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環境計画学専攻
地域計画学講座

題　　　　　罵　　！ 著　者　名｝ 発　表　機　関　名 年

（1）単　　行　　本

土本計闘教理 山村　悦夫（共著〉 朝倉書店 1976

小川博三博士論文集 山村　悦夫（編著〉 大明堂 1976

地域保健・賑療計画 関　　清秀（共著） 垣内出版社 1977

一保健医療社会学の成果と課題一

The　Ainu　of　Nisshin：Fami互y　Life　and　Social 関　　清秀 丁加P一型伽P解s6繊 1977

Residues　7フz6．4加4： Bunpyo　Shuppan　Co．

世界人日二つの百年 関　　清秀 北海道大学 1977

地域均衡発展論 山村　悦夫 大明堂 1977

有珠由噴火と環境変動一1977年窟珠山喧火に伴う環境 関　　清秀（編著〉 北海道大学，昭和52年度科学 1978

変動と社会的影響に関する学術的硲究 研究費補助金・自然災審特別
研究（2），202038及び昭和52年

度特定研究経費

地域計画（1）一計騰の分析一 山村　悦夫 技報堂 1979

保健・医療の組織と行動 小田　利勝（共著） 垣内出版 1979

生産紺織の形成過程における農業協同組合の役割に関 関　　清秀（共著） 全国農業協同組合中央会 1979

する研究一北海道中札内村，深崩市，士別市三地区の
比較事例的考察
「協岡組合奨励研究報告・第4輯」

変動期における地域社会の課題と展望一粥翻良野町の 関　　清秀 北海道地域闘題研究会 1979

実態

北海道の禁衛診断一都市冷飯樹立のために 鰻　　清秀（共著） 北海道住宅都擶部 1979

特定地域を対象とする地域環境・経済総合モデルの開 関　　清秀供著） 産業研究所 1979

発に関する研究一北海道地域エコロジープロジェクト
（その一）

胴上硲究（その二） 同　　　一ヒ 産業研究所 1980

現代社会の保健編機 小判　棚券供著） 川島書店 1980

保健・医療と福祉の統合をめざして 小田　利勝（共著） 垣内出版 1980

地域計画論 LLi村　悦夫 大明堂 1980

誉万都市の婦人一札幌市における婦人の生活構造と生 関　　清秀 糺幌了i了市民局 1980

活志向に関する研究

札幌市婦人特定調査研究一婦人間題と婦人施策に関す 関　　清秀 札幌市 1981

る訓解

有珠山噴火に伴う社会変動と環境影響評欄測定法の開 関　　清秀供著） 昭和54～55年度文部省科学研 1981

発に関する研究 究費試験研究（2），481006（研
究代表者，関　清秀〉報告＝書

臨海黒業開発に伴う環境影響評価手法の開発に関する 山村　悦夫（共著） 艮召八角5嘆～56年度＝文音i～省手斗学石汗 1982

研究 究費，環境科学特別研究（2）（研

究代表者由村悦夫）：

省エネルギー新都市計噸の社会的・経済的評簸に1莫｝す 由村　悦火（共著〉 昭和55～57年度文部省科学研 1983

る研究 究費，エネルギー特男i］研究②
（研究代表者由村悦夫）報告書
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ABasicStudyontheControllabilityofthe EtsuoYamamura Ii'roceedingsofJSCE.No.
238

1975

SecondOptimalPolicy

AStudyontheImpactoftheRegional EtsuoYamamura EnvironmentalScience, 1{79
EmploymentOpportunitiesArisingtromthe Hokl<aido,Journalofthe
IndustrialLocationsontheLarge-ScaleIndustrial GraduateSchoolof
Park EnvironmentalScience,

Hokl<aidoUniversity,Vol.
2

InmigrationofFarmersofSapporo,theCapital
o'fHokkaido

EtstioYamamuraand
Seiichil<agaya

AStudyonMigrationand
DevelopmentinKokkaido.

1980

theUNFPA/NUPRI
InternationalSemineron
PlannedPopulation
Distributionfor
Development:Hol<kaido
Experience

}IokkoshaandtheTondenheiinKitami EtsuoYamamura AStudyonMigrationand 1980
Developmentin}lokkaido.
theUNFPA/NUI'RI
InternationalSeminaron
PlannedPopulation
Distributionfor
Development:Hokkaido
Experience

AStudyontheMeasurementofInterzonalFlow EtsuoYarnarnura EnvironmentalScience, l980
ofGoodsArisingfromtheIndustrialLocationsin }Iokkaido,Journalofthe
theLarge-ScaleIndustrialPark GyaduateSchoolef

EnvironmentalScience,
Kokl<aidoUniversity,Vol.
3,No.2

DevelopmentofTol<achiPIainandthe'Bansei- ToshikatsuOda AStudyonMigrationand 1[80
sha'Immigration DevelopmentinHol<kaido

theUNFPA/NUPRI
InternationalSeminaron
I'lannedPopulatien
Distributionfor
Development:Hokkaido
Experience

RegionalPlanningoftheNetherlands
-Trans'ferandTransformationofPelder

EtsuoYamamura F.nvironmentalScience,
I-Iok.l<aido,Jeurnalofthe

1981

Planning- GraduateSchoolof
EnvironmentalScience,
KokkaidoUniversityVoi,
4.No.1

DeveloprnentofTokachiI'lainandtheBanseisha
In-migration

ToshikatsuOda I'lannedPopulation
Distributionfor
Development:I'lokkaido

l981

Experience,United
NationsFundfor
PopulationActivities.New
York

RegionalPlanninginGreatBritain-Focusonthe
TransferandTransformationoftheGardenCity

EtsuoYamamura EnvironinentalScience,
I'Iokkaido,journalofthe

1982

Concept- GraduateSchoolof
EnvironrnentalScience,
Hol<kaidoUniversity,Vol.
5,No.1
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RegionalPlanningoftheRuhrDistrictinWest
Germany-FocusontheSVR-

EtsuoYamamura EnvirenrnentalScience
Hokkaido,Journalofthe
GraduateSchoolof

1982

EnvironmentalScience
HokkaidoUniversity,Vol.
5,No.2

RegionalEnergyPIanningarisingfromSoft
EnergyPath

EtsuoYamamuraand
SeiichiKagaya Japan,Rumford

Publishing,Co,Vel,6,No,
2

1983

EconomicandEnvironmentalEvaluationof EtsuoYamamura EnvironmentalScience, 1983

RegionalEnergyarisingfromaSoftEnergyPath SeiichiKagayaand Hokl<aido,Journalofthe
MasaakiIwasa GraduateScheolof

EnvironmentalScience,
HokkaidoUniversity,Vol.
6,No.1

AStudyonRegionalIncomeDisparityarising
fromRegionalA}locationofInvestmentsin
ContinousSpace

YuzuruMiyataand
EtsuoYamamura

EnvironmentalScience,
Hokkaido,Journalofthe
GraduateSchoolof
EnvironmentalScience,

1983

HokkaidoUniversty,Vol.
5,No.2

AStudyonLandDevelopmentPoliciesin
PlannedMigrationandPopulationDistribution

Shem,L.Y.
EtsuoYamamura

EnvironmentalScience,
HokkaidoJournalofthe
GraduateSchoolof

1983

EnvironmentalScience,
HokkaidoUniversityVol.
5,No.2

AStudyonModelReferenceAdaptiveControlin
EconomicDevelopment(I)

EtsuoYamamura EnvironmentalScience,
Hokkaido,Journalofthe

1983

GraduateSchoolof
EnvironrnentalScience,
HokkaidoUniversity,Vol.
6,No.2

AStudyonAnalyticalMethodsforLandUse
ControlinFloodEstirnatedAreas

SeiichiKagaya EnvironrnentalScience,
gokkaido,Journalofthe

1983

GraduateSchoolof
EnvironmentalScience,
HokkaidoUniversity,Vol.
6,No.1

PopulationDistributionChangesand
RedistributionPolicyinRecentJapan

ToshikatsuOda EnvironmentalScience,
Hokkaido,Journalofthe

I983

GraduateSchoolof
EnvironmentalScience,
HokkaidoUniversity,Vol.
6,No.1

AStudyonModelReferenceAdaptiveControlin
EconomicDevelopment(II)

EtsuoYamamura EnvironmentalScience,
Hokkaido,Journalofthe

1984

EnvironmentalScience,
HokkaidoUniversity,Vol.
7,No.1

RegionalPlanningintheTennesseeValley EtsuoYamamura EnvironmentalScience, 1984

andMasaakiIwasa Hokkaido,Journalofthe
GraduateSchoolof
EnvironmentalScience,
Hokl<aidoUniversity,
GraduateSchoo3ofVol.7,
NOr1
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ADemographicStudyofRokkaidoandtheRest Shem,L,Y.and EnvironmentalScience, I984
ofjapan EtsuoYamamura Hokkaido,Journalofthe

GraduateSchoolof
EnvironmentalScience,
FIokkaidoUniversity,Vol.
7,No.2

QantitativeModelAnalysiso'ftheRegional EtsuoYamamura EnvironmentalScience, 1984
PepulationandEconornicChangesArisingfrom andMasaakiIwasa Hokkaido,Journalofthe
theIndustrialDevelopment GraduateSchoolof

EnvironmentalScience,
KokkaidoUniversity,Vol.
7,No.2

CorroborationofAnalyticalMethodsfor SeiichiKagaya EnvironrnentalScience, 1984
InterrelationbetweenLandUseandWater Flokkaido,Journalofthe
Resources-IncaseofLargeandMediumRiver GraduateSchoolof
Basins- EnvironmentalScience,

Hol<kaidoUniversity,Vol.
7,No.1

OperatienalContrelModelingforLandUse SeiichiKagaya EnvironmentalScience, 1984
DevelopmentEstimatedAreasinSmall-Scale Hokkaido,Journalofthe
RiverBasins GraduateSchoolof

EnvironmentalScience,
}IokkaidoUniversity,Vol.
7No.7,No.2

MeasurementofKealthandHealthCare ToshikatsuOda EnvironmentalScience, 1984
Services,andClassificationofHealthRegionsin Hokkaido,Journalofthe
}Iokkaido,Japan GraduateSchoolof

EnvironmentalScience,
Hol<kaidoUniversity,Vol.
7,No.1

TheCommunityHealthLevelandthe ToshikatsuOcla EnvironmentalScience, I984
DistributionofKealthResources:ACaseStudy, Kokkaido,Journalofthe
Hol<kaido,Japan GraduateSchoolof

EnvironmentalScience,
HokkaidoUniversity,Vol.
7,No.2

OptirnalandReferenceAdaptiveProcessesfor Etsuo¥amamura PapersoftheRegional l985
theControlofRegionalIncomeDisparities ScienceAssociatien.Vol.

56

AStudyonRegionalAllocationofImestments EtsuoYamamura ffnvironmentalScience, l985
forRedistribationPolicy andMitsuruOhta I{ekkaido,Journalofthe

GradttateSchoolof
EnvironmentalScience,
HokkaidoUniversity,Vel.
8,No.1

AStudyforMeasuringRepercussivePollution MasaakHwasa, EnvironmentalScience, 1985
ArisingfromtheLocationofManufactaring EtsuoYamamura Hokkaido,Journalofthe
IndustriesontheLarge-ScaleIndustrial andMitsuruOhta GraduateSchoolof
Developrnent EnveronmentalScience,

HokkaidoUniversity,Vol.
8,No.1

IntermediateI'ublicTransportaScenarioand Thirumurthy,A,M EnvironmentalScience, 1986
TheirContributiontoUrbanTraf'ficCongestion andEtsuoYamamura Hol<kaido,Joumalofthe
inIndiaCities GraduateSchoolof

EnvironmentalScience,
HokkaidoUniversity,Vol.
8,No.2

TheoreticalCriteriafortheExpresswayTall- YoshiroKigano, EnvironmentalScience, 1986
PoolingSystern,inJapan KirotadaKohnoand Hokl<aido,Journalofthe

EtsuoYamamura GraduateSchoolof
EnvironmentalScience,
ffEokkaidoUniversity,Vol.
8,No,2
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

Introduction　to　the　Regional　Economic　Growth Etsuo　Yamamura Environmental　Science， 1986

Model－Focus　on　the　Controllab員ity　of　the Hokkaido，∫ournal　of　the

Reg覧onal玉ncome　Disparlty Graduate　Schoo覧of
dnvironmenta互Science，
Hokkaido　University，　Vo1．

9，No．1

AStudy　o鴛Model　Reference　Adaptive　Control　i厳 Yuzuru　Miyata　and Environmental　Science， 1986

