
46　　　建材試験情報 2016年1月号

項目 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

建材評価技術で半世紀 
： 長田直俊

グリーン建材普及基盤
構築事業について：藤森
義明

経済産業行政について，
そして，建 材 試 験セン
ターへの期待：寺家克
昌

二酸化炭素濃度に基づ
く換気基準の課題：倉
渕 隆

社 会 資 本 整 備 で の
ISO55001の 活 用： 森 
幹芳

循環型資源としての木
造建築：腰原幹雄

建 築 物の安 全・安心：
西山 功

建材試験センターへの高
まる期待：石崎和志

常任理事就任のご挨拶：
藤本哲夫

建築材料の耐久性研究
の発展に向けて：兼松 
学

一般社団法人への移行
に伴う今後の展望と建
材試験センターへの関わ
りについて：西野加奈子

就任ご挨拶：砺波 匡

寄稿

特集
＜木材の利用促進政策
と今後の展望＞

【政策の動向】
木造建築関連基準の見
直しについて：野原邦治

【研究の動向①】
建築における木材利用
促進の視点- 新たな資
源循環社会へ向けて-：
有馬孝禮

【研究の動向②】
都市木造に求められる
構造性能：腰原幹雄

【研究の動向③】
木質防耐火技術の研究
動向：原田寿郎

【業界の動向】
木造軸組工法住宅にお
ける国産材利用の実態
調査報告- 地域別・部
位別・会社規模別に見
た国産材の使用割合-：
浦江真人

【シンポジウム開催報告】
建築文化週間2014「木
造建築における地産木
材利用の推進に向けて」
の開催報告：流田靖博

【試験業務・設備紹介】
木質構造の試験業務に
ついて：早崎洋一

【防耐火・性能評価業務
紹介】
木質系耐火構造の性能
評価について：西田一郎，
白岩昌幸

【試験報告】
直交集成板（ CLT）の
断熱性試験：萩原伸治，
田坂太一

森ビルの複合施設開発
の動向について～虎ノ門
ヒルズを中心として～：
土橋 徹

FRPの活用によって木
の弱点をおぎなってねば
り強い木造建築をつくろ
う ：松本慎也

生物劣化モデルによる屋
根部の劣化事例に関す
る解析と検証-雨水浸入
を考慮した腐朽度の予
測と漏水発生時期の推
定-：齋藤宏昭

グリーン建材・設備製品
のアセアン諸国への展
開：備前元善

石綿（アスベスト）含有建
材データベースについて：
兼松 学，清家 剛

ヒトはなぜバナナの皮で
滑るのか：馬渕清資

世界遺産「富岡製糸場」
と煉瓦：村田敬一

東京都における現場品
質管理のための取組み
と，試験・検査における
第三者機関の活用につ
いて：東京都 都市整備
局 市街地建築部 建築
企画課

劣化度評価ダイアグラム
によるコンクリート構造物
の耐久性評価：橘高義
典

CLT 構造の耐震設計法
に関する研究：河合直
人

技術レポート

コンクリートの高温時全
体ひずみおよび熱応力
に与える水分の影響：山
下平祐

全ねじボルト接着接合の
引張耐力に関する研究 
～木材のせん断弾塑性
特性の推定～：中里匡
陽

「天井脱落対策に係る
技術基準における試験
法および評価法」に基づ
く特定天井の耐震性能
の検証：守屋嘉晃
粗骨材の乾燥収縮挙動
に及ぼす相対湿度の影
響に関する実験：泉田
裕介

