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学位

最終学歴

工学修士

京都大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了
教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
1. グリッドシェル構造の小建築空間の制作指導

2017年11月～2017年02月

大学院修士課程「建築設計総合演習Ⅱ：原寸大の空間構
築」において木質グリッドシェル構造を用いた小建築空
間の制作を指導。

2. レシプロカル構造のドームの制作指導

2017年05月～2017年08月

大学院修士課程「建築設計総合演習Ⅲ：原寸大の空間構
築」においてレシプロカル構造を利用した直径12mのドー
ム架構他の制作を指導。

3. テンセグリティ構造のタワーとテントの制作指導

2016年11月～2016年02月

大学院修士課程「建築設計総合演習Ⅱ：原寸大の空間構
築」においてテンセグリティ構造によるタワーおよびテ
ンセグリティ構造の支柱を有する膜構造テントの制作を
指導。

4. 折り紙構造によるタワーと照明シェードの制作指
導

2016年05月～2016年08月

大学院修士課程「建築設計総合演習Ⅲ：原寸大の空間構
築」において折り紙構造を利用した折り畳み式タワーお
よびマジックボール折り紙の変形する照明シェードの制
作を指導。

5. 折り紙構造によるドームの制作指導

2015年05月～2015年07月

大学院修士課程「建築設計総合演習Ⅲ：原寸大の空間構
築」において吉村折りを用いた折り紙構造のドームの制
作に挑戦。付随する技術演習Ⅲの構造を担当。

6. シザーズ構造骨組のボールトテントの制作指導

2014年05月～2014年07月

大学院修士課程「建築設計総合演習Ⅲ：原寸大の空間構
築」においてシザーズ構造による折畳み式ボールト骨組
みの制作に挑戦。付随する技術演習Ⅲの構造を担当。

2 作成した教科書、教材
3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. 構造設計一級建築士

2009年05月15日

2. 一級建築士

1981年02月14日

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 「伝統的構法の設計法作成及び性能検証実験」検
討委員会 課題検討WG

2010年04月03日～2011年03
月22日

4 その他

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
2 学位論文
3 学術論文
その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表
1. 地方都市中心市街地における商業 共

2018年06月

日本建築学会近畿支部

1

ゼミ配属学生および共同指導教員との共著。徳島市

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

２．学会発表
空間の変遷についての研究

研究報告集, 計画系

中心部商業市街地が如何に変遷したかを地図資料お
よび現地調査を基に論じたもの。

2. 「神戸西部耕地整理事業」におけ 共
る区割形式の変遷に関する研究

2018年06月

日本建築学会近畿支部
研究報告集, 計画系

ゼミ配属学生および共同指導教員との共著。神戸市
南西部の条里制区画が現状の区画に至ったかを、地
図資料および事業記録等に基づき耕地整理事業の区
割形式の変遷から読み解いたもの。

3. 阪急京都線各駅周辺における市街 共
地形成過程の類型化

2018年06月

日本建築学会近畿支部
研究報告集, 計画系

ゼミ配属学生および共同指導教員との共著。阪急京
都線各駅周辺における市街地形成過程が、阪急線駅
および併走するJR線駅の開業と如何に関わったかを
地図資料に基づき分析し、類型化を試みたもの。