EcQnomic　Development（玉1D　－Model　Reference Etsuo　Yamamur段 Hokkaido，∫ournal　of　the

Adaptive王一〇Analysis一 Graduate　School　of
Environmental　Science，
Hokkaido　University，　Vo1．

9，No．1

AStudy　on　Model　Reference　Adaptive　Control　in Etsuo　Yamamura Environmental　Science， 1986

Economic王）evelopment　（IV＞　一Discrete Hokkaido，　Journal　of　the

Polynomic　NQn・linear　System一 Graduate　School　of
Environmental　Science，
Hokkaido　University，　VoL
9，No．1

Intermediate　Public　Transport－Analysis　in Thirumurty，　A．　M ∫oumal　of　Regiona1 1986

魑adras一 Etsuo　Yamamura Science　AssociatiQn　of
Japan，　Vol．16

Environmental　Hazards　of　Flooding－An Thirumurty，　A．　M， Env｛ronmental　Science， 1986

Overview　of　Sapporo　and　Madras　Expericnce一 Etsuo　Yamamura　and Hokkaido，　Journal　of　the

Seiichi　Kagaya Graduate　School　Qf
Environmental　Science，
Hokkaido　University，　Vol，

9，No．1

ACase　Study　Qn　the　Residents　Response　to　the Seiichi　Kagaya Environmenta董Sc量ence， 1986

F叢ood　Hazards　and　Fiood　Control　Measures　in ｝iokkaido，　Journal　of　the

the　inundated　Areas　of　SapPoro　City Graduate　S（二hoo正◎f

Environmental　Science，
Hokkaido　University，　Vol．

9，No．1

Simulation　Ana豆ysis　for　Evaluation　of　Flood Sei．ichi　Kagaya　and Environmental　Science 1986

Control　Measures　on　Urbanization　Process Etsuo　Yama田ura Rokkaido，∫ournai　of　the
Graduate　School　Qf
Environrnental　Sc量ence，
｝｛okkaido　Universi亡y，　Voi．

9，No．2

（3）邦　文　論　文

北上河谷におけるインダストリアル・パーク計画に基 山村　悦夫 ダイナポリス形式に関する研 ！975

つく雇用機会計測に関する研究 究報告・批　第iH編

巌業立地に基づく地域影響計測に関する研究一雇用機 i．．Ll村　悦夫 環境熟蚕科学，4巻，4号 1975

会について一

産業立地に．基づく地域間化物回送量計測に関する研究 ［．．1．i村　悦夫 環堀1…：サ報科学，5巻，3号 1976

聴小牧東部工業基地立ま也に基づく雇用機会計聾｛llについ Ll．1村　悦夫・小川　．博三 地域学研究，第6．巻，｛三i本地 1977

て 岡田　儒雄 ．域学会

燐蓼醤イ幾歪面汁潰r∫に餐…つ覧く善ン」、牧東篶【二こfこ業』立地言．卜「門口こつい ［．．【．．1村　悦夫 土本学会北海道支部論文報告 ！977

て 集，33号

都市処理施設の環境影響分析に関する研究 ［．．｛．．．［村　悦夫・吉iif｛宏美 環境情報科学，6巻，3号 1977

オ共堆く被讐羅纂弾1講三｛i田に｝驚する石汗究 力翼窒馨農縫i誠一・［三．．1率寸　　4党夫 地．域学研究，第7巻，日本地 1977

域学会

わが都南の地下鉄を言ll三価する一札幌一 1．．1．．1村　悦夫 運牽酷と経ミ斉，　第37巻 1977

亨台水退団週モテ“ノレによる学共水彪ミ定被山事訓三｛繭の圭也域特4生 加賀騰誠一 謡二木同塵≦≧斗ヒ海1．道支嘉【～言禽．文：幸一撃妻 1977

．集，第33号

一H．2一



題　　　　　　　　　　　　　昌 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

治水連関モデルを用いた洪水想定被讐帯｝三価と予測手法 加賀歴誠一・山村　悦夫 第14鳳撫然災害科学総合シン 1977

について 清治　政人 ポジウム講演論文集

ヨーロッパにおける都署二1∫連合体形成について一iごイ 1．LI村　悦夫 土木学会北海部支部論文報告 1978

ッ，オランダ，フィンランドを例として 集，34号

築提慕業に基づく地域影響計測に関するシステム分析 山村　悦夫・惣！鑓麗誠一 地域計画のための環境評価シ 1978

ステムに関する研究報告集

賃量幹線の地域の澱業構造に及ぼす影響 山村　悦夫 交通施設計醐の言平価方法に関 1978

する研究報告集

環境計画と環境影｛響三軍佃1 関　清秀・五十嵐購夫 北海道大学大学院環境科学研 1978

黒柳　俊雄・三谷　鉄夫 究科紀要，環境科学，1弩
山村　悦夫・加賀騰誠一

都布の麗棄物の発生と処理に関するシステム分析 臥しl村　税炎・簗瀬　範彦 環境情報科学，7巻，3号 1978

水資源計勲に基づくl／［二業編網計醐に1爾する研究 LLI室寸　　1兇三爽ご・潮目藤　　｛1参一 水資源に関するシンポジウ 1978

ム，論文集

社会被害構造に関するシステム分析 関　　濤秀・山村　悦夫 有珈L麟火と環境変動の報告 1978
加賀歴誠一一 書

線．撫｝1小都市連合イ本形成に関するシステム分析 山田　悦夫 歯並53年度第13i：1照本都市計 1978

蜘学会学術研究発表会論文集

システム分析の棊つく治水水準決驚過程に関する研究 力繊麗誠一～ 土木学会北海道支部論文報撫 1978

集，第34号

三三環境施i没の広域利声1窪に関する研究 臥しl村　悦夫 昭和54年度第14翻i三1本都市計 1979

画学会学術研究発表会論文集

定住圏構愁と治水肉然主義論 山村　悦夫 土本学会北海遵支部論文報告 1979

集，35号

洪水氾激想定地域における土地稠用管理問題に関する 加賀麗誠～ 土木学会北海避：支部論文報｛翌 1979

研究 集，第35琴

北海道各都帯の構造的特性の分析 関　　清秀・小田　利勝 『第6翻北海道都箔問題会議 1979

楚之 報告集離（北海道都衛問題会
議）

イギリスの地域計画の潟東と変容について 【lj村　悦夫 二1二本学会北海道支都論文報告 1980

集，36号

蕪小牧東部大規模工業基地開発に伴う1轟｛用機会醍分に 武山　典彦・Lll村　悦夫 土木学会二1と海道支部論文報告 玉．980

ついて 集，36号

広域的水資源管理計画について 宮1：礒　　譲・繍賀鳳i成一

R村　悦夫
土木学会北海道支部論文報告
W，36号

1980

火磁性災害による土地利溺対策について 田村　　亨・小1：i：i禾期券＝ 二財く学会北海道：支音i玉論文報告 1980

山村　悦夫 集，36芳

札幌本府を中心とする農業移民 臥し！村　撹夫・加賀屡誠一 二1と海口移植民と開顎邑に関する 1980

研究

北見における北光社と屯1｛｝浜 ほ1村　悦夫 北海道移植畏と短編に関する 1980

研究

エコロジー的視点を導入した北海道新都衡開多逢計醐 山村　悦夫 産業エコロジー，Vol．1 1980

コンピュータ・メッシコ．分析による土地利ナ樫評欄に関 山村　悦夫 北海道大学大型剖臥算機センタ 1980

する研究 一・ jユーース

工業棊地開発に基づく都布人1：」変動の計量分析 鼠1村　悦夫・武由典彦 ［i蘇不日55年1皇こ第15i亘［1ヨ本都市言卜 1980

画学会学術研究発表会論文集

発展をめざす地場産業 山村　悦夫 地域，第5号 1980

一H3一



題　　　　　　　　　　　　　屋 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

地域水資源システムの構造把握と目標達成過税に関す 加賀屋誠一 地域学研究，第10巻 1980

る研究

水資源システムの土木計画的研究 加賀屋誠一・五十嵐日出夫 第2繊土木計画学研究発表会 1980

由村　悦夫 講演集，土木学会

構造化訴法を用いた計画麹標のll皆層的評価に関する一 加賀屋誠一 土木学会北海道支部論文報告 1980

考察 集，第36号

十勝原野の開発と晩成社移民 小田　利勝 『北海道移植民と瀾発に関す 1980

る研究』（日本大学人目研究
所）

ソフト・エネルギーを考慮した地域計爾策定に関する L目季寸　　’i党夫・力口賀鷹藁成一 土木学会北海道支部論文報告 1981

研究一十勝圏を例として一 大橋　正明 集，No．37

苫小牧地域における居億環境施設整備に関する研究 山牛す　　鋭夫・高田　　辛谷二 土木学会北海道支部論文報告 ユ981

集，No．37

地域計画と地域主義 由村　悦夫 土木学会北海道支部論文報告 1981

集，No．37

広域生活圏に基づく居住環境施設分析一北海遵地域を 出村　悦夫 地域社会と地域問題，梓出版 1981

事例として一 社

流域鯛発における水管理計画の総合評緬について一千 山村　悦夫・宮田　　譲 地域学研究，11巻，日本地域 1981

歳川流域を例として一 学会

洪水氾濫想定地域における土地利用高度化の適正規模 力口賀屋誠一 土木学会北海道支部論文報告 1981

に関する一考察 集，第37号

北海道南八部における小河川瀬鑑による被害一特に室 加賀歴誠一・巨」岡　　勲 昭和55年8月九州及び北海道 1981

蘭，登別地方を例として一 南西部の豪雨災害に関する調
査研究，文部省科学研究費補
助金，慮然災害研究報告書

地域エネルギー供給シミュレーション分析一十勝地域 山村　悦央・力口口歴誠一 シミュレーションテクノロジ 1981

におけるソフトエネルギー導入を中心として一 一コンファレンス発表論文集

有珠火山噴火による地域災害の構造と地域社会の組織 小田　利勝 蓬有珠由導火に伴う社会変動 1981

的対応に関する考察 と環境影響評価測定法の開発
に関する研究盤（北海道大学〉

被災家族の生活回復感と定住意識 小田　利勝・田村　　亨 『有’珠山噴火に伴う社会変動 1981
山番寸　　悦夫・力口賀雇曼言成一 と環境影響評価測定法の開発

に関する研究』（北海遵大学）

地域連帯性の育成のための社会教育施設計醐に潴する 山村　悦夫・小団　利勝 土木学会北海道支部論文報告 ！982

研究一札幌市北区を例として一 大沢　　仁 集，No，38

財政制約下における公共施設の配分計爾に関する研 肉村　悦夫・三戸部正行 土木学会北海道支部論文報告 1982
究～苫小牧市を例として一 集，No．38

副官市における水需要構造の分析と評価 山村　悦夫・加賀崖誠一 土木学会北海道支部論文報告 ！982

水沼　栄一 集，No．38

経済性と住民意識構造を考慮した地域エネルギーシス 山村　悦夫・方鐸賀麗誠一 土木学会北海道支部論文報告 1982

テム分析一十勝の3瞬村を例として一 種南　信宏 集，No．38

都齋河lii流域における土地利朋高度化の間する研究一 加賀崖誠一・山村　悦夫 日本馬粛計画学会学術研究発 1982
札幌市東北部小河堪を事1列として一 表画論文集，17号

工業翻発に基づく都市人口変動と艦住環境分析一落小 乳Li村　悦夫・村瀬　裕二 地域学研究，！2巻，謡本地域 1982

牧東都開発を事例として一
7婆・ムー∫．．層如く

都甫水害実態澗査に基づく被害構造の分析と評価につ

｢て
カli賀屋誠一 土木学会北海道支部論文報告

t，第38号
1982

根釧地域における新酪農村建設箏業と二1二業開発の地域 LL】歩寸　　悦夫　・／」、EH　　孝【揚券 『開発と環境変化に関する学 ／982

環境形成過程に関する研究 加賀屋誠一 際的研究』（北海道大学）
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題　　　　　　　　　　　　　罠 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

北海遷とマレーシアの定｛蚕三化過租の比較研究 山村　悦夫・シエム・ラ 土木学会北海送又ロi輪文献一 1983

イイン 集，No、39

地域災ジと医療計画に関する一考察一1977年博戦山噴 小田　利勝・LLI村　悦夫 日本都市跡押学会学術研究発 1983
火災拙：の事例に碁ついて一 表画論文集，18号