プレキャスト化したRC造
柱梁接合物の静的載荷
実験（その2）：川上 修，
中村陽介

PCM建 材の熱応 答性
の評価方法に関する検
討：佐伯智寛

コンクリートの促進中性
化試験方法の変遷に関
する調査：中村則清

鋼構造部材の座屈温度
について：木村 麗

外付け補強されたRC造
柱の一次元振動台実験

（その1 振動台実験手
法）：伊藤嘉則

外付け補強されたRC造
柱の一次元振動台実験

（その2 振動台実験から
得られた知見）：伊藤嘉
則

高強度太径鉄筋の強度
性状に及ぼす腐食の影
響に関する研究：内田祐
介

引きボルト式集成材フ
レーム接合部の強度性
能に関する研究：早崎
洋一

試験報告
落下防止補助ネットの性
能試験：早崎洋一

有機系被覆工法の性能
試験：志村重顕

防音工の正負繰返し水
平加力試験：中村陽介，
川上 修

吸音タイプ木製遮音板
の吸音性能試験：鵜澤
久雄

RS-13の品質試験：村
川 修

建築用仕上塗材の性能
試験：石川祐子

木材・プラスチック再生
複合材の滑り性試験：
吉田仁美

「スライダーボード」の性
能試験：中里匡陽

鋼製片開きの遮煙性能
試験： 松本知大

業務報告

仙台支所開設記念
「JTCCMセミナー（仙台）」
の開催報告：経営企画
部
Malaysian Timber In-
dustry Board（ MTIB）
でのインターンシップを終
えて：熊谷瑶子

欧州における真空断熱
材の規格開発に関する
動向調査報告：村上哲
也

2014 年度調査研究事業
報告：鈴木澄江，中村
則清

「コンクリートテクノプラザ
2015」の出展報告：田坂
太一

軽量角形鋼管による耐
震天井構造の実大加力
の公開実験報告：流田
靖博
粉砕規格外瓦を骨材と
して使用する構造用コン
クリートの製造と供給に
関する調査研究：鈴木
澄江

「建築基準法に基づく性
能評価セミナー」開催報
告：南 知宏

「 JIS認証制度セミナー
2015」開催報告：荻原明
美

構造耐火と広域火災に
関する日米防火ワーク
ショップ参加報告：山下
平祐

〈ISO 9001・ISO 14001〉
2015 年の規格改正と認
証移行を支援する取り
組み：山口奈穂子

ISO/TC146/SC6（ 大
気の質/室内空気）オラ
ンダ・デルフト会議報告：
伊藤一秀
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）カナ
ダ・ヴィクトリア会議報告：
佐竹 円

規格基準紹介

JSTM J 6151（現 場 に
おける陸屋根の日射反
射率の測定方法）の制
定について：田坂太一，
鈴木澄江

JIS A 5422（窯業系サ
イディング）の改正につい
て：森田育男

JIS A 9521：2014（ 建
築用断熱材）の改正に
ついて：服部幸夫

JIS A 6203（セメント混
和用ポリマーディスパー
ジョン及び再乳化形粉末
樹 脂）：2015の改 正に
ついて：鈴木澄江

JIS A 1452［建築材料
及び建築構成部分の摩
耗試験方法（落砂法）］
およびJIS A 1453［建
築材料及び建築構成部
分の摩耗試験方法（研
磨紙法）］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-：室星しおり

JSTM H 1001（建築材
料の保水性，吸水性及
び蒸発性試験方法）の
制定について：田坂太一，
鈴木澄江

業務用厨房の温熱・換
気 環 境と 換 気・空 調
設 計 の 確 立に向けて

「 JSTM V 6201（ 業 務
用ちゅう（ 厨）房に設置
される排気フードの捕集
率測定方法）」：中村則
清

JASS 5 改 定の経 緯：
阿部道彦

日本建築学会「コンクリー
トの品質管理指針・同
解説」の改定（第2 版）
について-品質管理と建
設現場における試験・検
査-：棚野博之

JIS A 4710( 建 具 の断
熱性試験方法)の改正
について：田坂太一

JIS A 1171（ポリマーセ
メントモルタルの試験方
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-：鈴木澄江

