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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
新たなる飛躍を目指して 
： 長田直俊

これからのまちづくりに
むけて：春川真一

建物・部位・建材のエネ
ルギー性能：永田明寛

中央試験所拡張・整備
の開始に当たって：川上 
修

熟練技能労働者が減少
する中での技術開発：角
南国隆

営業マンの心得（雑考）：
林 宏治

建築用断熱材としての真
空断熱材（ VIP）：赤坂 
裕

健全な競争による技術
開発を可能にする性能
検証：加藤信介

知財四題：奥田慶一郎 建材試験センター着任
の雑感：松本 浩

耐久性を証明することの
難しさ：西川和廣

経済産業省における国
際標準化の取組につい
て：藤代尚武

寄稿

特集
＜ASEAN 諸国におけ
る建築材料・設備製品
の普及基盤構築に向け
ての取組み＞

【特別座談会】
日本とASEAN 諸国の
連携による建築材料お
よび住宅設備製品の普
及基盤構築を目指して： 
福田泰和，坂本雄三，富
田育男，川上 修

【 ASEAN諸国における
政策動向と取組み】
・基準認証政策について 
- 戦略的な国際標準化へ
の対応とアジア諸国との
連携強化：福田泰和
・ミャンマー・ラオスにお
ける国土交通省住宅局
の技術協力の取り組み：
亀村幸泰，長谷川知弘

【研究の動向】
・ASEAN 諸 国 に お け
る建築材料・設備製品
の普及基盤構築に向け
た取組み-窓・カーテン
ウォール関係の動向 -：
二宮秀與
・建築用断熱材関係の
研究開発動向：岩前 篤
・WPRCの標準化と技
術開発・研究の動向：
古田裕三

【業界の取組み】
・INAX-ASEAN 加 盟
国とベトナムの人々の生活
の質を向上させてきた20
年間のみちのり：Nguyen 
Quang Tiep，伊藤慎二
・WPRC（木材プラスチッ
ク再生複合材）市場動
向：菊池武恭
・ASEAN諸国への高日
射反射率塗料の普及に
向けての取組み：渡辺健
児