都衛環境整備における劇職動向の構造化について 力瞑塩誠一 土木学会北海道支部論文報告 1983

集，第39号

地方都市における計醐整備門標の構造化プロセスとそ 加賀崖誠… 北海道都市学会年報，北海道 1983
の適鵬 都布，剃8，19号

大都市における近隣関係に関する一考察 小判　利勝 北海廻都市学会年報北海道都 1983

市，18・19号

都布水害の構造と住毘の防災意識一札幌市東区，北区 加賀歴誠一・山村　悦夫 〔i本鞘甫学会年報，Vo1．17 1984

の4例一

小規帳陣門宅地開発への防災負担設定に関する実証的 撫田屋誠一・山村　悦夫 土木計画学研究講演集，NQ． 1984

分析一札幌市南区を例として一 6

都心地区における地域熱利用条件を考慮したエネルギー溝費原単位分析一札串滝市を例として一 山田　耕三・燐賀屋誠一
R村　撹夫

土木学会北海道支部論父母，頚。．40 1984

ソフトエネルギー専入による北海逗における域際収支 山村　悦夫・小田島智典 土木学会北海道：支、i輪軸報テ 1984

改r寄に関する研究 集，No．40

省エネルギー新都凸計画の社会1】勺・経済的評価 LLi村　悦夫 エネルギー・資源，VoL　5， 1984

No、1

欝臣吏担を考慮した厩信環境施設鼠。備計醐に関する研 山村　悦夫 ri本都市計画学会挙衛研究発 1984

究 表会論文集，19号

都布入1：コ£増に伴う覆f信環境施設の整備計麺iについて 山村　悦夫・岩佐　浬i三章 地域学研究，14巻，日本地域 1984

三戸部正行 学会

都市ダ罷信畷貌施設の新整備方向 翫L酎　悦夫 第10醗北海道都了緯綴題会議， 1984

北海逼市長会，北海道都市∫二
会，北見市

地域水資源同～管計画におけるコンフリクト調出への多 加i賀屋誠一 二rヒ木学会北海道ズ部論文報砦 1984

基準分析の適用 集，第40号

零1． i冷地における大規模公認のエネルギー計画 加胃至誠一・山村　悦夫 北海道都市学会年報，北海道 1984

都市，21弩

動学的期縛隷書ポテンシャルによる治水安登度評繍i法 力1田尻誠一・由村　悦夫 OR学会襲ζ4如59年度春期石彫究 1984

について 発表会講小集

為鴬語噴火の災を過砿と地域防災短音 小田　利勝・旭村　・1党夫 『ネ垂珠LLI　1977－1978ノ四三［馨楚火6こ 1984

中震圧滅一 伴う環境変動の追跡調擁蒲（北
海逼大学）

北海這における地域保健医療水準の分析 小田　利勝・出村　鋭、夫 置北海道都市調（北海道都市学 1984

会），22号

治水・｝嚢効果の効果体系とその計測方法に関する石汗究 宮田　　譲・山村　悦夫 日本都市計幽7絵学彷tf研究発 1984

加賀圧誠… 衣会論文集，第19号

苫朱r二業熟地尭端産藻導入による北海道域際鞍支改謹
ﾉ関する研究

漁村　悦失・小田島智典 L木部歪北海辿又、［～竪文報秘
ﾈ，41∵

1985

地域蛸報システムとコミュニティ計画 石崎伴代子・由村　悦夫
ｬ日蓬利勝

一1本｝：会北海選支部論文報｛二
W，41号

1985

水資源開発の地域振興計煎に与える影響手法に関する 松本　置也・山村　悦夫 一｛二木学会北海道支都　文報ド 1985

研究 力口賀雄誠一 集，41ガ

災害蒔の保健レ療サービスと防災区療計画一各種夢ξ写 焦E日　洋lll・小iぎ1不il勝 土木学歪北海逗又甥il論文報ぽ 1985

畢例の分析に基づいて一 山村　悦夫 集，41ヶ

都市震災危険反に関する研究一札幌市を例として一 平野　賜彦・力1しミ厘rl成一

kLI村　悦夫

　本7：会北海道支部論文報告｛集，41号 1985
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題　　　　　　　　　　　　　自 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

寒冷地域の都心地区におけるエネルギーシステム分 LII村　悦夫・岩佐 エネルギー資源観究発表会講 1985

携一札幌市の地域暖房評価について一 演論文集，4号

再現モデルによる定住過程の分析 山村　悦夫・癩賀屋誠一 日本土本史研究発表会論文 1985

岩佐　正章・竹村　　勉 集，5暑

干妬地における庶地利胴に関する国際比較一わが翻と 山村　悦夫 日本不動産学会秋季全函大会 1985

オランダを例として一 便覧集，1号

地域医療資源の蓄積過程と配分過程～北海道における ノJ、　狂｛　　　　　禾…墨勝　　．　　i⊥i率意　　　　　悦夫 日本都市計嘱学会学術研究発 1985

医師を中心として一 表会論文集，20号

都蜜化過程における治水事業評価のためのシミュレー 加賀屋誠一・由村　悦夫 土木計画学研究・講演集， 1985

ション 竹村　　勉 No．7，烹木学会

水害危険地域における烹地利粥高度化の適正規模算定 加賀崖誠一 土木学会北海遵支部論文報告 ユ985

のための一考察 集，第41号

北海道における保健医療資源の薯積と地域分布変動 小田　利勝・由村　悦夫 『北海道都市蓋（北海道都市学 1985
会〉，22暦

水害危険性を考慮した宅地開発鰐能鍵算定法に関する 水口　　洋・加賀屋誠… 烹木学会北海道支部論文報告 1986

一考察 山村　悦夫 集，42号

保険医療資源の地域配分計醐に関する研究 宇都窟顕佳・小田　利勝 土木学会北海道支部論文報皆 ユ986

出村　悦夫 集，42暑

バイオインダストリー立地による波及効果計測に関す 牟田口美樹・由村　悦夫 土木学会北海道支部論文報告 1986

る研究 集，42号

寒冷地型都市におけるエネルギー消費に関する研究一 本田　和人・加賀屋誠一 土木学会北海道支部論文報告 1986
札幌市を例として一 山村　悦夫 集，42号

地域おこしと利需産業 山村　悦夫 雪と道路，凄月号 1986

水源地域でのダム開発に伴う地域振興施策の影響評籔 崩賀歴誠一 地域学研究，第16巻，日本地 1986

法について 域学会

都市水害危険地域における住民の癒活環境意識動向に 加賀屋誠一 二i：二本学会北海道支部論文報告 1986

ついて 第42号

ファジィ構造モデルによるダム計闘の生活環境意識へ 加賀屋誠一・山村　悦夫 土木計面学研究・講演集， 1986

の影響分析 No．8，土木学会

構造化手法とファジィ逆問題に関する基礎的考察 加賀屋誠… 土木学会北海道支部論文報告 1987

集，第43号

Fuzzy推論による地域防災診麟に関する研究一登別 四一　義光・加賀黛誠一 庶木学会北海道支部論文報告 1987
荊を例として一 山村　悦夫 集，第43号

都市サービス施設における課題と機会に関する研究一 A．M．テイルムルティ 烹木学会北海道支部論文報告 1987
札幌帯を例として一 加賀屋誠一・山村　悦夫 第43一審

都市水警危険地域の住民の防災意識構造 加賀屡誠一・山村　悦夫 自然災欝科学，自然災霧科学 1987

会誌，6－2

ダム開発に伴う水源地域対策の地域に与える影響評価 カri賀麗誠一・1土1村　説夫 第3回水資源に関するシンポ 1987

について ジウム論文集

〈4）そ　　の　　他

地域均衡発展に関する第2最適程分析（その2） 肉村　悦夫 土本学会第30黙年次学術講演 1975

会講演概要集，4，土木学会

地域均衡発展に直する第2最適過程分析（3＞ d．i村　悦夫 土木学会第3！瀦年次学術講演 1976

会講演概要集，4，土木学会

洪水被害評緬に蓑；套つく地域のシステム分析 加賀屡誠一 土木学会笛31園年次学争1サ講演 工976

会講演概要集，4，土木学会
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題　　　　　　　　　　　　　弓 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

地域均衡発展に闘する研究（その1） 山村　悦夫 土木学会節321i年次字衛講1寅 1977

玄講演概要集，4，土木学会

内水氾濫即下の事蔚下心i法システムについて 加翌旛≧誠一・山村　13ε夫 壕本算会第32鰍年次学術講演 1977

椎沢　　孝 会講演概要集，4，土木算会

外水洪水被霧事前評｛i11i法に関する研究 増野｛浩泰・力聾賀擦戎一 土嬉》・会第32【塁1年置学衛講演 1977
1無村　悦夫 兼帯頽概要集，4，土木学会

新詮線建設事業投資に墓つく雇用機会計測に関する研 1．IJ村　悦夫 二1木宇会竿33国年次学争1テ講演 王978
究 会講演概要集，4，土木学会

地域システム分析による治水水準評緬に関する一考察 力口賀厩誠一 L木字会第33回年次学術「，簿演
ｺ淳演概要集，4，二1沐学春

1978

沿水計画と二i二地利歪羅婿f画との調整に関する研究 翻1泰寛・力1しび長戒一 ．i木学為第33圃1＝次｝二術講演 1978
山村　悦夫 会講演概要集、4、土木学x

ルール地域における都ll∫連合形成に関する研究（1） 山村　悦夫 こ1承’∫：会第34繊年次学彿f講演 1979

玄講撰概要集，4，土木学会

流域【獺における水儒給水準達成過程に関するシステム 加《歴誠一・出村　悦央 土木学会第3鞭1年次身術；溝演 1979

分析 丸木　佳弘 会講演概要集，4，洗木学套

地域坂境要閃つ三郷による二1上也利用撮んに関する研究 山村　悦夫 財団法人磁菜観究所 1979
一特定地域を対象とする地域践境・経済総合モデルの
絹発に関する研究一北海這地域エコロジープロジェク
卜（その1＞一

都宿廃棄物の発生と処理に関するシステム分析 山村　悦夫 財國法人産業研究1可～ 1979

一特疋地域を対乗とする地域環境・経済総合モデルの
開発に関する研究一北海道地域エコロジープロジェク
ト（その1）一

北海遼河川履境鞭［iとシステム分析法による地域水心 加ズ座誠一 財M法入産業硝究所 1979

給㌍現に関する研究
樽寺定地域を対象とする地域環挽・経済総合モデルの
開発に関する研究一北海道地域エコロジープロジェク
ト（その1）一

北海道の都長講と過疎化 ノ1鰯　利勝 財団法人虚霧研尤所 1979

特定地域を幽艶とする地域理境・経済総舎モデルの開
発に関する研究一北海」ぜ地域エコロジープロジェクト
（その1）

1エ愚意・活圏の諾意と社会公共施設水隼の分析 小［1ヨ利勝 財則法人産業研究所 1979

『特叱地域を対象とする地域環境・経済総合モデルの開
発に関する研究一北海道地域エコロジープロジェクト
（そのD』

閨畏経済社会の変貌と南量艮身曙 小田　利勝 地域日題研究会 1979

変動期における地域社会の課題と展望一南浪野瞬の
実態

オランダの地域計画一・1拓撰圏噸の受谷と変容につい 閉村　悦夫 窯本学：解熱35瞬レF次学術講演 1980

て一 エ、講演概要集，畦，土木宇会

治水計画における糸念合的施策の効用評価方法について 加賀唇成一 土木i｝会話35圃年次学術；1弄｝演

ﾀ講欲概要集，4，土木学会
1980

地域£を画獲におけるシステム科翼U接近法 加賀醗誠一・ 北海遍大羊大’臼計算機センタ 1980

一壷ユース，VoL　l2　No．4

火山性災評による観苑都帯の集落再編成について… il至／l村　　写・由村　悦夫 iオ｝・会第35翻年次学術1覇寅 1980

1977ヰ有珠iLi噴火を例として一 会遇禎概要集，4，土木学会

地域環境要囚による新都1｝」開発可能地域の選疋に関す i！i村　悦夫 ll構rl・入産叢研究所 1980

る研究
一特短地域を対象とする地域環境・経済総倉モデルの
開発に関する研究一北海道地域エコロジープロジェク
ト（その2）一
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題　　　　　　　　　　　　　臨 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