基礎講座

有機系建築材料の劣化
因子とその試験
⑦摩耗試験：吉田仁美

鉄筋継手の基礎講座
（シリーズⅢ 溶接継手）：
小林義憲

熱の基礎講座
第1回 快適性と省エネ
ルギー：田坂太一

雨・風と建築 /建材
⑥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

（2）：松本知大

有機系建築材料の劣化
因子とその試験
⑧水や薬品などの液体
による劣化とその試験：
菊地裕介

鉄筋継手の基礎講座
（シリーズⅣ 機械式継
手）：小林義憲

熱の基礎講座
第2回 熱と温度：馬渕
賢作

鉄筋継手の基礎講座
(シリーズ V 鉄筋継手工
事の品質管理および検
査 )：小林義憲

試験設備紹介

四面載荷加熱炉の載荷
装置改良工事：志村孝
一

油圧式300kN金属材料
曲げ試験機：佐藤直樹

フーリエ変換赤外分光
光度計（ FTIR）：萩原
伸治
2000kN 全自動 耐圧試
験機：成毛 勝

モルタル透水試験 機：
大田克則

大型壁炉への自動制御
静的加力装置の導入：
日詰康志

業務紹介

仙台地区における工事
材料試験所の業務展開
について：真野孝次

ISO50001（エネルギー
マネジメントシステム）：今
川久司

コンクリートの現場品質
管理に関する採取試験
技能者認定制度：本田
裕爾

凍結融解試験（ A法）に
ついて：泉田裕介，鈴木
敏夫

「コンクリート供試体研磨
機」の検査について：高
橋喜義

2000kN 万能試験 機デ
ジタル式検力機の導入：
新井太一
コンクリートの圧縮クリー
プ試験について：若林和
義

西日本試験所 福岡試験
室：佐島 淳

工事材料試験所「現場
品質管理試験業務」に
ついて：高橋喜義

開閉繰り返し試験（トイ
レブース，可動間仕切）：
渡辺 一

かび抵抗性試験：石川
祐子

連載

国産木材・林業との歩
み
最終回 世の流れは「木
造緩和」から「木造推奨」
へ：佐々木幸久

研究室の標語
（ 8）「体系的分類 」編：
真鍋恒博

ダニと住環境
第4回 Ⅱ．ダニの増殖と
住環境要因「ダニと建
物」編：髙岡正敏

建物の維持管理
＜第18回＞：村島正彦

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第1回 ブータンの城塞
建築ゾン：南 一誠

研究室の標語
（ 9）「会議とスケジュール
管理」編：真鍋恒博

ダニと住環境
第5回 Ⅱ．ダニの増殖と
住環境要因「内装材とダ
ニ増殖」編 ：髙岡正敏

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第2回 ブータンの伝統
住居：南 一誠

建物の維持管理
＜第19回＞：村島正彦

研究室の標語
（ 10）「発 表の方法」編 
あとがき：真鍋恒博

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第3回 東欧カルパチア
山脈の木造教会：南 一
誠

ダニと住環境
第6回 Ⅱ．ダニの増殖と
住環境要因「ダニと木
質環境・植物由来精油」
編：髙岡正敏

たてもの建材探偵団
水害に備えた川原家：木
村 麗

札幌軟石と建築：田中
享二

韮山の反射炉と梨本の
耐火れんが製造の登窯：
木村 麗

その他

【創刊50周年特集①】
建材試験センターに望み
たいこと：白山和久

【創刊50周年特集②】
工事用材料試験 ：高野
孝次

【年間総目次】
2014 VOL 50．1月～12月

【創刊50周年特集①】
試験の条件 -頭・物・金・
人・心 ：上村克郎

【創刊50周年特集②】
材料をおきかえる時に：
島村昭治

【創刊50周年特集①】
使用者の立場から見た
JIS：中邨嘉幸

【創刊50周年特集②】
建材試験の変遷：四王
天政信

【創刊50周年特集①】
“財団法人”の試験研究
機関：錦田直一

【創刊50周年特集②】
建材の試験と現場管理：
小池迪夫

【創刊50周年特集①】
民間試験機関のあり方：
伊藤鉀太郎

【創刊50周年特集②】
安全と材料：西 忠雄

平成27年度事業計画

【創刊50周年特集①】
アンバランス：烏田専右

【創刊50周年特集②】
省資源への提言：国分
正胤

【創刊50周年特集①】
構造の安全について思
う：藤本盛久

【創刊50周年特集②】
心を浮き立たせるもの：
樋口芳朗

【創刊50周年特集①】
昨日は今日をそして今日
は明日を：狩野春一

【創刊50周年特集②】
試験員は研究員でなけ
ればならない：藤井正一

【技術解説】
システム天井の種類とそ
の耐震基準について：守
屋嘉晃

「建材試験情報」年間総目次
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項目 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