4. 水平成層地盤の２次元線形弾性モ 単
デルにおける面内振動の周波数応
答関数

2018年06月

日本建築学会近畿支部
研究報告集. 構造系

水平成層地盤の２次元線形弾性モデルにおける面内
振動の周波数応答関数をThomson-Haskell法により求
めたもの。

5. 桂離宮の庭園要素による空間構成 共
についての一考察

2018年06月

日本建築学会近畿支部
研究報告集, 歴史・意
匠

ゼミ配属学生および共同指導教員との共著。灯籠・
飛石・蹲という庭園の３要素が桂離宮の空間構成に
如何に関わっているかを論じたもの。

6. 寝屋川市における「袋小路街区」 共
の分布について

2017年07月

日本建築学会大会学術
講演梗概集, 建築歴史
・意匠

ゼミ配属学生および共同指導教師との共著。寝屋川
市高柳地区における「袋小路街区」が都市化に伴い
如何に発生したかを地図資料に基づき論じたもの。

7. テンセグリティ構造を用いた原寸 共
大構築物 その1 テンセグリテ
ィ構造の塔 ？ノ塔

2017年07月

日本建築学会大会学術
講演梗概集, 建築デザ
イン

建築設計総合演習：実物大の空間構築で制作したテ
ンセグリティ構造の作品発表。参加院生および共同
指導教員との共著。

8. 水平成層地盤 1 次元線形モデル 単
のモード解析解と重複反射理論解
の等価性

2017年07月

日本建築学会大会学術
講演梗概集, 構造I

水平成層地盤 1 次元線形モデルのモード解析解と重
複反射理論解が等価であることの数理的照明。

9. 厚みのある剛体折り機構の提案

共

2017年07月

日本建築学会大会学術
講演梗概集, 構造I

ゼミ配属院生との共著。厚みのあるパネルによる剛
体折り機構について、新たな2案を提案。

10. 寝屋川市高柳地区における「袋小 共
路街区」の形成について

2017年07月

日本建築学会大会学術
講演梗概集, 建築歴史
・意匠

ゼミ配属学生および共同指導教師との共著。寝屋川
市高柳地区における「袋小路街区」が都市化に伴い
如何に発生したかを地図資料に基づき論じたもの。

11. テンセグリティ構造を用いた原寸 共
大構築物 その2 テンセグリテ
ィ構造と膜構造を併用した構築物
Turban Shell

2017年07月

日本建築学会大会学術
講演梗概集, 建築デザ
イン

建築設計総合演習：実物大の空間構築で制作したテ
ンセグリティ構造の作品発表。参加院生および共同
指導教員との共著。

12. テンセグリティ構造を用いた原寸 共
大構築物

2017年07月

日本建築学会近畿支部
研究報告集. 構造系

建築設計総合演習：実物大の空間構築で制作したテ
ンセグリティ構造の作品発表。参加院生および共同
指導教員との共著。

13. 水平成層地盤の２次元線形モデル 単
における面外振動の厳密解

2017年06月

日本建築学会近畿支部
研究報告集. 構造系

Thomson-Haskell法による水平成層地盤の２次元線形
モデルにおける面外振動のモード解析を求めたもの
。

14. 連続体の動的解析における空間離 単
散化の問題点

2016年06月

日本建築学会近畿支部
研究報告集. 構造系

連続体の動的解析における有限差分法など空間離散
化解析手法において生じる分散現象について述べた
もの。

15. 時刻歴解析における時間離散化の 単
問題点 （時刻歴ハイレゾ化の勧
め）

2015年06月

日本建築学会近畿支部
研究報告集. 構造系

地震観測波の（標本化）時間離散化に伴う時刻歴応
答解析の数値計算誤差を論じたもの。

16. 地震応答解析における離散化の問 単
題点

2014年09月

日本建築学会大会学術
講演会,構造I

地震応答解析における時間および空間離散化に伴う
問題点の概要を論じたもの。

17. 線形振動応答解析法の再考察

2014年05月

日本建築学会近畿支部
研究報告集. 構造系

時刻歴応答解析法の数理的根拠と数値誤差を再考察
したもの。

18. １次元弾塑性媒質中の波動伝搬解 共
析

1975年8月

日本建築学会大会学術
講演梗概集,構造系

小堀鐸二・鳥巣茂樹（修士論文を発表論文に纏めた
もの）:P-S波合成降伏を考慮した1次元弾塑性体中の
特性曲線法に依る波動伝搬解析。

19. Wave propagation in one dimens 共
ional elasto-plastic media

1975年11月

日本地震工学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
第4回 論文集

小堀鐸二・鳥巣茂樹（修士論文を発表論文に纏めた
もの）:P-S波合成降伏を考慮した1次元弾塑性体中の
特性曲線法に依る波動伝搬解析。

単

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
1. ｽﾗﾌﾞ連続鋳造設備建屋の設計

2008年

国内最大級の溶鋼取鍋ｸﾚｰﾝの走行する建屋の構造設
計。走行ｶﾞｰﾀﾞはｽﾊﾟﾝ29m、BH-4400ｘ1250。

2. X線自由電子ﾚｰｻﾞ施設の構造基本
設計

2006年

世界2番目のX-FEL施設。全長700mに亘る精密機器を
収納する建屋の基礎･躯体の基本設計。

3. 海水淡水化施設建屋の設計

2005年

国内最大の海水淡水化施設。航空管制施設に隣接す
るため、半地下として高さ制限をｸﾘｱ。

4. 粒子線治療施設建屋の設計

1999年

設計当時国内に数例しかなかった施設で、設備を放
射線遮蔽の厚いｺﾝｸﾘｰﾄで囲んだ建物。

5. 海底光ｹｰﾌﾞﾙ製造工場の設計

1995年

世界最大級の海底光ｹｰﾌﾞﾙ工場。横浜から移転のため
、工場建物群一式を設計。

５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
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研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
６．研究費の取得状況

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2017年11月～2018年08月

加古川市学校給食センター整備運営事業者選定委員

2. 2016年04月～2018年12月

西宮市営住宅建替PFI事業者等選定委員
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