地域システム分析による資源エネルギーの総合的需給 方ll賀屋誠一 財願法入産業研究所 198G

管理について
一特定地域を対象とする地域環境・経済総合モデルの
溺発に関する研究一北海道地域エコロジープロジェク
ト（その2＞一

十勝の人じ1と産業の発展 小狂｛利勝 財劉法人産業研究所 1980

特定地域を対象とする地域環境・経済総合モデルの開
発に関する研究一北海道地域エコロジープロジェクト
（その2）

広域生活圏の設定と社会公共施設水準の分飯 小E日　利勝 財団法人産業研究所 1980

罫特定地域を対象とする地域環境・経済総合モデルの開
発に関する硝究一北海道地域エコロジープロジェクト
（その2＞』

地域社会変動とアメニティに関する研究 小経｛利勝 蓬研究報告醗（北海道開発調整 1980

部北海道科学研究費成果報告
昭和54年度）

ソフトエネルギーを考慮した地域エネルギーシステム 山村　悦夫・火橋　正明 土木学会第36㎜年次学術講演 1981

分析（1＞ 会講演概要集，4，土木学会
一十勝地域を例として一

地域計画策定のための構造分析手法とその応用につい 加賀屋誠一 土木学会第36図年次学術講演 1981

て 会講演概要集，4，土木学会

北方生態環境研究の展閣と推進に関する学術的研究 関　　清秀・伊藤　浩司 響研究報告選（北海道開発調整 1981

高橋　英紀・閉村　悦夫 部北海道科学研究費成果報告
力疑賀濫当言成一・ノ卦田　　孝U勝 昭和55年度）

被災家族の生活國復感と定住意識 小田　利勝・田村　　　亨 昭和54－55年度文部省科学研 1981

有珠山噴火に伴う割増変動と環境影響評価測定法の鵬 山村　悦夫・加賀屋誠一 究費，試験研究報告書
発に関する試験用究

AStudy　on　the　Economic　and　Environmenta1 Etsuo　Yarnamura Seventh　Pacific　Regiona1 1981

Evaluat｛on　of　Regional　Energy　Arislng　fro通a Selichl　K：agaya Science　Coηference
Soft　Energy　Path Australia

ソフトエネルギーを考慮した地域エネルギーシステム 出村　悦夫 土木学会第37回年次学術講演 1982

分析（ID 会講演概要集，4，土木学会

寒冷地における大規模公園内施設のエネルギー計画 加賀屋誠一・出村　悦夫 土木学会第37回年次学術講演 1982

井上　忠佳 会講演概要集，4，土本学会

根釧地域における新酪農村建設事業と工業閣発の地域 民1†寸　　悦夫・／J、H遷　　禾彗勝 開発と環境変化に関する学際 1982

形成過程に関する心心 加賀屋誠一 的研究，昭和54，55，56年度
特定研究経費報告書

システムダイナミクス手法とSDS 加賀騰誠一 北海道大学大型計算機センタ 1982
一ニュース，Vol，！4　No．5

地方中核都市の発展課題 小田　利勝 『研究報欝』（北海道開発調整 1982

部北海道科学研究費成果報告
昭和56年度）

Population夏）istribution　Problerns　and Toshikatsu　Oda 13th　Surnmer　Seminar　in 1982

RedistributiQn　Policy　in　JaPan Population　East－West
Center，　Hawaii　u．　S．　A

百五十万都街の社会診圏1 関　　清秀・小田　利勝 （北海遭地域闘題研究会） 1982

環境影響の総合評価手法の博目下に関する研究 LLI村　悦夫・力口賀屋誠一 文部省科学研究費，（環境科 1982

臨海工業閣発に伴う環境影響評欄手法の鵜発に関する 小田　利勝 学）肇捌研究報告書
学究

ソフトエネルギーを考慮した地域エネルギーシステム 由村　鋭夫 土本学会第38回年次学術講演 1983

分過（3） 会講演概要集，4，土木学会
一能勝地域を例として一

地域環境謂面における意識動向構造化手法の適用につ 力il賀麗誠一 土木学会第38匝1年目学術講演 1983

いて 会講演概要集，4，土木学会
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

AStudy　on　Structura互Method　for　Physical　and
oublic　Co鷺flicts　in　a　River　Basin

Selichi　Kagaya
窒狽唐浮潤@Yamamura

World　University　Congress
P983in　Tokyo

1983

Urbanization，　Urban　Pollcies　and　Development Seiichi　Kagaya ABrief　Paper　of　the　14th 1983
Planning一至n　the　Case　of　Japan　and　Hokkaido Sun｝mer　Seminar　in

P◎pulat1on，　EasトWest
Center，　Hawaii　u．　S．　A

有珠山嘆火による被災地住民の生活意識と集落再編成 小田　利勝 監研究報制（北海道開発謬苛整 1983
に関する研究 部北海道科学概究蓼セ成果報告

昭和57年度）

青年の生活と意識 関　　清秀・小田　利勝 （石狩町） 1983

石狩町の人rJと産業 闘　　清秀・小田　利勝 （石狩町〉 1983

ソフトエネルギーを考慮した地域エネルギーシステム 山村　悦夫・岩佐正輩 土木学会第39圃年次学術講演 1984
分析（4） 会講演概要集，4，土木学会
一十勝地域を例として一

水源地域の地域振興計画策定のための支援システムに 加賀鷹誠一 土木学会第39回年次学術講演 1984

ついて 会講演概要集，4，土木学会

有珠臥11償火災霧の災害過程と地域防災計画 小田　利勝・出村　悦夫 昭湘58年度特定研究経費，研 1984
有珠L111977－1978年噴火に伴う環境変動の追跡調査 加賀麗誠一 究成果報卜書

北海道における地域保健医療水準の分析と医療計画に 小田　利勝 『研究報告遡（北海道開発調整 1984
関する研究 部北海道科学研究費成果報告

昭和58年度）

ソフトエネルギーを考慮した地域エネルギーシステム 円村　悦夫・岩佐　正章 土木学会第40瀦年次学術講演 1985
分析（5） 正木　嗣拠 会講演概要集，4，土木学会
一十勝地域を例として一

都市水害危険地域の住畏意識構造動向について 加賀屋誠一 土木学会篤40鰍年次学術講演 1985

会講演概要集，4，烹木学会

寒さへの文化的適応 由村　悦夫・小繊　利勝 （北海道大学放送教育委顕会） 1985
低温とくらし

Model　Reference　Adaptlve　Processes　in　Regiona1 Etsuo　Yamamura Ninth王）acific　Regional 1985
ECOnOmiC　Developmen亡 Scince　Conference，　Hawaii

都市水蝋危険地域住斑の生1酋環境意識一札幌讃東北礫1 加賀屡誠一・由村　悦夫 第5圓環境科学離開研究発表 1986
地区を事例として一 会講演要旨集

シミュレーションモデルによる蝋纈環境影響要顕の史 カrl多足鷹野言成一・宮田　　　　言鎚 環境科学シンポジウム1986講 1986
的分析法 演報告集

工業立地に基づく波及的汚染計測に1莫｝する概究 由村　悦央・宮田　　譲 環境科学シンポジウム1986講 玉．986

演報告集

都小腰の産業構造と人に】配鍛を考慮した大気汚染劇減 金　　允善・賑村　鋭夫 第24園北海道都市学会梗慨集 1986
　四‘
cuル
インドネシアにおける物流特性について Wilaya　Adi　and 第24側北海道都市常会梗慨集 1986

窩田　　譲・織田　悦夫

AStochastic　Approach　to　Hoteliing　ModeI Etsuo　Yamamura World　University　Con慕ress 1986

1986in　Tokyo
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Dynamic Response of Reinforced Concrete
Buildings
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Haruo Takizawa et al
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Structural Engineering
Documents 2, International
Association for Bridge and
Structural Engineering
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I982

1985

(2> wt pt ge. sc

Non-"near Models for Simulating the Dynamic
Damaging Process of Low-Rise Reinforced
Concrete Buildings during Severe Earthquakes

Bi-Axial Effect of Flexural Members on the
Strong-Motion Response of R/C Structures

Notes on Some Basic Problems in lnelastic
Analysis of Planar Reinforced Concrete
Structures (Part I)

Notes on Some Basic Problems in Inelastic
Analysis of Planar Reinforced Concrete
Structures (Part II)

Biaxial Effects in Modelling Earthquake
Response of R/C Structures

Technical Note: Biaxial Effects in Modelling
Earthquake Respense ef R/C Structures

Ultirnate Capacity of Lowrise R/C Buildings
Subjected to Intense Earthquake Motion

Haruo Takizawa

Haruo Takizawa et al

Haruo Takizawa

Haruo Takizawa

Haruo Takizawa et al

Haruo Takizawa

Haruo Takizawa et al

Earthquake Engineering
and Structural Dynamics,
VoL 4 No. 1
     '

Proceedings of the Fourth
Japan Earthquake
Engineering Symposium

Transactions of the
Architectural Institute of
3apan, No. 240

Transactions of the
Architectural Institute of
Japan, No. 241

Earthquake Engineering
and Structural Dynamics,
Vol. 4 No. 6
     ,

Earthquake Engineering
and Structural Dynamics,
Vol. 4 No. 6
     ,

Proceedings of the Sixth
World Conference on
Earthquake Engineering,
Vol, II

1975

1975

1976

1976

1976

1976

1977

Biaxial and Gravity Effects in Modeling Strong-
Motion Response of R/C Structures

Haruo Tal<izawa Proceedings of the Sixth
World Conference on
Earthquake Engineering,
Vol. II

1977

CharacterizationofExtremeEarthquakeMotions I{{aruoTakizawa
by I)estructive Capability to RIC Buildings

Collapse of a Model for Ductile Reinforced
Concrete Frames under Extreme Earthquake
Motions

Destructive Capability of Extreme Earthquake
IVIotions Examined in Two Dimensions of
Horizontal Plane

Haruo Takizawa et al

Haruo Takizawa

Proceedings ef the Fifth
Japan Earthquake
Engineering Symposium

Earthquake Engineering
and Structural Dynamics,
Vol. 8, No. 2

Proceedings of the Seventh
World Conference on
Earthquake Engineering,
Vol, 2

1978

1980

1980

Effects of Localized Failure in Evaluating
Ultimate Capacity of R/C Buildings

Work Done by Earthquake Ground Shakings
upon Various Types of Dynamic Systems

Haruo Takizawa

Karuo Takizawa

Proceedings of the Seventh
World Conference on
Earthquake Engineering,
Vel. 7

Proceedings of the Sixth
Japan Earthquake
Engineering Symposlum

I980

I982
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題　　　　　　　　　　　　　罠 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

Coupled　Lateral貧nd　Torsional　Failure　of HaruO　Takizawa Proceedings　of　the£ighth 1984

Buildings　under　Two－Dilnensiona1　Earthqua1くe World　Co鷺ference　on
Shakings Earthquake】εngineerin9，

Voi．　IV

Naセure　of　Peak　Stress　Pro（玉uce（玉at　Unyieiding Haruo　Takizawa　and 至）roceedin慕s　Qf　the　Seventh 1986

Sec亡ions　of　Weak－Girder　Reinforced　Concrete Hiroyoshi　Seki ∫apan　Earthquake
Frames　when　Fa11ing　Kinematically　under　Intense Engineering　Symposium
£arth⑳ake　Motlons

Toward　a　Betセer　Understandlng　of　the Haruo　Takizawa Proceedings　of　the　Seventh 1986

TQrsional玉y－Coupled　Dynamic　Performance　of Japan£arthquake
Buildings Eng｛neering　Symposium