建材評価技術で半世紀 
： 長田直俊

グリーン建材普及基盤
構築事業について：藤森
義明

経済産業行政について，
そして，建 材 試 験セン
ターへの期待：寺家克
昌

二酸化炭素濃度に基づ
く換気基準の課題：倉
渕 隆

社 会 資 本 整 備 で の
ISO55001の 活 用： 森 
幹芳

循環型資源としての木
造建築：腰原幹雄

建 築 物の安 全・安心：
西山 功

建材試験センターへの高
まる期待：石崎和志

常任理事就任のご挨拶：
藤本哲夫

建築材料の耐久性研究
の発展に向けて：兼松 
学

一般社団法人への移行
に伴う今後の展望と建
材試験センターへの関わ
りについて：西野加奈子

就任ご挨拶：砺波 匡

寄稿

特集
＜木材の利用促進政策
と今後の展望＞

【政策の動向】
木造建築関連基準の見
直しについて：野原邦治

【研究の動向①】
建築における木材利用
促進の視点- 新たな資
源循環社会へ向けて-：
有馬孝禮

【研究の動向②】
都市木造に求められる
構造性能：腰原幹雄

【研究の動向③】
木質防耐火技術の研究
動向：原田寿郎

【業界の動向】
木造軸組工法住宅にお
ける国産材利用の実態
調査報告- 地域別・部
位別・会社規模別に見
た国産材の使用割合-：
浦江真人

【シンポジウム開催報告】
建築文化週間2014「木
造建築における地産木
材利用の推進に向けて」
の開催報告：流田靖博

【試験業務・設備紹介】
木質構造の試験業務に
ついて：早崎洋一

【防耐火・性能評価業務
紹介】
木質系耐火構造の性能
評価について：西田一郎，
白岩昌幸

【試験報告】
直交集成板（ CLT）の
断熱性試験：萩原伸治，
田坂太一

森ビルの複合施設開発
の動向について～虎ノ門
ヒルズを中心として～：
土橋 徹

FRPの活用によって木
の弱点をおぎなってねば
り強い木造建築をつくろ
う ：松本慎也

生物劣化モデルによる屋
根部の劣化事例に関す
る解析と検証-雨水浸入
を考慮した腐朽度の予
測と漏水発生時期の推
定-：齋藤宏昭

グリーン建材・設備製品
のアセアン諸国への展
開：備前元善

石綿（アスベスト）含有建
材データベースについて：
兼松 学，清家 剛

ヒトはなぜバナナの皮で
滑るのか：馬渕清資

世界遺産「富岡製糸場」
と煉瓦：村田敬一

東京都における現場品
質管理のための取組み
と，試験・検査における
第三者機関の活用につ
いて：東京都 都市整備
局 市街地建築部 建築
企画課

劣化度評価ダイアグラム
によるコンクリート構造物
の耐久性評価：橘高義
典

CLT 構造の耐震設計法
に関する研究：河合直
人

技術レポート

コンクリートの高温時全
体ひずみおよび熱応力
に与える水分の影響：山
下平祐

全ねじボルト接着接合の
引張耐力に関する研究 
～木材のせん断弾塑性
特性の推定～：中里匡
陽

「天井脱落対策に係る
技術基準における試験
法および評価法」に基づ
く特定天井の耐震性能
の検証：守屋嘉晃
粗骨材の乾燥収縮挙動
に及ぼす相対湿度の影
響に関する実験：泉田
裕介