【海外試験研究機関の紹介】
・ベトナム建築材料研究
所［ Vietnam Institute 
for Building Materials

（VIBM）］について：大西
智哲
・マレーシア木材産業局

［ Malaysian Timber In-
dustry Board（MTIB）］
について：熊谷瑶子 

【試験報告】
・木材・プラスチック再生
複合材の性能試験：石
川祐子
・真空断熱材の断熱性
試験：馬渕賢作

【試験設備紹介】
凍結融解試験機（A法）：
杉原大祐

膜構造建築物に用いる
ETFEフィルムの防火性
能：斉藤嘉仁

軽量角形鋼管による耐
震天井構造の開発に関
する研究：松本慎也

日本建築学会賞（論文）
2015年を受賞して

「外気環境により劣化す
るRC外 壁の目的指向
型耐久設計技術の確立
に関する研究」：大久保
孝昭

鋼構造の一歩進んだ資
源循環 : 部材リユース：
藤田正則

鉄筋集成材構法の概要
と構造性能および試作
棟：塩屋晋一

ジオポリマーおよびその
建材分野における実用
化に向けて
その1 硬化機構および
反応生成物：李 柱国

建築産業展望
オリンピック後のレガシー
に向けて：野城智也

ISO55001アセットマネジ
メントシステムの認証取
得について：岡本芳樹

ジオポリマーおよびその
建材分野における実用
化に向けて
その2 使用材料および
利用状況：李 柱国

技術レポート

コンクリートの高温時力
学的特性に及ぼす養生
条件と水セメント比の影
響
その1. 応力 - ひずみ関
係：山下平祐，宍倉大樹

コンクリートの高温時力
学的特性に及ぼす養生
条件と水セメント比の影
響
その2. 全ひずみ実験・
変位拘束実験：宍倉大
樹，山下平祐

柱梁S造- 床木造システ
ムの開発 
水平炉による2時間耐火
性能の検証：矢垰和彦

引抜きによる鉄筋とコン
クリートとの付着強度試
験の供試体小形化に関
する検討：若林和義

建築用セメント防水剤の
透水試験に用いるけい
砂に関する実験 検討：
鈴木澄江

カーテンウォールの熱貫
流率評価法に関する検
討 - 熱貫流率評価法の
精度検証-：萩原伸治

建築用真空断熱材の断
熱性能の測定方法に関
する検討：馬渕賢作

自力避難困難者の一時
退避場所の安全性に関
する研究：松本知大

真空断熱材の長期耐久
性試験方法に関する検
討- 熱・湿気による断熱
性能変化に関する実験
-：田坂太一

火災加熱を受けるコンク
リートの載荷時熱ひずみ
に及ぼす水分の影響に
関する実験的研究：山
下平祐

CLTを用 いた 高 耐 力
の耐力壁に関する研究
-CLT 耐力壁の面内せ
ん断試験-：小森谷 誠

試験報告

組立式木造水平トラスの
曲げ試験：小森谷 誠

軽量角形鋼管による耐
震天井構造の実大水平
加力試験 ：早崎洋一

アルミニウム合金はくの
性能試験：岡田裕佑

棟換気材の性能試験：
松本知大

可動間仕切りの水平加
力試験：上山耕平

防火ダンパーの耐火性
能試験：佐川 修

鉄筋コンクリート用棒鋼
溶接継手の一方向繰返
し試験：佐島 淳

軽量シャッター（手動式）
の開閉繰返し試験：渡
辺 一

耐火被覆 H 形鋼・直交
集成板の接合床の2時
間耐火性能試験：河野
博紀

パイプサポートの両端ナ
イフエッジ押しによる圧
縮強度試験：大西智哲

業務報告

第10 回 アジア・オセア
ニア国際火災科学技術
シンポジウム参加報告：
宍倉大樹

海 外 インターンシップ 報
告 Vietnam Institute 
for Building Materials

（ VIBM）でのインターン
シップを終えて：大西智哲

2015 年度 調査研究事
業報告：鈴木澄江，室星
しおり

「コンクリートテクノプラザ
2016」の出展報告：伊藤
嘉則

国際会議報告 ISO/TC 
92/SC2（火災安全 /火
災の封じ込め）エディンバ
ラ会議報告：常世田昌
寿

国際会議報告 国際会
議 SiF2016 参加報告：
山下平祐

国際会議報告 ISO/TC 
146/SC6（ 大 気 の 質 / 
室内空気） アメリカ・バー
リントン会議報告：伊藤 
一秀
国際会議報告 ISO/TC 
163/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）ドイツ・ベル
リン会議報告：萩原伸治，
田坂太一，佐竹 円

規格基準紹介

JIS A 1412-1［ 熱 絶 縁
材の熱抵抗及び熱伝導
率の測定方法 - 第1部：
保護熱板法（ GHP法）］
の改正について - 改正
原案作成委員会の審議・
検討概要報告-：田坂太
一

JIS A 6301（吸音材料）
について：阿部恭子

JIS A 5031 及び JIS A 
5032の改正原案につい
て- 改正原案作成委員
会の審議・検討概要報
告-：室星しおり

JIS A 1304（建築構造
部分の耐火試験方法）
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-：常世田昌寿

浸 水 防止 用設 備の浸
水防止性 能試 験 方 法 
JSTM K 6401-1及び
6401-2の制定について：
松本知大

「 JSTM H 8001 土工用
製鋼スラグ砕石」の改正
について：中村則清

JIS A 1476（建築材料
の含水率測定方法）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-：
室星しおり