（3＞邦　文　論　文

北海道巾央地帯の開発に伴う軟弱地盤の災害対策 酒井　良錫 第12圓自然災審科学総：合シン 1975

ポジウム講演論文集

モデル化した地盤の振動特性について　　特に 酒井　良努・荒井　一博 翔本建築学会北海道支部研究 1976

Haskellのマトリックス法による 報告集　No．45

レオロジー要索を組み合わせた3つの復元力モデルに 潤井　良男・制1【隆之 iヨ本建築学会北海遊支部研究 1976

関する研究 報告集　No．45

砂質土（織径1定の場合）のS波速度に関する弾性諸 酒井　良男・高木　恒雄 Ei奉建築学会北海道支部研究 1976

性質の粒状体理論に基く検討 報告集　No．45

常時微動による根i蕪了悩封の地盤性状に関する調査研究 青木　武志 田本建築学会北海道支部研究 1976

報告集　No，45

構造物の振動滅衰性のモデル化に関するノート 滝沢　春場・関　　弘義 日本建築学会北海遵支部研究 1977
（その1） 報告集　Nα47

構造物の振動減衰性のモデル化に関するノーi・ 滝沢　春男・関　　弘義 Fl｛本建築学会北海道支部研究 1977
（その2） 報告集　No．47

地動外乱に対するエネルギー応答スペクトルの概念・ 滝沢　泰男・伊藤　高志 F｛本建築学会北海道支都研究 1977

意義及びその基本性状（その1） 報告集　翼。．47

地動外醜に対するエネルギー応箒スペクトルの概念・ 滝沢　券男・伊藤　高志 日本建築学会北海道支部研究 1977

意義及びその基本性状（その2） 報告集　No．47

曲げ破壊型RC造建築物の動的倒壌限界一二方向註｛1 滝沢　春勇・佐藤　…之 1ヨ本建築学会北海道支部研：究 1977

げ，及び火変形に伴う復元力特性の劣化を考慮して一 轍取集　No．47

復撃力特性モデルとその強震応答性状（ループ形状及 滝沢　春勇・衛lu　隆之 iヨ本建築学会北海道支部研究 1977

び定振幅繰り返しに対する耐力低下に孟i鵡して） 報告集　No．47

構造物の擬動滅衰性のモデル化に関するノート 滝沢　春男・関　　弘義 ［li本建築学会北海道支部研究 1977
（その3） 報告集　No．48

構造物の振動減衰性のモデル化に関するノート 滝沢　春男・関　　弘義 臼本建築学会北海道支部研究 1977

（そのむ 報告集　飛。．48

構造物の振動減衰性のモデル化に関するノート 滝沢　春男・関　　弘義 目本建築学会北海道支部観究 1977

（その5＞ 報告集　No．48

　　　　　　　　　　　　　畦n震動のエネルギー応箒スペクトル 滝沢　春期 第玉4圓自然災筈科学総：合シン 1977

ポジウム講演論文集

RC建築物の強震慮答と幾蒲学的非線形効果，及びそ 滝沢　春男 第24［難構造工学シンポジウム 1978

の動的倒壊限界

構造物の振動減衰性のモデル化に関するノート 滝沢　券勇・関　　弘義 臼本建築学会北海道：支部研究 1978

（その6＞ ：報告集　No．49

構造物の振動滅衰性のモデル化に関するノート 滝沢　春男・関　　弘義 日本建築学会北海道支部研究 玉．978

（その7） 報告集　No．49
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

強農動外乱を受けるRC建物の全体系挙動に対する非 滝沢　春男 北海道大学工学部研究報告 1979

線形モデル化手法一幾何学的非線形効果をも包含した 92号
定式化一

梼部材の整合的非線テ形モデル 滝沢　春勇・匹見　孝之 日本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．50

有理型線形動力学系の数理構造（その1） 滝沢　春男・長谷川　豊 日本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．50

倉理型線形動力学系の数理構造（その2） 滝沢　春男・長谷澱　豊 日本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．50

有理型線形動力学系の数理構造（その3＞ 滝沢　春男・長谷川　豊 日本建築学会北海道支部硲究 1979

報告集　No．50

有理型線形動力学系の数理購造（その4） 滝沢　　春男・長谷川　　豊 B本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．50

R／C転層建物の強震応答解析 関　　弘義・滝沢　春男 日本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．50

等価モデルによるRC建物の強震応答評価一地動特姓 滝沢　巻男・村上　一夫 日本建築学会北海遵支部研究 1979
との相関性を含む損傷・倒壊条件の定燈化一 報告集　No．50

塑性性状の温度依存性を考慮した非線形応力解析 滝沢　春男・里見　孝之 日本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．50

有理型線形動力学系の数理構造（その5） 滝沢　春男・村上　一夫 日本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．51

有理型線形動力学系の数理構造（その6） 滝沢　春男・村上　一夫 臼本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．51

有理型線形動力学系の数理構造（その7） 滝沢　春男・村上　一夫 Ei本建築学会北海道支部研究 1979

報告集　No．51

擬れ振動小論（第一部） 滝沢　春男・安井　八紀 日本建築学会北海道支部研究 1980

報告集無。．52

強震地動の二次元的破壊能（その1．二次元動の特性 滝沢　春男・奈良鰍浩二 EI本建築学会北海道支部研究 1980
指標） 報告集　No。52

無筋コンクリート櫨の収縮実験及び有限要素法による 坪崎　裕幸・大築　相夫 岡　上〔52〕，49 1980
解析について一至II 三堀　　卓・井関　文明

小幡　　守

鉄筋コンクリートラーメンの温度応力計算用有効温度 阿部　宏宥・小幡　　守 岡　上〔52〕，53 1980

について一IH 大築　和夫・坪崎　裕幸
押堀　　蝋

抗支持独立フーチングの応力について一V 細矢　　博・大築　和夫 同　上〔52〕，57 1980

小堪　繁紀・川池　　朗
葛西　栄二・小幡　　守

杭支持独立フーチングの応力について一VI 大築　和夫・小川　繁紀 同　上〔52〕，61 1980
搾［池　　　良月・葛西　　栄二

細矢　　博・小幡　　守

杭支持独立フーチングの硲力について一VH 小川　繁紀・大築　和夫
ﾗ矢　　博・Ei隅　　均

同「上〔52〕・65 1980

小幡　　守

有限要素法による薄肉円筒シェルの地震時応力解析 青木　武志・小幡　　守 罰　上〔52〕，69 1980

相馬　智基

鉛直荷璽を受ける杭支持独立フーチングの終周耐力に 小幡　　守・大築　穂夫 薮＝1本建築学会論文報告集， 1980
関する研究一1 〔289〕，41

RC部材のこ軸曲げ塑性解析に於ける二，三の問題 里見　孝之・滝沢　春男 匠i本建築学会北海道支部研究 198⑪

報告集　No．53
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題　　　　　　　　　　　　　臼 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

靱性劣化を有し縄部損壊を示すRC架構の強震聴損 村上　一夫・滝沢　泰男 日本建築学会北海道支部研究 1980
傷・倒壊条件一等価二心曲度系羅換に基づく定景化一 報告集　No．53

二次元地動を受ける建物の損傷条件に及ぼす絹互作用 奈良岡浩二・滝沢　春勢 日本建築学会北海道支都研究 1980
線の影響 報告集　No．53

鋼板溶接蒔の熱応力について（その1．ビード溶接に 真柄　祥蕎・田煙　浩蕎1 問　上〔53〕，69 1980
よる温度変化の実測） 日：沖　道治・鎌礪　泥巳

線形動力学系の数理構成に関する蕃礎考察（第一部） 滝沢　春闘 Ei本建築学会論文報告集 1980

296号

周辺部材を有する板の濃度応力計鋒法について（その 小幡　　守・阿部　宏宥 ぎil本建築学会北海道支部研究 1981
1） 真柄　祥吾 報告集，〔54｝，1

周辺部材を有する板の温度応力計算法について（その 小幡　　守・附部　宏宥 上〔54｝，5 1981
2） 真柄　祥蕎

周辺器材を有する板の温度応力計算法について（その 小幡　　守・阿部　宏宥 同　上〔54〕，9 198王
3）

鋼板溶接階の熱応力について（その2） 柴田　搦二・小幡　　守 EI本建纂学会北海遊支部研究 1981

莫柄　祥習 報告集，〔54〕，40

鉛慨荷重を受ける枕支持独立フーチングの終局耐力に 小幡　　守・大築　和夫 日本建築学会論文報告集， 1981
関する概究一日置 （299〕，33〔1981〕

線形動力学系の数理構成に関する基礎考察（第二部） 滝沢　森勇 Ei本建築学会論文報告集 1981

301号

線形動力学系の数理構成に関する基礎考察（第三部〉 滝沢　春婁茎 田本建築学会論文報告集 1981

304号

線形動力学系の数理構成に関する基礎考察（第四部〉 滝沢　春場 日本建築学会論文報鰹集 1981

306号

周辺に部材を心する板の温度応力の解析（その1） 村上　雅一・阿部　宏宥 日本建築学会北海遂支部研究 玉981

小幡　　守 報告集，〔55〕，95

糊辺に部材を有する板の温度応力の解析（その2） 阿部　宏宥・村上　雅一 岡　上〔55〕，99 1981

小幡　　守

有限要素法による鉄筋コンクリート梁の弾塑性解析法 小幡　　守・距網涯　　繁 同　」二〔55〕，103 1981

の格討について（その3） 勝水　幸人

一調動の温度応加撚解析一1 喜多村英司・阿部　宏宥 同　上〔55〕，107 王981

小幡　　Ψ

鉄筋コンフリーi・縮の復元特性に及ぼす軸力変動の効 滝沢　春男・関　　弘義 第6闘E玉本地震二【二学シンポジ 1982
果 ウム論文雄

鉛欝蔚重を受けるくい支持独立フーチングの初ひびわ 小幡　　嘗・大築　棉夫 日本建築学会論文報告集， 1983

れ荷重に関する研究 〔324〕，104

1暦建物の温度1芯力立体解析一II（開口を有する側壁 小幡　　　守・喜多村英司 日本建築学会北海道支部研究 1983

の影響について） 中桐理摩子 報告集，〔55〕，121

1層建物の温度応力立体解析一Ill（スラブ・壁が部材 小幡　　守・喜多村英司 岡　．L〔56〕，125 1983

に編心して接合している揚合） 中桐理摩子

立体解析による構造物の水平力時応力について一1 小i騰　　守・串1！1　繁 1司　上〔56〕，129 1983

喜多村英司

有限要素法による鉄筋コンクリート梁の弾塑性解析法 ／」、酒番　　　　　惣＝　σ　∫勝フ｝（　　　・準ノk 瞬　上〔56〕，133 1983

の検討について　　　その4 林　　基哉

大変形理論による火スパン屋根トラスの応力解析 l／i・～由　　繁・大野　孝；甥 1ヨ本建築学会北海道支部研究 1984

小幡　　弾・鳥井 報告集，〔57〕，189

膿漏トラス法による矩形板の曲げ解析 佐々木勝康・小幡　　｛む二 岡　上〔57〕，工93 1984

山内　尚子
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題　　　　　　　　　　　　　闘 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

鉄筋コンクリート建物の温度応力立体解析一W 購Lil　繁・小幡　　守 同　上〔57〕，197 1984

喜多村英司・菊地　　優

鉄筋コンクリート建物の温度応力立体解析一V（実在 喜多村英司・小幡　　守 圓　上〔57〕，201 1984

の3贋建物について） 串山　　繁

鉄筋コンクリート建物の温度応力立体解析一VI（壁配 喜多村英司・小幡　　守 同　上〔57〕，205 1984

羅及び置数の影響について〉 駒皇1　繁

耐震壁を含む陸軍の弾塑性解析について 鳥井　揺吾・小幡　　守 同　上〔57〕，209 1984

泰之・三浦　正泰

6階鉄筋コンクリート建物の温度伸縮計測結果につい 串山　　繁・小幡　　守 Ei本建築学会北海道支部研究 1985

て一三 倉淵　英樹 報欝集，〔58〕，133

鉄筋コンクリート建物の温度応力立体解析一VII（実在 串山　　繁・小幡　　守 醗　上〔58〕，137 1985

6暦建物について） 倉増　英樹

鉄筋コンクリート建物の温度応力立体解析一丁（壁・ 僧吾・小幡　　守 同　．ヒ〔58〕，141 1985

スラブの塑性とひびわれの影響について） 辻井　泰人

鉛藏及び水平力を受ける壁式構造物の応力性状につい 佐々木勝康・小幡　　守 同　上〔58〕，145 1985

て一1 中井　庸夫

無梁板式建物の応が立体解析一1 佐々木勝康・小幡　　守 岡　上〔58〕，149 1985

伊藤　鶴一

6階建鉄筋コンクリート建物の温度伸縮計測結果につ 串山　　繁・小幡　　守 日本建築学会北海道支部研究 1986

いて一H 高畑　蕉人 報告集No，59

鉄筋コンクリート建物の温度癒力立体解析一IX 辻井　泰人・小幡　　守 同　上 1986

串出　　繁・武井　邦生

鉛藏及び水平力を受ける壁式構造物の応力性状につい 内山　　学・小幡　　守 固　一L 1986

て一2 「率1井　庸夫・森下　　泉

無梁板式建物の応力立体解析一2 中井　庸夫・小幡　　守 同　上 1986

堀井　宏謙

軟弱地盤における建築構造物の即時沈下および圧密沈 土崖　　勉・大築　拙夫 Ei本建築学会構造系論文報告 1986

筆の三次元有限要素法解析 小幡　　守 集蟹。，361

架構の塑性履歴応答結果に対するモード分解手法とそ 滝沢　春男・関　　弘義 構造二［王学論文集，Vol．32B 1986

の意義

無梁板式建物の立体解析一3 ゆ井　庸夫・小幡　　守 Ei本建築学会北海道支部研実 1987

報轡集，構造系㌶o．60

北大工学部A棟の灘度応力立体解析（計測結果との比 繁・小幡　　守 巨i本建築学会北海道支部研究 1987
較） 三浦　正雄・小本　康人 報告集，構造系醤。．60

鉄筋コンクリート建物の温度応力立体解析一X（建物 辻井　泰人・小幡　　守 同　上 1987

諸元及び壁，スラブに生じたひびわれの影響について） 合志　敏明

軟弱地盤におけるRC建物の沈下過程解析 内山　　学・小幡　　守 岡　上 1987

土屡　　勉・斉藤　久和

フーリエ写像の成分対に現れるヒルベルト変換従属性 滝沢　春勇 構造烹二学論文集，Vol．33B 1987

塑性履歴域で異なる粘性減衰性が梁崩壊型靱性架構の 滝沢　春灯・関　　弘義 構造工学論文集，Voi．33B 1987

激震応答挙動に及ぼす影響

変形略答テンソル場で見た撰れ効果の通性と現行耐震 滝沢　春男 構造工学論文集，Vol．33B 1987

設計規定

（4）そ　　の　　他

防災理論（風現象） 酒井　良男 日本特殊建築安金センター註1 1975
催，特殊建築物調査資格者講
翌会
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