プレキャスト化したRC造
柱梁接合物の静的載荷
実験（その2）：川上 修，
中村陽介

PCM建 材の熱応 答性
の評価方法に関する検
討：佐伯智寛

コンクリートの促進中性
化試験方法の変遷に関
する調査：中村則清

鋼構造部材の座屈温度
について：木村 麗

外付け補強されたRC造
柱の一次元振動台実験

（その1 振動台実験手
法）：伊藤嘉則

外付け補強されたRC造
柱の一次元振動台実験

（その2 振動台実験から
得られた知見）：伊藤嘉
則

高強度太径鉄筋の強度
性状に及ぼす腐食の影
響に関する研究：内田祐
介

引きボルト式集成材フ
レーム接合部の強度性
能に関する研究：早崎
洋一

試験報告
落下防止補助ネットの性
能試験：早崎洋一

有機系被覆工法の性能
試験：志村重顕

防音工の正負繰返し水
平加力試験：中村陽介，
川上 修

吸音タイプ木製遮音板
の吸音性能試験：鵜澤
久雄

RS-13の品質試験：村
川 修

建築用仕上塗材の性能
試験：石川祐子

木材・プラスチック再生
複合材の滑り性試験：
吉田仁美

「スライダーボード」の性
能試験：中里匡陽

鋼製片開きの遮煙性能
試験： 松本知大

業務報告

仙台支所開設記念
「JTCCMセミナー（仙台）」
の開催報告：経営企画
部
Malaysian Timber In-
dustry Board（ MTIB）
でのインターンシップを終
えて：熊谷瑶子

欧州における真空断熱
材の規格開発に関する
動向調査報告：村上哲
也

2014 年度調査研究事業
報告：鈴木澄江，中村
則清

「コンクリートテクノプラザ
2015」の出展報告：田坂
太一

軽量角形鋼管による耐
震天井構造の実大加力
の公開実験報告：流田
靖博
粉砕規格外瓦を骨材と
して使用する構造用コン
クリートの製造と供給に
関する調査研究：鈴木
澄江

「建築基準法に基づく性
能評価セミナー」開催報
告：南 知宏

「 JIS認証制度セミナー
2015」開催報告：荻原明
美

構造耐火と広域火災に
関する日米防火ワーク
ショップ参加報告：山下
平祐

〈ISO 9001・ISO 14001〉
2015 年の規格改正と認
証移行を支援する取り
組み：山口奈穂子

ISO/TC146/SC6（ 大
気の質/室内空気）オラ
ンダ・デルフト会議報告：
伊藤一秀
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）カナ
ダ・ヴィクトリア会議報告：
佐竹 円

規格基準紹介

JSTM J 6151（現 場 に
おける陸屋根の日射反
射率の測定方法）の制
定について：田坂太一，
鈴木澄江

JIS A 5422（窯業系サ
イディング）の改正につい
て：森田育男

JIS A 9521：2014（ 建
築用断熱材）の改正に
ついて：服部幸夫

JIS A 6203（セメント混
和用ポリマーディスパー
ジョン及び再乳化形粉末
樹 脂）：2015の改 正に
ついて：鈴木澄江

JIS A 1452［建築材料
及び建築構成部分の摩
耗試験方法（落砂法）］
およびJIS A 1453［建
築材料及び建築構成部
分の摩耗試験方法（研
磨紙法）］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-：室星しおり

JSTM H 1001（建築材
料の保水性，吸水性及
び蒸発性試験方法）の
制定について：田坂太一，
鈴木澄江

業務用厨房の温熱・換
気 環 境と 換 気・空 調
設 計 の 確 立に向けて

「 JSTM V 6201（ 業 務
用ちゅう（ 厨）房に設置
される排気フードの捕集
率測定方法）」：中村則
清

JASS 5 改 定の経 緯：
阿部道彦

日本建築学会「コンクリー
トの品質管理指針・同
解説」の改定（第2 版）
について-品質管理と建
設現場における試験・検
査-：棚野博之

JIS A 4710( 建 具 の断
熱性試験方法)の改正
について：田坂太一

JIS A 1171（ポリマーセ
メントモルタルの試験方
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-：鈴木澄江