JIS A 5706（硬質塩化
ビニル雨どい）の改正に
ついて：村井 陸

建 築 材料の比 熱 測 定
法（断熱型 熱量計法）
JSTM H 6107の制定に
ついて：佐伯智寛

JSTM C 2105（コンク
リートの圧縮強度試験
用供試体の平面度及び
直角度測定方法）制定
について：室星しおり

プレキャストコンクリート
製品関連 JISの改正内
容と認証のポイント：丸
山慶一郎

基礎講座

熱の基礎講座
第3回 省エネルギーの
基本 
①断熱編：萩原伸治

木材と建築
第1回 木材利用と木造
建築：中島史郎

雨・風と建築 /建材
建材に要求される耐風
性能と水密性能
⑦建物の水害対策：松
本知大

木材と建築
第2回 木質材料の種類
と特徴：早崎洋一

木材と建築
第3回 木造軸組耐力壁
の試験・評価方法：上山
耕平

熱の基礎講座
第4回 断熱性能のはか
り方　①熱伝導率編：
田坂太一

試験設備紹介

100kN 電動貫入 装置：
松本智史

200kN 全自動耐圧試験
機：古山英資

コーンカロリーメーター：
高橋一徳

高温用保護熱板法熱伝
導率試験装置：高木 亘

シャルピー衝撃試験機：
吉田仁美

飛び火試験装置：宍倉
大樹

コンクリートの圧縮強度
試験用供試体の平面度
測定「平面度測定器」：
山口裕士

業務紹介

収納家具の性能試験：
渡辺 一

中央試験所の拡張・整
備計画の概要：川上 修
浸水防止設備の技術評
価：和田暢治
アスファルト混合物の試
験業務について：高館明
裕

中央試験所・技術課新
設について：和田暢治

鉄筋引張計測システムの
導入について：藤巻敏之

試験所紹介 西日本試験
所：山邊信彦
アセットマネジメントシステ
ムの概要と現状 ：林 淳

試験室紹介 船橋試験
室：成毛 勝

連載

建物の維持管理
＜第20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 4回 カルパチア山脈
周辺の木造教会と校倉
民家：南 一誠

ダニと住環境
Ⅱ．ダニの増殖と住環境
要因
第7回「ダニと住まい方」
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5回 中国安徽省の古
民家群 宏村・呈坎：南 
一誠

各種建築部品・構法の
変遷
第1回 天然スレート葺き
およびアスファルト系屋
根の変遷：真鍋恒博

ダニと住環境
Ⅱ．ダニの増殖と住環境
要因
最終回「住居内のダニ
対策」編：髙岡正敏

建材への道のり
第1回 素材と材料：田
村雅紀

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第6回 清らかなモダニズ
ム建築 吉田鉄郎が目指
したもの：南 一誠

各種建築部品・構法の
変遷
第2回 我が国のセメント
系屋根葺き構法の変遷：
真鍋恒博

建材への道のり
第２回 石材編：田村雅
紀

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第7回 住宅・建設産業
のイノベーション
- 建築ストック活用と社
会変化がもたらすもの-：
南 一誠

その他

年間総目次 2015 VOL 
51.1月～12月

ごあいさつ 建材試験情
報誌委員会の委員長を
終えるにあたり：田中享
二

委員長就任のご挨拶：阿
部道彦

平成28 年度事業計画 たてもの建材探偵団 佐
賀市の築地の反射炉・
多布施の反射炉と精煉
方など：木村 麗
年間総目次 2016 VOL 
52.1月～12月

「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
新たなる飛躍を目指して 
： 長田直俊

これからのまちづくりに
むけて：春川真一

建物・部位・建材のエネ
ルギー性能：永田明寛

中央試験所拡張・整備
の開始に当たって：川上 
修

熟練技能労働者が減少
する中での技術開発：角
南国隆

営業マンの心得（雑考）：
林 宏治

建築用断熱材としての真
空断熱材（ VIP）：赤坂 
裕

健全な競争による技術
開発を可能にする性能
検証：加藤信介

知財四題：奥田慶一郎 建材試験センター着任
の雑感：松本 浩

耐久性を証明することの
難しさ：西川和廣

経済産業省における国
際標準化の取組につい
て：藤代尚武

寄稿

特集
＜ASEAN 諸国におけ
る建築材料・設備製品
の普及基盤構築に向け
ての取組み＞

【特別座談会】
日本とASEAN 諸国の
連携による建築材料お
よび住宅設備製品の普
及基盤構築を目指して： 
福田泰和，坂本雄三，富
田育男，川上 修

【 ASEAN諸国における
政策動向と取組み】
・基準認証政策について 
- 戦略的な国際標準化へ
の対応とアジア諸国との
連携強化：福田泰和
・ミャンマー・ラオスにお
ける国土交通省住宅局
の技術協力の取り組み：
亀村幸泰，長谷川知弘

【研究の動向】
・ASEAN 諸 国 に お け
る建築材料・設備製品
の普及基盤構築に向け
た取組み-窓・カーテン
ウォール関係の動向 -：
二宮秀與
・建築用断熱材関係の
研究開発動向：岩前 篤
・WPRCの標準化と技
術開発・研究の動向：
古田裕三

【業界の取組み】
・INAX-ASEAN 加 盟
国とベトナムの人々の生活
の質を向上させてきた20
年間のみちのり：Nguyen 
Quang Tiep，伊藤慎二
・WPRC（木材プラスチッ
ク再生複合材）市場動
向：菊池武恭
・ASEAN諸国への高日
射反射率塗料の普及に
向けての取組み：渡辺健
児