災害と建築，特に地震，地盤災害と建築 酒井　良習 H本建築学会北海送文部主催 1975
’∫二術講演会

北海垣中央：地帯の移護発に伴う1馳場地盤の災磐対策 酒井　輿男他 自然災害科学総合研究班 1975

強震応答解析の立場からの強衷地動モデル化手法 酒井　良男・滝沢　春男 北海道中央地帯の開発に伴う 1975

軟弱地盤の災窯対策（文部省
科字研究費粗然災婿特別研究
石ヌ院成果）

北海逗における農林災窪文献扇録 酒井　良男他 臨然災Cマ科学北海逼地賦資料 1976

センター

集刀（都五一｛風冷凍倉庫被二：原瞬田沓書 酒井　良男 （提li先）東京都，東京地方裁 1976

凝議

強震地動「継目‘時開」の数値表現 滝沢　春男 日本建築学会火会学術講演梗 1976

概集〈構造系〉

トルコのことども・耐辰構造の現状と課題 酒井　良男 建勢雑誌 1977

1重i然災欝科学の将末像 酒井　良ノ 第14回観世藩論科学総：合シン 1977

ポジウム

北海道の目引災＝（上〉孝1珠償火に思う 酒井　良錫 毎日新聞北海道支社 1977

北海道の露然災穴（下）為珠1質火に忌う 酒井　良場 同　上 1977

田下1紅肩光塁小学校々／i実態調査 酒井　良男 悉L巾晃了fT教育委玉更会報　　’♪～二 1977

構駄物系・鋼索の動力学的・線形モデル 滝沢　春男 H本建築学会大会学術講演梗 1977

概集〈構造系〉

北海遍大学ヂ両腋システム・シミュレーション装撮」 牧野　密二・小山　昭一 第19回全岡大会情報処理γ：会 1978

の概要 三木　傭弘・井関　義弘
小林　勝勇・酒井　良男

チャルドラン地震外報㌦ 瀬井　良勇・太EH　　裕 トルコ国建設省，地震研究所 1978

後藤　典俊

1977年有珠山噴火による災筍調挫 研究代表者　酒井　良掲 昭秘48年度文部省科学研究費 1978
目然災豊特別研究α）

RC架構の金体系挙動に対する非線形定式化（その⇔ 滝沢　右男・関　　弘義 EI本建築学会大会学術講演梗 1978

概集〈構辻系〉

RC劣、構の全体系挙動に毒する夢1…線形定式化（その2＞ 滝沢　春男・関　　弘義 田本建築学会大会’｝：術講撫梗 1978

概集く構造系〉

北海道におけるSMAC記録 青木　武志・太斑　　裕 資料解析研究，〔6〕臼然災信 1979

～その整理と解析一 瀬井　良男 科学資料収集解析総合研究社

芋価系置挨に棊つくRC本構の強農時抜傷・1至膿条件 滝沢　春男㌧且見　孝之 El本建築学会大会学術講演梗 1979
の瓦曇匙化（その1） 村上　一夫 慨集〈構翼突〉

等価率縦換に基づくRC架構の強辰時損傷弓至ll壊条件 滝沢　春男・黒児　孝之 E蓬本姓築学会大会学術講演梗 1979

の楚：化（その2） 村上　一夫 概集く構h系〉

等価系潰換に基づくRC木構の強震時手1、傷・倒壊条件 滝沢　春勢㌧L見　孝之 Ei本建築蓄会大会茎：彿∫講演梗 1979

の定生1化（その3） 村上　一夫 概集く構造系〉

強慶地動の二次元的破壊能（その2） 滝沢　春勇・奈良岡｛｝二 「1本娃築穿会大会字術講演梗 1980

概集く構迄系〉

強lP地動の二次兀的破壊能（その3） 滝沢　春男・奈良岡軒二 E！本建築学会大≦字：衛講演梗 1980

概集〈構造系〉

等価系羅換に些つくRC架構の強辰時損揚・｛至11壊条件 滝沢　春％・村1ニ…夫 B本建築学会大孟、惣ヨ髪術講演硬 1980

の定灘ヒ（その4） 概集く構造系〉

P一△効果をもチ耕した部材制御に基づくil贋RC建 滝沢　春男・関　　弘義 日本苑築学会大会字衛講演硬 王980

物の弓鮒く応答解析 。1兄　孝之 概集く構造系〉
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

有壁ラーメンの温度応力について一III 河部　宏宥・小幡　　守 同　上，989 1980

杭支持独立フーチングの鉛藏荷重時応力について一VI 細矢　　博・小幡　　守 同　上，1417 1980

大築　和夫・小川　繁紀

杭支持独立フーチングの鉛礁：荷重時応力について一Vll 大築　秘夫・小幡　　守 同　上，1凝9 1980

小川　繁紀・細矢　　博

杭支持独立フーチングの鉛颪荷瞬時応力について一Vlll 小川　繁紀・小幡　　守 上，1421 1980

大築　稲夫・細矢　　博

無筋コンクリート部材の収縮実験および有限要素法に 坪崎　裕幸・小幡　　守 岡　上，1833 1980

よる解析について一II 大築　和火・阿都　宏宥

凋辺部材を有する板の温度応力解厭 小幡　　守・阿部　宏宥 第3圓電子計算機利堀シンポ 1981

ジウム，〔3）

靱姓R／C架構の強震応搭解析に於ける柱部材の幾何 滝沢　春男 B本建築学会大会学術講演梗 1981

学的非線形モデル 目下く構造系〉

二次元地動を受ける建物の損傷条件に及ぼす入力・系 滝沢　春努・奈良周浩二 E体建築学会大会学術講演梗 1981

の異方牲の影響 概集〈構造系〉

周辺に都下を則する板の温度応力解析について（1） 小幡　　守・阿部　宏宥 同　上，1227 1981

周辺に都材を有する板の温度応力解栃について（2） 小幡　　守・阿部　宏宥 同　上，1229 1981

杭支持独立フーチングの鉛直荷重時応力について（IX） 細矢　　博・印築　和夫 同　上，1555 1981

小幡　　守

杭支持独立フーチングの鉛薩荷重時応力について（X） 大築　堅粥・細矢　　博 同　上，1557 1981

小幡　　守

鋼板溶接時の温度分板について 真柄　祥吾・小幡　　守 同　上，1789 1981

柴E日　捕二

周辺に部材を照する板の温痩応力傭析について一（3＞ 小幡　　守・阿部　宏饗 一本建築学会昭和57年度秋季 1982

村上　雅一 大会学術講演梗概集〈構造系〉
1001

周辺に部材を有する板の温度応力解析について冠4） 河部　宏宥・小幡　　守 同　上，1003 1982

村上　雅一

有壁ラーメンの温度応力について一（IV） 融！i　繁・小幡　　守 同　．L，1007 1982

阿部　宏宥・喜多村英司

杭支持独立フーチングの初亀裂萄重について 大築　和夫・小幡　　守 同　上，1745 1982

吉田　　繁

鉛薩荷重を受ける4本杭支持長方形独立フーチングの 吉田　　繁・大築　脚夫 同　上，1747 1982

一方向せん断破壊実験 小幡　　害

地動が振動系に為す熱事の関係式（1） 滝沢　春男 日本建築学会大会学術講演梗 1982

概集く構造系〉

地動が振動系に為す熱事の関係式（2＞ 滝沢　暴甥・関　　弘義 Ei本建築学会大会学術講演梗 1982

概集〈構造系〉

有限要素法による鉄筋コンクリート梁の弾塑姓解析法 勝水　幸人・小1播　　守 Ei本建築学会昭和58年度秋季 1983

の検討 大会学術講演梗概集〈構造系〉
1781

鉛1萱荷重を受ける4本くい支持長方形フーチングの実 吉田　　繁・大築　秘夫 同　上，2087 1983

験 ＝ll二割　　勉・西　　博朧

小幡　　守

偏心荷璽を受ける4本くい支持独立フーチングの実験 西　　博凍・大築　和夫 罰　上，2089 1983

土量　　勉・小幡　　守

鉛直荷重を受ける4掃くい支持独立フーチングのせん 大築　和夫・吉田　　繁 同　上，2091 1983

断耐力について 土屋　　勉・小幡　　守
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題　　　　　　　　　　　　　邑 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