基礎講座

有機系建築材料の劣化
因子とその試験
⑦摩耗試験：吉田仁美

鉄筋継手の基礎講座
（シリーズⅢ 溶接継手）：
小林義憲

熱の基礎講座
第1回 快適性と省エネ
ルギー：田坂太一

雨・風と建築 /建材
⑥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

（2）：松本知大

有機系建築材料の劣化
因子とその試験
⑧水や薬品などの液体
による劣化とその試験：
菊地裕介

鉄筋継手の基礎講座
（シリーズⅣ 機械式継
手）：小林義憲

熱の基礎講座
第2回 熱と温度：馬渕
賢作

鉄筋継手の基礎講座
(シリーズ V 鉄筋継手工
事の品質管理および検
査 )：小林義憲

試験設備紹介

四面載荷加熱炉の載荷
装置改良工事：志村孝
一

油圧式300kN金属材料
曲げ試験機：佐藤直樹

フーリエ変換赤外分光
光度計（ FTIR）：萩原
伸治
2000kN 全自動 耐圧試
験機：成毛 勝

モルタル透水試験 機：
大田克則

大型壁炉への自動制御
静的加力装置の導入：
日詰康志

業務紹介

仙台地区における工事
材料試験所の業務展開
について：真野孝次

ISO50001（エネルギー
マネジメントシステム）：今
川久司

コンクリートの現場品質
管理に関する採取試験
技能者認定制度：本田
裕爾

凍結融解試験（ A法）に
ついて：泉田裕介，鈴木
敏夫

「コンクリート供試体研磨
機」の検査について：高
橋喜義

2000kN 万能試験 機デ
ジタル式検力機の導入：
新井太一
コンクリートの圧縮クリー
プ試験について：若林和
義

西日本試験所 福岡試験
室：佐島 淳

工事材料試験所「現場
品質管理試験業務」に
ついて：高橋喜義

開閉繰り返し試験（トイ
レブース，可動間仕切）：
渡辺 一

かび抵抗性試験：石川
祐子

連載

国産木材・林業との歩
み
最終回 世の流れは「木
造緩和」から「木造推奨」
へ：佐々木幸久

研究室の標語
（ 8）「体系的分類 」編：
真鍋恒博

ダニと住環境
第4回 Ⅱ．ダニの増殖と
住環境要因「ダニと建
物」編：髙岡正敏

建物の維持管理
＜第18回＞：村島正彦

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第1回 ブータンの城塞
建築ゾン：南 一誠

研究室の標語
（ 9）「会議とスケジュール
管理」編：真鍋恒博

ダニと住環境
第5回 Ⅱ．ダニの増殖と
住環境要因「内装材とダ
ニ増殖」編 ：髙岡正敏

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第2回 ブータンの伝統
住居：南 一誠

建物の維持管理
＜第19回＞：村島正彦

研究室の標語
（ 10）「発 表の方法」編 
あとがき：真鍋恒博

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第3回 東欧カルパチア
山脈の木造教会：南 一
誠

ダニと住環境
第6回 Ⅱ．ダニの増殖と
住環境要因「ダニと木
質環境・植物由来精油」
編：髙岡正敏

たてもの建材探偵団
水害に備えた川原家：木
村 麗

札幌軟石と建築：田中
享二

韮山の反射炉と梨本の
耐火れんが製造の登窯：
木村 麗

その他

【創刊50周年特集①】
建材試験センターに望み
たいこと：白山和久

【創刊50周年特集②】
工事用材料試験 ：高野
孝次

【年間総目次】
2014 VOL 50．1月～12月

【創刊50周年特集①】
試験の条件 -頭・物・金・
人・心 ：上村克郎

【創刊50周年特集②】
材料をおきかえる時に：
島村昭治

【創刊50周年特集①】
使用者の立場から見た
JIS：中邨嘉幸

【創刊50周年特集②】
建材試験の変遷：四王
天政信

【創刊50周年特集①】
“財団法人”の試験研究
機関：錦田直一

【創刊50周年特集②】
建材の試験と現場管理：
小池迪夫

【創刊50周年特集①】
民間試験機関のあり方：
伊藤鉀太郎

【創刊50周年特集②】
安全と材料：西 忠雄

平成27年度事業計画

【創刊50周年特集①】
アンバランス：烏田専右

【創刊50周年特集②】
省資源への提言：国分
正胤

【創刊50周年特集①】
構造の安全について思
う：藤本盛久

【創刊50周年特集②】
心を浮き立たせるもの：
樋口芳朗

【創刊50周年特集①】
昨日は今日をそして今日
は明日を：狩野春一

【創刊50周年特集②】
試験員は研究員でなけ
ればならない：藤井正一

【技術解説】
システム天井の種類とそ
の耐震基準について：守
屋嘉晃

（2015 VOL51. 1月〜 12月）


