
 

建築床特殊性能研究会 

最近の活動 ２０２２年 

１．会員概要 

法人会員   ２１社 

個人会員   １３名 

名誉会員     ６名 

 

２．２０２２年度役員 

・会 長   横山 裕      東京工業大学 

・副会長   三上 貴正    東京工業大学 

・顧 問   海津 洋 

・幹 事   佐藤 弘和    田島ルーフィング(株) 

       高橋 宏樹    ものつくり大学 

藤井 佑太朗  東京工業大学 

・監 事   添田 智美    （株）フジタ 

福田 眞太郎  東京工業大学 

 

３．２０２２年度活動予定 

・セミナーは新型コロナウイルスの状況を見て検討する。 

・３回の例会を予定  第 192 回例会，2022 年 6 月 3 日(金) 

第 193 回例会，2022 年 10 月 7 日(金) 

第 194 回例会，2023 年  3 月 2 日(木) 

新型コロナウイルスの状況によっては，対面，オンラインとの 

ハイブリッドでの実施も検討する。 

・第 193 回例会では建築学会大会の報告を予定。 

・移動荷重ＷＧでは新たに開発した耐動荷重試験機を用いて，様々な張

り床の耐動荷重性を評価する予定。 
 
 
 
 
 



最近の活動 ２０２１年 

１．会員概要 

法人会員   ２１社 

個人会員   １２名 

名誉会員     ６名 

 

２．２０２１年度役員 

・会 長    横山 裕      東京工業大学 

・副会長    三上 貴正    東京工業大学 

・顧 問    海津 洋 

・幹 事    佐藤 弘和    田島ルーフィング(株) 

        高橋 宏樹    ものつくり大学 

竹本 喜昭    （個） 

小泉 博泰    田島ルーフィング(株) 

・監 事    添田 智美    （株）フジタ 

福田 眞太郎  建築研究所 

 

３．２０２１年度活動内容 

・対面での例会，セミナーは新型コロナウイルス対応により中止。 

・オンラインでの例会を年 3 回とし，会員外から積極的に講師を招聘す

ることとした。 

第 189 回例会では竹中工務店の松原氏に，セラミックタイルの再利用

技術，および床に関する経験と今後の展望について御講演いただいた。 

 第 191 回例会では清水建設の名知氏に，大形床タイルに関する施工上

の技術課題ついて御講演いただいた。 

・第 190 回例会では建築学会大会の報告を会員９名で分担して実施した。 

・移動荷重ＷＧでは耐動荷重試験機の改良，および様々な動荷重に対す

る耐久性を総合的に評価するための標準的な試験機としての妥当性確

認を実施した。 

 

 

 

 



最近の活動 ２０２０年 

１．会員概要 

法人会員   ２０社 

個人会員   １２名 

名誉会員     ６名 

 

２．２０２０年度役員 

・会 長     横山 裕     東京工業大学 

・副会長    三上 貴正   東京工業大学 

・顧 問     海津 洋 

・幹 事     佐藤 弘和   田島ルーフィング(株) 

        高橋 宏樹   ものつくり大学 

竹本 喜昭   （個） 

小泉 博泰   田島ルーフィング(株) 

・監事      添田 智美   （株）フジタ 

湯澤 美和   （株）エービーシー建材研究所 

 

３．２０２０年度活動内容 

・例会，セミナーは新型コロナウイルス対応により中止。 

・11/10 建築学会大会の概要報告会をオンラインにて開催。38 名参加。 

・移動荷重ＷＧでは山中氏を中心に，ひねり荷重試験機の改良と，様々

な動荷重に対する耐久性を総合的に評価するための標準的な耐動荷重

試験機の開発を実施。 

・今後の活動に際し事務局にてオンライン開催実施の準備を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



最近の活動 ２０１９年 

１．会員概要 

法人会員   ２０社 

個人会員     ８名 

名誉会員     ４名 

 

２．２０１９年度役員 

・会 長     横山 裕     東京工業大学 

・副会長    三上 貴正   東京工業大学 

・顧 問     海津 洋 

・幹 事     佐藤 弘和   田島ルーフィング(株) 