有壁ラーメンの温．度応力について一（V＞ 鵬Lil　繁・大野　和男 問　上，2293 1983
小幡　　守・喜多村：英翼｝

有壁ラーメンの温度応力について一（V至） 喜多村英潤・小幡　　　守 問　上，2295 1983

ε｝雌1　繁

多次允地震動の時刻依存性スペクトル評価の一法 滝沢　森男 Ei本建築学会大会学術講演梗 1983

概耀く構造系〉

独立フーチング基礎の応力・変形ならびに終周耐力に 小幡　　等 日本建築学会北海道：支部講演 1984

ついて 会（札幌）

有壁ラーメンの混度応力について一（VID 繁・小幡　　守 日本建築学会昭楠59年度秋季 1984

喜多村英瑚・菊地　　　優 大会学術講譲梗概集〈構造系〉
1179

有壁ラーメンの澱度応力について一（Vill） 小幡　　嘗・串由　　繁 閾　上，1181 1984

：喜多村英罰・鳥井

有壁ラーメンの溜蔓応力について一（IX） 鳥井　信吾・小幡　　守 同　上，U83 1984

串山　　繁・喜多村英潤

有難ラーメンの温度応力について一（X） 喜多村英講・小幡　　　嘗 問　上，1185 1984

繁

フレーム竃換法による振の曲げ解析について一1 佐々木勝康・小幡　　守 同　上，1139 1984

有限要素法による粘性土地盤に載る建築構造物の沈下 土騰　　勉・内田　糎也 岡　上，2469 1984

過程解析　その1　解析方法 大築　和夫・小幡　　守

有限要素法による粘性土地盤に載る建築構造物の沈下 内田　哲也・土灘　　勉 嗣　上，2471 1984

過程解析　その2　解析結果 大築　和夫・小幡　　守

鉛直荷重を受ける5本杭支持独立フーチングの有限要 火回　和夫・酒　　博康 影ヨ本建築学会昭楠59年度秋季 1984

素法解析（1．杭反力及び板巌面の主応力度について） 土崖　　勉・小幡　　守 大会学術講演梗概集〈構造系〉
1899

鉛直煙霞を受ける5木杭支持独立フーチングの羽隠要 張　　博康・大築　和夫 岡　上，1901 1984

素法解析（王1．解析結果に基づく亀裂萄重について〉 土歴　　勉・小幡　　守

テンソル量としてのねじれ応答変形の平磁内分布 滝沢　春％ 日本建築学会大会学術講演梗 1984

概集〈構造系〉

梁崩壌素望C骨組を実現する桟・梁の［罫デ酎力比 滝沢　春男・関　　弘義 F日本建築学会大会学衛講演硬 1984

概集〈構造系〉

建築構造物に対する強農地動の破壊能の多次元的評価 滝沢　蓉男 昭和59年度科学研究費補助余 1985

と耐護設計法への応用 （一般研究B＞研究成果：報告書

無梁板建物の弾性立体解析について（1） 小幡　　嘗・佐々擁く勝禦 日本建築学会火会学術講演硬 1985

中井　庸央 概集

窟壁ラーメンの温度応力について（X王〉 烏口　信吾・小幡　　守 陶　上 1985

串山　　繁・辻井　泰入

鉄筋コンクリート建物の温度伸縮について（1＞ 養il・山　　繁・づ・幡　　守 同　．ヒ 1985

壁式構造物の弾性立体解叛について 佐々木勝康・小幡　　守 岡　上 1985

中井　庸夫

架構の塑性履歴応答結果のモード分解（其の…〉 滝沢　春男 Ei本建築学会大会掌術講演梗 1985

前集B

架構の塑性履歴1芯箒結果のモード分解（其の二） 滝沢　春蜀・関　　弘義 H本建築学会大会学術講1寡芝梗 1985

概集B

靱性に依存する鉄筋コンクリート造建築物の耐震設計 滝沢　雪男 昭和60年度稗｝翔院費補助金 1986

法の開発に関する研究 （総合研究A）硝究成果履乏告書

別冊

無梁板建物の弾性立体解析について（2） 小幡　　守・中井　昇i扶 ［i本建築学会大会学衛講演梗

T集
1986
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

無梁板建物の弾性立体解析について（3） 中井　庸夫・小幡　　守 同　上 1986

鉄筋コンクリート建物の濃度坤縮について（1王） 串虫　　繁・小幡　　守 同　上 1986

有壁ラーメンの温度応力について（XH） 辻1井　泰人・小幡　　守 同　上 1986

串山　　繁

壁式構造物の弾性立体解析について（2＞ 内LLI　学・小幡　　守 罰　上 1986

串井　庸夫

梁崩壊型RC架構の動的機構形成時に見られる非降伏 滝沢　春男・関　　弘義 厩本建築学会大会学術講演梗 1986

部位での応力ピーク性状（その1） 松本　公成 概集B

梁崩壊型RC架構の動的機構形成時に見られる郷条伏 滝沢　春男・縄　　弘義 日本建築学会大会学術講演梗 1986

部位での応力ピーク性状（その2） 概集B

梁崩壊型RC架構の動的機構形成時に見られる嬰降伏 滝沢　春男・関　　弘義 日本建築学会大会学術講演梗 1986

部位での慈力ピーク性状（その3） 概集B

ヒルベルト積分によるフーリエスペクトル対の相互変 滝沢　春男 日本建築学会大会学術講演梗 1987

換性 概集B

激震動を受ける梁崩壊型RC架構の非降伏部位が癒力 滝沢　春男・関　　弘義 Ei本建築学会大会学術講演梗 1987

ピークに達する際の反臨点位置 概集B

2次元時刻歴ベクトルのピーク値の方向性分布とRS 滝沢　春男・中LLI尚之 日本建築学会大会学衛講演梗 1987
一アンソル 概集B
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建築計画学第一講座

題　　　　　　　　　　　　　麟 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

（1＞単　　行　　本

F北海道の建築一背景と展認」：「北海道の建築1863一 日本建築学会北海道支部 丸太 1975
1974」序論 編（編集委翼畏　太田實）

欝小牧地域商業近代化地域計画報告書 飯田　勝幸（分組執繁） 商業近代化委貴会欝小牧地域 1975

部会

道都麟整備基本計漸報皆書 太田　　實（委員長：〉 脚継嫡整備協議会 1977

小林　英嗣他

日用圏における旧型撮興整備地帯の空闘構成に関する 太㎜　實・小林英嗣他 岡　上 玉977

調査報告書

「札幌の新しい街並」：新しい街へ 太旺】　寅（日曜） 札幌硝教育委畏会 1977

北海道と北欧・スカンジナビア3圏との経済・生活文 飯灘　勝幸（分霊執筆） 北方圏調恋会 1977

化交流に関する調査報告書

札幌の住宅・宅地事欝と都宿構造 純幌大会都市計爾部1玉［脇 闘本建築学会 1978

議会資料作成委員会
（委員長　太田　　蜜）

有珠山噴火と環境変動 太田　　實・小林　英醐 北海道大学 王978

“有珠山騰辺地域における防災を考慮した地域環境整 佐藤　　学（分撫〉
備の必要性と可能性についての考察”

小規模集落散在型社会におけるシビルミニマムとソー 飯穣　勝幸（分担執筆） 北海道環境保全エンジニアリ 1978

シャルユーティリティシステムに関する研究（総合研 ングセンター
究羅発機構助成研究）

札幌市における地区整備基本計嚢亘1の策定に関する研究 脳圧1勝巌 札幌市 1978

報告書

有珠由償火と環境変動 飯田　勝宰・石本　二昌三明 北海道大学 1978
“有珠出償火と観光都市・洞爺湖温泉街の安全効策につ （分損）

いて”　P．465－485

近代都衛札幌の形成過程 鰹饗　勝幸（分撫） 財M法人　日本文化会議 1979
「文化と［認土設計に関する調査」p．82－94

寒冷積雪地における都市の生橘環境とその整備に関す 縫製　勝幸（研究代表） 北海道庁 1979

る研究 松翫Li　忍供岡研究者）
北海道と北欧諸国（スウェーデン・フィンランド・ ｝li羅1：わキースチン

デンマーク）との比較研究 エイヤ・カリコフスキー

小樽運河とその周辺地区環境整備計画 飯田　勝宰・石本　幽明 小樽布 1979

他

北海道の住環境に関する｛主民の意識について 飯羅　勝幸（共著） 北方繊センター 1981

北方圏諸園との比較研究

往環境改警の方策及び指針について 飯田　勝索 旭搾瞳 1981

地区（連合住区）整備去彗本計1麟策定のためのケースス 飯田　勝攣（編・著） 榊晃市企醐調整器 1982

タディ報告欝

北海道の住宅および住環境のあり方に関する溺査報告 飯朗　勝幸（編・著） 北方1翻センター 1982

成長都市　　その特性分析 飯田　瞭捧（共：著） 明文護房 1982

（北海道大学ミックス研
究会編）

札幌駅北口地区スカイウエイ棊水計醐 太田　　籔（委員侵） 榊晃衛企画調整長善 1983

札幌山開ファッションタウン事例硲究報告書 岡ワーキング委翼会 札幌讃・札幌商二：1：二会議所 1983
（委翼長・編著飯EH勝L宰）

一129一



題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

21世紀をめざして榊晃を考える一指定都市10周年記念 飯田　勝幸（共著） 札幌市 1983

北海遊の地方中小郡市における南街臨空闘構造と環境 太田　　實・小林　英嗣 北海道住宅都市部 1984

整備計颪目標に関する研究 他

札幌市の観光の見灯しと提言「今窯新しい旅だちへ向 飯田　勝幸（共著） 札幌商工会議所 1984

けて割

地方中枢都市・札幌広域都市圏における地域空間構造 太田　　實・小林　英嗣 日本住宅総合センター 1985

の近年の動向に関する調沓研究報告書 大岩　浩一・太田　　充
笹島　勝人・神欝岡　隆
横田　重雄・山下　克章
山本　幸彦

北海道地方都市の都響構造と市街地整備に関する研究 小林　英嗣 学位論文 ！985

地方圏都衛における環境色彩とアイデンティティー個 ・1・林　英嗣（共著） 総合研究開発機構助成研究： 1986

性あるまちづくりと環境色彩計画一 （社）北方圏センター

穫雪寒冷地域における歩行者空闘の現況と計画課題に 小林　英嗣（共著） 購本建築学会北海道支部 1986

関する調査報告書

ウィンターシティの再生 Llvab歪e　Winter　Clty （社）北方圏センター 1986

一RESHAP王NG　WINTER　CITIES一 Ass．（編〉

小林　英属（監訳）

地方中心都市における地域空間構造の変容過程からみ 太蟹　　實（昭和61年度 文部雀科学研究費補助金…般 1987

た都市整傭課題に関する研究（北海道戦後の都市化過 研究代表〉 研究（B）成果報告書
程を通じて） 小林　英嗣（昭和62年度

研究代表）

北方圏都市の高齢型ヒューマンシステム 小林　英嗣（研究代表） 総合研究開発構助成研究：㈹ 1987

一新社会における人聞的都市環境の形成一 北方圏センター

（3＞邦　文　論　文

生活空間における，すまいのまわりの環境の評価につ 飯田　勝幸・石本　正明 日本建築学会北海道支部研究 1975

いて一1　都齋の環境評価に関する研究一3一札幌一 中澗　正憲・阿部　　弘 報告集No．44
1974

生活空間における，すまいのまわりの環境の評価につ 同　上 同　上 1975

いて一2　都市の環境評価に関する研究一4一札幌一
1974一

雇用力の地域分布より見た厨住立地モデルの研究 太田　　實・唯野　邦男 臼本建築学会北海道支部研究 1976

報告集　No．45

札幌市街地における地域構造の実証的研究一1（機能 太田　　實・小林　英嗣 罰　上 1976

的地域構造と地域核の考察〉 浜本　敏裕・紳谷　　亮
巨仲　雅順

札幌南街地における地域構造の実証的研究一2（社会 大撚i　實・小林　英嗣 罰　上 1976

病理的地域現象と屠住形態より見た考察） 木野　隆揺・高橋　一幸
三橋　　治

寒冷積雪地における住環境計画への研究 太田　　實・小林　英嗣 同　上 1976

叫・噛　茂樹

道都圏の地域構造の動向 太田　　實・小林　英網 薩ヒ薯毎i萱者i～読了第13　・14号，　／ヒ海 1976

中原　　宏・佐藤　　学 道都市学会
真鴫　二郎

年齢，在住年数，現佳地在住年数と生1吉空闘における 飯田　勝攣・石本　1至三明 日本建築学会北海道支部研究 1976

環境の評価について　都市の環境評価に関する研究一 中職　蕉憲・阿部　　弘 報告集　No．45
5一札幌　1974

購入，敷地面積，婬床面稜と生活空間における環境の 飯躍　勝率弓ε体　正明 岡　上 ユ976

評鱗について　都市の環境評価に賜する研究一6一札 中岡　iE憲・下部　　弘
幌　1974

数量化分析王類による属性別四馬係数について一1 飯旺1勝幸・石本　ぼ｝三明 同　．ヒ 1976

（都市の環境評欄に関する研究一7一札幌一1974） 中黒　正憲・阿部　　弘
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題　　　　　　　　　　　　　函 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

毎L準反の維持的変化よりみた都了1ゴ翼鮭間の構氾的把握 飯阻　勝繁 北海這春肺第13，14合併ナ， 1976
と都市成長モデルとしてのイルカ型磐度成長曲線の試 北海道都市学垂
み一入1嗜度の成長変化構造の詳卜画的視点からの考展

札幌糊辺市町村における地域黙劇とその類型化につい 大田　　買・小林　英幡 a本処築㌻壬北海道支部石lf究 1977
て一大都市月辺地域の地域の地域変容に関ζる夫証的 泊田　隆三・大川　1餌台 報轡集　Nα47
研究（1＞ 佐藤　達也・西壌　　兼

王力モデルによる地域構造の把握とその変容特性につ 太田　　實・小林　英嗣 問　上 1977
いて一大撫l」周辺地域の地域四谷に関する実鴨1的研究
i2＞

銚藤　　学

都衛機能の地域分布よりみた1要lll長途群の抽塩こ｝注す 小林　英羅・太田　　實 岡　上 1977
る轡グー北海道諸都毒における市街地の地域構造の実 中原　　バ・今呆　数期
読的研究（9） 小田　俗一・滝田　裕道

梼幌富内の住履也における冒常室活行為の季節的変化 太if｛　頁・小林　英繭 同　上 1977
について一積霊寒冷地域の都市環境塾1捕に；轟する研究 秋葉　公太・石橋　典朗
（2）

中村　利夫

1灘由國笹方式による住民のしが環境評価について一 飯田　海髪・石本　！1明 目本建築学会北海道支部研究 1977

一札幌一1975　数：L：化劉灘1による分析　都讃の環境 阿矯～　iμ、 報18集　No．47
評額に関する研究一8

小’；商議雄設の舞積とその分布構堂からみた小茅南国 飯ll｛勝歪・石本　正明 同　上 玉．977

地区｝1心核の形成傾1剛こついて　　2　地撒中心核 中岡　王｝三悪

形成に関する施設計画的研究　　　6

居柱地における街路構成の承節的変化について一駐　㌔ 太田　　實・小林　英嗣 日本建築学会北海道支部研究 1978

寒1μ地域の都宙壌境整捕に関する研想3） 帯村　1i波 報冨集　No．49

施設lll途の地域複合と用途才洋の類型化について一北海 小林　英鯛・獲麟　　買 岡　上 1978

遵諸都市における市街地の地域構造の実用勺研究㈹ 巾原　　宏・岡村　隆夫
塾・1舶　淳一・堀　　安雄

．1要施設用途による機能幕越地1ズの画定について一北 小林　英欄・太田　　實 同　上 1978

海道諸都市における布旧地の地域構造による実証的研 岡村　隆夫
究（11＞

施設用途のlh存牲よりみた都心機酔の立地関達構造に 小林　英嗣・太i　i；i　實 1磯　上 1978

ついて一北海道諦都市における市街地の地域構造の実 高橋　一宰
「薩的耐究（12）

施設粥蓬の複合立地よりみた地区の頚1蟹ヒについて一 小林　英嗣・太田　　實 同　一L 1978

北海旭議擬賄におけるll∫街地の地域構蕪の実言｛菱的研究
f3＞

木野　隆ll言

ノ1擬関連施設の自噴」迂1剰構造について一；｛ヒ海遺粛都衛 小林　英嗣・太野i　　賃 悶　．ヒ 1978
における市街地の地域構造の爽降1｛．的研究⑯ 中原　　宏・杉嘘　英一