【海外試験研究機関の紹介】
・ベトナム建築材料研究
所［ Vietnam Institute 
for Building Materials

（VIBM）］について：大西
智哲
・マレーシア木材産業局

［ Malaysian Timber In-
dustry Board（MTIB）］
について：熊谷瑶子 

【試験報告】
・木材・プラスチック再生
複合材の性能試験：石
川祐子
・真空断熱材の断熱性
試験：馬渕賢作

【試験設備紹介】
凍結融解試験機（A法）：
杉原大祐

膜構造建築物に用いる
ETFEフィルムの防火性
能：斉藤嘉仁

軽量角形鋼管による耐
震天井構造の開発に関
する研究：松本慎也

日本建築学会賞（論文）
2015年を受賞して

「外気環境により劣化す
るRC外 壁の目的指向
型耐久設計技術の確立
に関する研究」：大久保
孝昭

鋼構造の一歩進んだ資
源循環 : 部材リユース：
藤田正則

鉄筋集成材構法の概要
と構造性能および試作
棟：塩屋晋一

ジオポリマーおよびその
建材分野における実用
化に向けて
その1 硬化機構および
反応生成物：李 柱国

建築産業展望
オリンピック後のレガシー
に向けて：野城智也

ISO55001アセットマネジ
メントシステムの認証取
得について：岡本芳樹

ジオポリマーおよびその
建材分野における実用
化に向けて
その2 使用材料および
利用状況：李 柱国

技術レポート

コンクリートの高温時力
学的特性に及ぼす養生
条件と水セメント比の影
響
その1. 応力 - ひずみ関
係：山下平祐，宍倉大樹

コンクリートの高温時力
学的特性に及ぼす養生
条件と水セメント比の影
響
その2. 全ひずみ実験・
変位拘束実験：宍倉大
樹，山下平祐

柱梁S造- 床木造システ
ムの開発 
水平炉による2時間耐火
性能の検証：矢垰和彦

引抜きによる鉄筋とコン
クリートとの付着強度試
験の供試体小形化に関
する検討：若林和義

建築用セメント防水剤の
透水試験に用いるけい
砂に関する実験 検討：
鈴木澄江

カーテンウォールの熱貫
流率評価法に関する検
討 - 熱貫流率評価法の
精度検証-：萩原伸治

建築用真空断熱材の断
熱性能の測定方法に関
する検討：馬渕賢作

自力避難困難者の一時
退避場所の安全性に関
する研究：松本知大

真空断熱材の長期耐久
性試験方法に関する検
討- 熱・湿気による断熱
性能変化に関する実験
-：田坂太一

火災加熱を受けるコンク
リートの載荷時熱ひずみ
に及ぼす水分の影響に
関する実験的研究：山
下平祐

CLTを用 いた 高 耐 力
の耐力壁に関する研究
-CLT 耐力壁の面内せ
ん断試験-：小森谷 誠

試験報告

組立式木造水平トラスの
曲げ試験：小森谷 誠

軽量角形鋼管による耐
震天井構造の実大水平
加力試験 ：早崎洋一

アルミニウム合金はくの
性能試験：岡田裕佑

棟換気材の性能試験：
松本知大

可動間仕切りの水平加
力試験：上山耕平

防火ダンパーの耐火性
能試験：佐川 修

鉄筋コンクリート用棒鋼
溶接継手の一方向繰返
し試験：佐島 淳

軽量シャッター（手動式）
の開閉繰返し試験：渡
辺 一

耐火被覆 H 形鋼・直交
集成板の接合床の2時
間耐火性能試験：河野
博紀

パイプサポートの両端ナ
イフエッジ押しによる圧
縮強度試験：大西智哲

業務報告

第10 回 アジア・オセア
ニア国際火災科学技術
シンポジウム参加報告：
宍倉大樹

海 外 インターンシップ 報
告 Vietnam Institute 
for Building Materials

（ VIBM）でのインターン
シップを終えて：大西智哲

2015 年度 調査研究事
業報告：鈴木澄江，室星
しおり

「コンクリートテクノプラザ
2016」の出展報告：伊藤
嘉則

国際会議報告 ISO/TC 
92/SC2（火災安全 /火
災の封じ込め）エディンバ
ラ会議報告：常世田昌
寿

国際会議報告 国際会
議 SiF2016 参加報告：
山下平祐

国際会議報告 ISO/TC 
146/SC6（ 大 気 の 質 / 
室内空気） アメリカ・バー
リントン会議報告：伊藤 
一秀
国際会議報告 ISO/TC 
163/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）ドイツ・ベル
リン会議報告：萩原伸治，
田坂太一，佐竹 円