        高橋 宏樹   ものつくり大学 

竹本 喜昭   （個） 

小泉 博泰   田島ルーフィング(株) 

・監事      坂平 和博   （個） 

萩原 昭人   ナブコーポレーション(株)顧問 

 

３．２０１９年度活動内容 

例    会        ４回 

５月３１日  ７月１９日  ９月１０日  １２月３日 

セミナー        １０月１８－１９日 伊豆長岡にて 

移動荷重ＷＧ    実験及び発表 

業界報告        例会に発表 

建築学会報告    添田((株)フジタ) 

納 涼 会    ７月１９日 
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年最近の活動 ２０１８

１．会員概要

法人会員 １９社

個人会員 ９名

名誉会員 ４名

２．２０１８年度役員

・会 長 横山 裕 東京工業大学

・副会長 三上 貴正 東京工業大学

・顧 問 海津 洋

・幹 事 佐藤 弘和 田島ルーフィング(株)

高橋 宏樹 ものつくり大学

小泉 博泰 田島ルーフィング(株)

竹本 喜昭 （個）

萩原 昭人 ナブコーポレーション(株)顧問

・監 事 坂平 和博 三水(株) 顧問

萩原 昭人 ナブコーポレーション(株)顧問

３．２０１８年度活動内容

例 会 ５回

５ ２５ ７ ２３ ９ ２１ １２ ６ ３ ８/ / / / /
セミナー １０月１９－２０日 木更津にて

移動荷重 実験、学会報告

業界報告 児島(ロンシール工業(株)) 和田(西松建設(株))

砂沢(田島ルーフィング(株)) 三上(東京工業大学)

清水(ニチアス(株))

建築学会報告 竹本

納涼会 ７月２３日 忘年会 １２月６日
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年最近の活動 ２０１７

１．会員概要

法人会員 １８社

個人会員 ９名

名誉会員 ５名

２．２０１７年度役員

・会 長 横山 裕 東京工業大学

・名誉会長 小野 英哲 東京工業大学名誉教授

・副会長 三上 貴正 東京工業大学

・顧 問 海津 洋

・幹 事 佐藤 弘和 田島ルーフィング(株)

高橋 宏樹 ものつくり大学

小泉 博泰 田島ルーフィング(株)

竹本 喜昭 （個）

萩原 昭人 ナブコーポレーション(株)顧問

・監 事 坂平 和博 三水(株) 顧問

児島 貴史 ロンシール工業(株)

３．２０１７年度活動内容

例 会 ５回

５ ２６ ７ ３１ ９ ８ １２ ５ ３ ２/ / / / /
セミナー １０月２０－２１日 熱海にて

移動荷重ＷＧ 実験

業界報告 唐川(名誉会員) 添田((株)フジタ)

須藤(文部科学省) 樋口(東リ(株))

建築学会報告 高橋(ものつくり大学)

納涼会 ７月３１日 忘年会 １２月５日
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年最近の活動 ２０１６

１．会員概要

法人会員 １８社

個人会員 ８名

名誉会員 ５名

２．２０１８年度役員

・会 長 横山 裕 東京工業大学

・名誉会長 小野 英哲 東京工業大学名誉教授

・副会長 坂平 和博 三水(株) 顧問

・顧 問 海津 洋

・幹 事 佐藤 弘和 田島ルーフィング(株)

高橋 宏樹 ものつくり大学

小泉 博泰 田島ルーフィング(株)

竹本 喜昭 （個）

萩原 昭人 ナブコーポレーション(株)顧問

・監 事 三上 貴正 東京工業大学

児島 貴史 ロンシール工業(株)

３．２０１６年度活動内容

例 会 ５回

５ １９ ７ ２６ ９ １３ １２ ６ ３ ７/ / / / /
セミナー １０月２８－２９日 箱根にて

移動荷重ＷＧ 実験

業界報告 江村(大建工業(株)) 竹本(清水建設(株))

斉藤(日本銅センター) 坂内(タキロン(株))

山崎((株)エービーシ建材研究所)

建築学会報告 高橋(ものつくり大学)

納涼会 ７月２６日 忘年会 １２月６日


