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○越智健太郎（大阪大）・松尾啓斗・
　水谷駿介・尹ロク現・真田靖士

281

285

289

293

297

301

305

309

313

317

321

325
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2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

千鳥型プレキャスト鉄筋コンクリート
耐力壁の構造実験および有限要素解析

高密配筋された袖壁を有する RC 柱試
験体の有限要素解析を用いた検討

加熱冷却後の鉄筋コンクリート柱の残
存軸圧縮耐力の評価

品質工学に基づく木造住宅倒壊解析シ
ミュレーションの精度向上に関する研
究

木質大空間の接合部ディテールを考慮
した最適設計ツールを用いた構造シス
テム比較に関する研究

寺院建築における小屋組の常時微動計
測と解析モデルの検討

茅葺屋根を有する伝統木造軸組架構の
振動特性に及ぼす平面形状の影響

LSB 接合を用いた木質ラーメン構造接
合部実験の解析的研究

木材を積層した東屋（COOL　TREE）
の力学メカニズムの解明に関する研究

木材の圧縮応力ひずみ曲線の非線形特
性

バサルト繊維シート及びジオポリマー
を用いた低環境負荷型木質複合部材の
曲げ破壊挙動

金輪継手を有するひのき柱の曲げ軸力
相関強度

根継ぎを施した柱を有する板壁構面の
構造性能に関する研究

埋木を有する長押補強構法の実験的研
究

○水島靖典（竹中工務店）・
　三橋幸作・田井　暢・田仲秀典・
　小田島暢之

○山田　諒（京都大）・谷　昌典・
　西山峰広・向井智久

○小西貴之（大阪工大）・馬場　望・
　西野孝仁・吉田正友

○上松千陽（奈良女子大）・
　角　有司・瀧野敦夫・中川貴文

○野端智志（立命館大）・吉富信太

○津田真梨子（奈良女子大）・
　瀧野敦夫

○立花拓朗（京都大）・李　想・
　畑田玲子・南部恭広・杉野未奈・
　林　康裕

○山田翔子（奈良女子大）・
　瀧野敦夫・森　拓郎

○塩梅芙優子（奈良女子大）・
　瀧野敦夫・加登美喜子・
　佐々木隆允・宇都宮直樹

○谷口与史也（大阪市大）・
　鈴木裕介・着崎巧也

○西水真音（大阪市大）・鈴木裕介・
　谷口与史也・荒木慶一・
　  PareekSanjay

○藤岡亮太（大阪市大）・鈴木裕介・
　谷口与史也

○船吉大貴（大阪大）・瀧野敦夫・
　宮本裕司

○榎本春香（奈良女子大）・
　瀧野敦夫・宮本祐司

329

333

337

341

345

349

353

357

361

365

369

373

377

381
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2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

日本の木造家屋の耐震化における筋違
とその接合金物の発展

異なる接合部仕様を有する伝統木造軸
組架構の変形分布制御静的水平加力実
験

伝統木造建物の固有振動数の最大変形
角依存性に関する研究

伝統木造軸組架構の復元力特性のモデ
ル化に関する研究

多数回の一定振幅繰り返し載荷を受け
る土壁の耐力特性
その２　小壁の場合

貫と鋼筋かいを併用した耐力壁のある
木造建物の耐震性能評価

伝統的な建築構成要素による延焼抑止
効果に関する研究
～重要伝統的建造物群保存地区の袖壁
 ・うだつに着目して～

大断面梁を有する現場混用形式梁端接
合部の力学的挙動に関する解析

床スラブの形状が合成梁の繰返し弾塑
性挙動に与える影響

合成梁を持つ部分架構の大変形域載荷
実験
その２　追加実験計画

合成梁を持つ部分架構の大変形域載荷
実験（その３ 実験結果および考察 )