規格基準紹介

JIS A 1412-1［ 熱 絶 縁
材の熱抵抗及び熱伝導
率の測定方法 - 第1部：
保護熱板法（ GHP法）］
の改正について - 改正
原案作成委員会の審議・
検討概要報告-：田坂太
一

JIS A 6301（吸音材料）
について：阿部恭子

JIS A 5031 及び JIS A 
5032の改正原案につい
て- 改正原案作成委員
会の審議・検討概要報
告-：室星しおり

JIS A 1304（建築構造
部分の耐火試験方法）
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-：常世田昌寿

浸 水 防止 用設 備の浸
水防止性 能試 験 方 法 
JSTM K 6401-1及び
6401-2の制定について：
松本知大

「 JSTM H 8001 土工用
製鋼スラグ砕石」の改正
について：中村則清

JIS A 1476（建築材料
の含水率測定方法）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-：
室星しおり

JIS A 5706（硬質塩化
ビニル雨どい）の改正に
ついて：村井 陸

建 築 材料の比 熱 測 定
法（断熱型 熱量計法）
JSTM H 6107の制定に
ついて：佐伯智寛

JSTM C 2105（コンク
リートの圧縮強度試験
用供試体の平面度及び
直角度測定方法）制定
について：室星しおり

プレキャストコンクリート
製品関連 JISの改正内
容と認証のポイント：丸
山慶一郎

基礎講座

熱の基礎講座
第3回 省エネルギーの
基本 
①断熱編：萩原伸治

木材と建築
第1回 木材利用と木造
建築：中島史郎

雨・風と建築 /建材
建材に要求される耐風
性能と水密性能
⑦建物の水害対策：松
本知大

木材と建築
第2回 木質材料の種類
と特徴：早崎洋一

木材と建築
第3回 木造軸組耐力壁
の試験・評価方法：上山
耕平

熱の基礎講座
第4回 断熱性能のはか
り方　①熱伝導率編：
田坂太一

試験設備紹介

100kN 電動貫入 装置：
松本智史

200kN 全自動耐圧試験
機：古山英資

コーンカロリーメーター：
高橋一徳

高温用保護熱板法熱伝
導率試験装置：高木 亘

シャルピー衝撃試験機：
吉田仁美

飛び火試験装置：宍倉
大樹

コンクリートの圧縮強度
試験用供試体の平面度
測定「平面度測定器」：
山口裕士

業務紹介

収納家具の性能試験：
渡辺 一

中央試験所の拡張・整
備計画の概要：川上 修
浸水防止設備の技術評
価：和田暢治
アスファルト混合物の試
験業務について：高館明
裕

中央試験所・技術課新
設について：和田暢治

鉄筋引張計測システムの
導入について：藤巻敏之

試験所紹介 西日本試験
所：山邊信彦
アセットマネジメントシステ
ムの概要と現状 ：林 淳

試験室紹介 船橋試験
室：成毛 勝

連載

建物の維持管理
＜第20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 4回 カルパチア山脈
周辺の木造教会と校倉
民家：南 一誠

ダニと住環境
Ⅱ．ダニの増殖と住環境
要因
第7回「ダニと住まい方」
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5回 中国安徽省の古
民家群 宏村・呈坎：南 
一誠

各種建築部品・構法の
変遷
第1回 天然スレート葺き
およびアスファルト系屋
根の変遷：真鍋恒博

ダニと住環境
Ⅱ．ダニの増殖と住環境
要因
最終回「住居内のダニ
対策」編：髙岡正敏

建材への道のり
第1回 素材と材料：田
村雅紀

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第6回 清らかなモダニズ
ム建築 吉田鉄郎が目指
したもの：南 一誠

各種建築部品・構法の
変遷
第2回 我が国のセメント
系屋根葺き構法の変遷：
真鍋恒博

建材への道のり
第２回 石材編：田村雅
紀

建築に学ぶ先人の知恵
世界の伝統的建築構法
第7回 住宅・建設産業
のイノベーション
- 建築ストック活用と社
会変化がもたらすもの-：
南 一誠

その他

年間総目次 2015 VOL 
51.1月～12月

ごあいさつ 建材試験情
報誌委員会の委員長を
終えるにあたり：田中享
二

委員長就任のご挨拶：阿
部道彦

平成28 年度事業計画 たてもの建材探偵団 佐
賀市の築地の反射炉・
多布施の反射炉と精煉
方など：木村 麗
年間総目次 2016 VOL 
52.1月～12月

（2016 VOL52. 1月〜 12月）


