫

建築基準法に基づく告
示（耐火構造の構造方
法）の一部改正につい
て：春川真一

JIS Z 3881，JIS Z 
3120及びJIS Z 3062
の改正について：矢部
喜堂

JIS A 6921（壁紙）の
改正について：吉田仁
美

JIS A 6909（ 建 築 用
仕上塗材）の改正につ
いて：清水市郎，石川
祐子

基礎講座

安全衛生マネジメントの
ススメ（ 15）安全マネジ
メントの最新動向：香
葉村勉

コンクリートの基礎講座
（Ⅲ）耐久性編「その2. 
アルカリシリカ反応，凍
害ほか」：真野孝次

有機系建築材料の劣
化因子とその試験④木
材腐朽菌による木材の
劣化因子とその試験：
石川祐子
コンクリートの基礎講座

（Ⅳ）製造・調合編「そ
の1：レディーミクストコ
ンクリート」：真野孝次

コンクリートの基礎講座
（Ⅳ）製造・調合編 「そ
の2：コンクリートの配

（調）合設計」：真野孝
次

コンクリートの基礎講座
（Ⅴ）構造物編「非 破
壊試験（微破壊試験）
コンクリートコアの試
験」：真野孝次

労働安全マネジメントの
スゝ メ（16）：香葉村勉

鉄筋継手の基礎講座
シリーズⅠ 鉄筋継手の
種類と歴史：小林義憲

有機系建築材料の劣
化因子とその試験⑤高
分子系建築材料に関す
る熱劣化とその試験：
清水市郎

有機系建築材料の劣
化因子とその試験⑥紫
外線による劣化とその
試験：志村重顕 

鉄筋継手の基礎講座
（シリーズⅡ ガス圧接
継手）：小林義憲

試験設備紹介
電位差自動滴定装置：
北村保之

小型チャンバー法によ
る化学物質放散速度
の測定：吉田仁美

塩水噴霧試験 機：大
島明

自動制御式1000kN 万
能試験機：大田克則

酸素指数による燃焼性
試験装置：菊地裕介

曲げタフネス試験用た
わみ測定装置の概要：
若林和義

中性化促進試験装置：
若林和義

業務案内

下水道管更生材の性
能試験：菊地裕介

天井及びその部材・接
合部の耐力・剛性の設
定方法のための試験
方法について（その2）
天井ユニットの試験方
法及び許容耐力・剛性
の評価：川上修

埋込みインサートの引
張試験およびせん断試
験：守屋嘉晃

工事材料試 験 所・住
宅基礎課の業務につい
て：齋藤邦吉

道路交通安全マネジメ
ントシステム認証事業の
取り組みと第1号認証
について：香葉村勉

直交集成板（ CLT）の
日本農林規格の制定に
伴うJAS 認定 範囲の
拡大について：中里侑
司

【内部執筆】産業競争
力強化法の生産性向
上設備のうち先端設備

（ A類 型）に係わる仕
様等証明書発行（断熱
材）の事業開始につい
て：西田一郎

【内部執筆】社会資本
整備におけるISO55001

（アセットマネジメントシ
ステム）の活用：森幹芳

連載

スタンダードを思い巡ら
して（ 8）物的環境から
情報環境へ：岩井一幸

国産木材・林業との歩
み第六回「ヨーロッパの
木造建築と木材」：佐々
木幸久

研究室の標語（ 6）「文
章の書き方」編：真鍋
恒博

建 物の維 持 管理〈第
16回〉：村島正彦

スタンダードを思い巡ら
して（ 9）製図から技術
生産ドキュメンテーショ
ンへ：岩井一幸

ダニと住環境（第1回）
ダニの生態「ダニとアレ
ルギー」編：髙岡正敏

国産木材・林業との歩
み第七回「国家百年の
大計-大局的森林管理
を」：佐々木幸久

研究室の標語（ 7）「研
究の進め方」編：真鍋
恒博

ダニと住環境（第2回）
ダニの生態「住居内に
おけるダニ類の生態」
編：髙岡正敏

建物の維持管理＜第
17回＞：村島正彦

スタンダードを思い巡ら
して（ 10）スタンダード
再考・最終回：岩井一
幸

ダニと住環境（第3回）
Ⅰ．ダニの生態「住環
境の変化とダニ類の増
殖」編：髙岡正敏

たてもの建材探偵団

勝鬨橋：新井政満 長谷寺（花の御寺）/
本堂（国宝）：栁啓

草加シリーズ（ 14）「旧
草加信用組合事務所」

（補足）：栁啓

重要文化財 旧岩崎邸
庭園：小林義憲

高雄山神護寺：栁啓 重要文化財 東京国立
博物館（本館・表慶館）：
小林義憲

旧岩淵水門：新井政満 旧渋沢家飛鳥山邸青
淵文庫：村上哲也

もう一つの官営鉄 山
“中小坂鉱山”と銑鋼
一貫製造の先駆け“中
小坂製鉄所”：木村麗

上野東照宮：小林義憲 日本橋シリーズ（ 4）日
本橋三越本店：新井政
満

その他

2013年年間総目次 平成26 年度事業計画 【創刊50周年特集】
巻頭言を振り返る：田
中享ニ
月報の発刊にあたって/
先生の直伝：笹森巽

【創刊50周年特集】
這えば立て，立てば歩
め：狩野春一
建材試験センターの発
展を願って：浜田稔

【創刊50周年特集】
沖縄での印象記：岸谷
孝一
建築材料の選定と規
格の問題：波多野一郎

【創刊50周年特集】
試験についての私見：
牧広
建築材料の試験につい
て思うこと：藤井正一

【建材試験情報読者ア
ンケート結果】

（2014 VOL50. 1月〜 12月）