水平２方向荷重下における柱梁接合部
の降伏モード分類に関する検討

溶融亜鉛めっきを施される鋼構造建築
の柱梁接合部に関する研究
その１　梁端ウェブのめっき抜き円形
孔に発生するめっき割れの影響

○大林祐之輔（京都工繊大）・
　満田衛資

○青木和雄（京都大）・李　唐怡・
　杉野未奈・林　康裕

○木本雄太（京都大）・根崎晨平・
　畑田玲子・杉野未奈・林　康裕

○根崎晨平（京都大）・木本雄太・
　杉野未奈・林　康裕

○山田　明（福山大）・三島弘敬

○櫻田理沙子（京都工繊大）・
　村本　真・角田暁治・石田潤一郞・
　森迫清貴

○竹内基起（立命館大）・大窪健之・
　金　度源

○三宅皓一朗（京都大）・高塚康平

○上原正也（神戸大）・田中　剛・
　浅田勇人・山田　哲

○潘　成馬（大阪工大）・永田弘哉・
　向出静司

○永田弘哉（大阪工大）・潘　成馬・
　向出静司

○聲高裕治（京都大）・王　彦棟

○坂和知美（神戸大）・田中　剛・
　浅田勇人・北野真帆

385

389

393

397

401

405

409

413

417

421

425

429

433
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2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

溶融亜鉛めっきを施される鋼構造建築
の柱梁接合部に関する研究
その２　通しダイアフラムに設けられ
る円形孔による影響

円形鋼管パネルの全塑性耐力に及ぼす
アスペクト比の影響

冷間プレス成形角形鋼管柱の塑性変形
能力に与える角部溶接部詳細の影響
その５  550N/mm2 級角形鋼管の曲げ実
験

高電流埋もれアーク溶接を梁端フラン
ジ接合部に用いた H 形断面梁の塑性
変形能力

曲げとせん断を受ける部分溶込み溶接
継目の最大耐力評価

部分溶込み溶接を用いた鉄骨無垢柱継
手に関する研究
その５　開先形状と組立溶接が溶込み
深さに与える影響

スロット孔を使用した高力ボルト摩擦
接合部のすべり係数に及ぼす諸変数の
影響
その１  すべり試験による影響

スロット孔を使用した高力ボルト摩擦
接合部のすべり係数に及ぼす諸変数の
影響
その２　FEM 解析による検討

ボルト支圧接合部の力学性状把握のた
めの繰返し載荷実験

肌すきを有する高力ボルト摩擦接合部
のすべり耐力に対する諸変数の影響
力学モデルによる評価

めっき処理した薄板高力ボルト摩擦接
合部のすべり・支圧挙動に関する研究

○北野真帆（神戸大）・田中　剛・
　浅田勇人・坂和知美

○芦田陽介（京都大）・聲高裕治・
　陳　逸鴻

○濱地南美（神戸大）・田中　剛・
　浅田勇人・藤沢清二・大庭諒介・
　田渕基嗣

○濵田菜緒（神戸大）・田中　剛・
　吉田文久・西　拓馬・大園雄司

○野田透子（神戸大）・田中　剛・
　浅田勇人・森はる奈・畔上　進・
　的場　耕

○土井理人（大阪工大）・白髪誠一・
　田中　剛

○安原慎吾（大阪大）・桑原　進・
　加藤あゆみ

○加藤あゆみ（大阪大）・桑原　進・
　安原慎吾

○藤原美由紀（大阪大）・桑原　進・
　洪　将

○進藤正基（大阪大）・桑原　進

○平山和樹（大阪大）・桑原　進・
　清水信孝・後藤天志郎

437

441

445

449

453

457

461

465

469

473

477
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2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

乾式接合による合理的な柱梁接合部の
形成に関する研究
その１　ティフランジ塑性化スプリッ
トティを用いた架構の繰り返し載荷試
験

乾式接合による合理的な柱梁接合部の
形成に関する研究
その２　ティフランジ塑性化スプリッ
トティを用いた架構の剛性評価

高力ボルトとアングルを用いた柱はり
半剛接合部に関する研究
その２　復元力の履歴特性

露出柱脚の弾性剛性に及ぼす基礎コン
クリートの影響に関する解析的研究

モード応力成分推定法による鉄骨柱脚
の固定度評価

鋼構造ラーメン骨組における露出柱脚
の復元力特性が損傷分布に及ぼす影響

局部座屈で劣化挙動を示す H 形断面
梁の曲げモーメント－回転角関係
その２　単調関係の改良

局部座屈で劣化挙動を示す H 形断面
梁の曲げモーメント－回転角関係
その３　繰返しの検討

軸力と２軸曲げを受ける H 形断面柱
の局部座屈後解析における一般化塑性
ヒンジモデルの考察
その１　最大耐力までのモデル化

軸力と２軸曲げを受ける H 形断面柱
の局部座屈後解析における一般化塑性
ヒンジモデルの考察
その２　劣化後の降伏曲面の更新則

曲げ加工された鋼板を用いた免震構造
用履歴型ダンパーの変形性能
その３　改良されたダンパーの繰返し
変形性能

○今村勇貴（神戸大）・樋口敦也・
　多賀謙蔵・田中　剛・浅田勇人・
　吉敷祥一・竹島　徹・梅本優也

○樋口敦也（神戸大）・今村勇貴・
　多賀謙藏・田中　剛・浅田勇人・
　吉敷祥一

○林　暁光（大阪工大）・嶺岸利憲・
　堤　将彰・中田匡亮

○荒井りらこ（京都大）・高塚康平

○小林岳人（京都大）・
　 HUANG Jiantao・倉田真宏

○中野駿一（大阪工大）・向出静司

○白井　悠（大阪大）・Qi Hao・
　多田元英・谷　直樹

○ Qi Hao（大阪大）・谷　直樹・
　多田元英・白井　悠

○山口　剛（大阪大）・小田祐太・
　多田元英・Qi Hao

○小田祐太（大阪大）・多田元英・
　山口　剛・Qi Hao

○畑中祐紀（大阪大） ・桑原　進・
　平山達規・岡本みなみ・勝間渓太・
　戸張涼太・吉永光寿・宮川和明・
　森岡宙光・木下智裕

481

485

489

493

497

501

505

509

513

517

521
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2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

曲げ加工された鋼材を用いた免震構造
用履歴型ダンパーの復元力特性に及ぼ
す鋼板形状の影響

曲げ加工された鋼板を用いた履歴型ダ
ンパーを適用した免震建物の地震応答
性状
大変形域を考慮した復元力モデルと長
周期地震動が及ぼす影響

繰返しせん断加力を受ける円形および
角形鋼管のき裂を考慮する FEM 解析
による塑性変形性状の追跡

柱・梁の変形を考慮した座屈拘束ブ
レース柱梁接合部側接合部の構面外剛
性算定法

鋼構造制振建物における速度依存型ダ
ンパーの効果的な配置に関する研究
その１　鉛直方向の減衰分布形による
影響ならびに実効変形に着目した応答
低減効果の評価

鋼構造制振建物における速度依存型ダ
ンパーの効果的な配置に関する研究
その２　実効変形増幅架構の応答低減
効果

角形鋼管柱の局部座屈後解析における
一般化塑性ヒンジの多重降伏曲面数が
倒壊挙動に及ぼす影響

H 形鋼で構成され建築基準法に基づい
て設計された３層鋼構造建物の地震時
倒壊挙動

鋼構造立体ラーメン骨組の柱の設計条
件が倒壊性状に及ぼす影響
その３　追加解析の概要

鋼構造立体ラーメン骨組の柱の設計条
件が倒壊性状に及ぼす影響
その４　追加解析の結果および考察

極大地震動に対する鋼構造建築物の変
形集中現象抑制手法に関する研究

○岡本みなみ（大阪大）・桑原　進・
　畑中祐紀・平山達規・勝間渓太・
　戸張涼太・吉永光寿・宮川和明・
　森岡宙光・木下智裕

○平山達規（大阪大）・桑原　進・
　畑中祐紀・岡本みなみ・勝間渓太・
　戸張涼太・吉永光寿・宮川和明・
　森岡宙光・木下智裕

○岡森拓真（大阪大）・桑原　進

○西山恒平（京都大）・聲高裕治・
　戸張涼太・吉永光寿・木下智裕

○孫　光宇（神戸大）・川崎恵梨・
　多賀謙蔵

○川崎恵梨（神戸大）・孫　光宇・
　多賀謙藏

○岸添将至（大阪大）・多田元英・
　安井佑里花

○金治貴也（大阪大）・多田元英・
　Qi Hao

○門光太朗（大阪工大）・佐藤瑠星・
　松川大起・向出静司

○佐藤瑠星（大阪工大）・門光太朗・
　松川大起・向出静司

○山内一輝（神戸大）・多賀謙藏

525

529

533

537

541

545

549

553

557

561

565