小売商業施設の集積とその分布傾向について　札幌一 飯田　勝幸・ゐ本　至i三明 匿｝上 1978

1970・1972・1974（地区中心核形成に関する施設計醐 池H／l宏俊
的研究一7）

業種鴉にみた小ッδ商叢施設の集積・分布顛円について 飯田　勝辛・石本　Li三明 同　上 1978

札幌一1974（地区中毛・核形成に関する施設計l1111的研 おii｛聖冷
究一8＞

農村からの移伝による生が環境条件の変化に伴う住民 飯田　勝幸・イ1本　正明 岡　上 1978

の忘識の変化について　十勝國豊頃町一1977（都市の 南　　慎一
環境評緬に関する研究一9）

L驚往の量論調査にみる生活環境に関する意識の肥れに 飯田　勝攣・z…本　1三：1り・1 罰　上 1978

ついて一1（都布の環境評郁iに関する研究一10） 渡辺　広明

都市環境における魅力要困について一1　一住みやす 飲絹　勝幸・石本　ji彗サ・」 岡　．ヒ 1978

さ一　小樽一1977（都市の耳1境1：蓮痔に関する研究一王1） 佐藤　芳醇ll

都衛壕境における魅力要麟について一2　一視覚的魅 飯i墨1勝等・イ1本　】E明 岡　」． 1978

力要閃一　小樽一1977（都田｝丁の環境評価に関する羅 宕下　克則
究一12）
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

都南環境における魅力要閃について一3　一近所づき 飯浦　勝幸・石本　正明 同　上 1978

合い一　小樽一1977（都市の環境繭紬に関する研究一 横劉　三二
13＞

都斎環境における魅力要困について一4　一買物・レ 飯田　勝幸・石本　正明 【司　上 1978

クリェーションー　小樽一1977（都市の環境評価に関 鈴木　　渉
する研究一14）

路線商店街の環境整備に関する考察（札幌街の場合一 小林　英嗣・太田　　實 iヨ本建築学会北海道支部研究 1979
1978） 平田　徹雄 報告集　No．50

既成市街地の環境整講を前提とした地区特性と類型化 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1979

について（札幌市の場合一1978） 秋葉　公太・小笠療邦夫
／」、Σ詳　　　　幸男　　。　新イ呆　　　　幸一

既成市街地における都市環境整備の計画論的一考察 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1979
江田　隆：三

複合立地性より見た市街地内の施設用途の結合性につ 小林　英嗣・太Elll　實 岡　上 197向

いて（北海道諸都市における市街地の地域構造の実証 中原　　宏・西垣　　栄
的研究一15）

代表施設幣途との立地相溺よりみた機能逮関モデルに
ﾂいて（北海道諸都市における市街地の地域構造の実 綴英嬰：温言 岡　上 1979

証的研究一16） 大岩　浩…・沢田　貞和
長堀　嘉一

施設ポテンシャルよりみた施設用途群の分布パターン 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1979

について（北海道諸都市における市街地構造の実証的 中村　利夫
看テ院一17）

地区計画の実現過程についての考察一都市の環境整備 小林　英鵬・太田　　’ 日本建築学会北海遵支部研究 1980
計醐に関する研究② 中山　淳一 報告集　No．52

代表施設用途の地域分布と朋途地域について一北海道 小林　英嗣・太田　　實 購　上 1980

諸都市における市街地の地域構造の実証的研究働 堀　　安雄

施設用途の圏域構造よりみた立地訓i価モデルに縄する 太田　　實・中原　　宏 同　上 1980
考察一都市の土地利用変動モデルに関する研究一1

路線商店街の環境整備に関する実証的研究一2一経営 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1980

者からみた商店の実態・評価・計画について 江田　隆三・高清水　寧

路線商店街の環境整備に関する実証的研研究一3一建 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1980

物廻りの空問利用実態・評髄と整備課題について 江田　隆三・高清水　寧

市街地内部における施設用途の立地連瀾分析による空 小林　英嗣・太田　　實 日本都南計画学会学術研究論 1980

浮構造の把握について 文集　No．15

市街地における施設用途の立地連関に関する考察 中原　　宏・太曙　　實 岡　上 1980

器内町における公営住宅地の実態について　岩内畷一 飯田　勝幸・石本　正明 EI本建築学会北海道支部研究 1980

1979（都市の環境評価に関する研究一15） 下下　克則 報告集　No，52

公営住宅翻地における雨空闘の実態とその利用状況に 飯詰　勝準・石本　正明 同　上 1980
ついて一その1　岩内町端蟹1地一1978（都市の環境評 松岡　　厩
価に関する研究一16）

公営像宅1撫也における外空間の実態とその利用状況に 飯　EH　　　　勝幸　　，　塔写本　　　　正章男 岡　上 1980

ついて一その2　岩内瞬栄団地一1978（都市の環境評 三皆　禎志
価に関する研究一17）

公常住宅繍地における像空酵llの増築の実態について岩 飯田　勝幸・石本　正明 同　上 1980
内巨ぎ∫栄団地ヨ978 小早糾　規

近代都市計瞬理念の系譜に関する一考察 太田　　費・小林　英嗣 目本建築学会北海遂支部研究 1981

難山嵐武徳・新倉　　隆 報告集　No．腿

市街化区域内の農地利用特性とその動向一札幌市を澱 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1981

象として 寺島　｛申一一
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題　　　　　　　　　　　　　貝 著　　　者　　　名 発　衷　機　関　名 年

代用施設用途の車越した地区の特性に関する基礎的研 小林　英閥・太i王】　實 同　上 1981

究一旭川讃のケーススタディ 伊藤　良介・松本　佳入

市街地における施設用途の立地要魍分析一都市の土地 太田　　簑・巾原　　宏 同　上 王981

利周変動モデルに関する研究②

既成碍了街地の特性と市街地整備計画手法に関する基礎 小林　継嗣・太田　　實 岡　上 1981
的研究・都宿の環境整備に関する研究（3） 小笠原邦夫

路線商店街とその周i脚謝主地区の環境整備に関する研 小林　英嗣・太田　　蜜 購　上 1981
究《1） 小平　幸央・相馬　　仁

薗部谷　…い

路線商店街とその周辺居イ主地区の環境整備に関する研 小林　英嗣・太闘　　實 瞬　上 1981
究一（2＞ 小平　幸夫・根隅　　仁

南部谷　真

爆心円的地帯区分による札幌市の製造工業施設の空間 蜘：fi勝L幸・石本　工蕪明 同　上 1981

分布特性　i　　都市型工業施設の研究　2 石塚　　弘

札幌市都心外縁部における小規模零細製造工業施設の 飯田　勝幸・石本　正明 岡　上 1981

実態　1　　都市型工業施設の研究　3 石様　　弘・荒木　　毅
菅原　千秋

札幌市都心外縁部における小規模零細製造工業施設の 飯田　勝幸・石本　正明 剛　上 1981

実態　2　　都市盤工業施設の研究　4 石塚　　弘・荒木　　毅
菅原　千秋

北海道の巾小都南における下宿環境整備計画諜題の把 小林　英嗣・太田　　實 日本建築学会北海遵支部研究 1982
握一都市環境整備計醐に関する研究（4＞ 長堀　嘉… 報告集　No．55

都市の環境整備における都市環境整備基本計画の必要 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1982
性について　　都市の環境整備計画に関する研究（5＞ 長堀　孫～

都心及び都心縁辺部の地域・地区特性の類型的把握一 小林　英嗣・太田　　實 魁　上 1982
北海道諸都衛における衛街地の地域構造の実証的研究 佐々木俊也・幅田　環｛i喜
（20＞

代表施設用途卓越地区の分布からみた都市構造パター 小林　災嗣・太田　　蜜 罰　上 1982

ンの都市間比較一北海道諸都市における市街地の地域 幅田　雅喜・佐々木俊也
構造の実証的研究⑳

市街地内の地区・街区特性と用途地域制についての考 小林　英嗣・太田　　實 同　上 玉982

察一北海道諸都帯における市街地の地域構造の実護的 大柳　佳紀
研究＠2）

路線商店街と周辺1莚撫三地の環境整備課題と計画翻標に 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1982
ついて一路線商店街の環境整備に関する実証的研究㈲ 木本　　晃・伊藤　隆志

路悪妻店街と周辺厨往地の環境整備手法について一路 小林　英嗣・太田　　實 隅　上 1982
線商店街の環境整備にi鋤する実証的研究く6） 伊藤　隆志・木本　　晃

近隣生活空閣における望歯間利羅の実態について一札幌 飯m　勝宰・石本　≧：1三明 縄　上 1982
了圏真駒内上町，1981（都市の環境評価に関する研3篭一 佐々木隣人・印藤　太郎
19＞

冬期における近隣盤活空闘の利屑実態について一札幌 飯田　鱗葉・石本　正明 岡　上 1982

帯・真駒内上晦，1981（都市の環境評イ泄iに関する研究一
20）

近隣生活空間における隔地の利溺実態について一札幌 飯H；i勝幸・石本　正明 同　上 1982
了i了・真駒内上町，1981（都市の環境評価1こ関する研究一 橋本　芳一・佐々木啓入
21）

近隣生活空悶における駐車の実態について一札幌市・ 飯i蓬ll勝幸・石ポ　ユ1こ明 同　上 1982

真駒内上畷，1981（都市の環境評価に関する研究一22） 印藤　太郎・串村　庄滋

近隣生活劉lllに羅かれている雑物の実態について一札 飯田　勝幸・石本　鑑明 同　上 1982

幌衛・翼駒内上町，1981（都帯の環境評価に関する研 中村　庄滋・荒谷　紀之
究一23）
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

近隣生活空Mにおける塵i唱集合とその1一住兜鰐の評価 飯田　勝幸・石本　正明 醐　．L 1982

について一札幌市・耳駒内上町，1981（都市の環境評
価に関する研究一24）

近隣生活空尉における戸外生滅些悶の評価について一 飯田　勝幸・石本　正明 同　一ヒ 1982

札幌市・冥駒内上町，1981（都珈の環境評価に関する 荒谷　紀之・嬌本　芳一
研究一25）

入目集中地区の変谷からみた北海這都市の市街化に関 小林　英嗣・太田　　實 日本建築学会北海道又ご，［～研究 1983

する研究一北海逼諸都市における帯街地の地域構造の 前川　芳範 汲告集　No．56
実は；li的研究一23

各種施設用途の晒布からみた地方中心都衛の空闘構這 小林　災嗣・太田　　冥 瞬　上 ！983

と変容過狂に関する研究一ド広宿一北海道諸都市にお 根本　俊郎
ける市街地の地域構造の実正的研究一24

地方rlひ都市における都心域の空閏構造と変容過程に 小林　英嗣・太田　　實 同　i：二 1983

関する研究一帯広市一北海道諸都市における市街地の 大畠　俺紀・小篠　隆生
地域構造の実証的研究一25

地方中心撫国こお1ナる既成市街地の空ll構迄と変容過 小林　英醐・太田　　賃 同　上 1983

程に関する研究一北海遠鰭肺における市街地の地域 西出健一一郎

構造の笑正目研究一26

地プ」中心都了1ゴにおける市街地縁辺部の空聞構造と圏谷 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1983

過程に関する研究一北海逗マ邦市における市街地の地 小笠原邦夫
域村遣の夫証的研究一27

札幌市街地外目」i～1こおけるスプロール地域の「山地秘用 太田　　實・小林　英鵬 同　上 1983

特性とその動向について 長淵　義道

回目空地の実態と計画課題に関する研究一札幌市の栃 小林　英嗣・太田　　實 圃　上 ！983

合一地区・街区の糸観計画に関する研究　その1 中村　秀治

環境管理計画における土地利用計画の位田・役割に閲 太田　　簑・小林　英嗣 i拠　上 1983

する考察 蒲田　　浩

環境翫備計画における詩課題と合意形成過程に関する 小林　英爾・太田　　實 同　一L 1983

一珊珊一都市の環境整伽苛卜繭に関する研究㈲ 中山　淳…

住宅地における信民の最観甑識に関する基礎的研究一 ブm　　實・小林　喪中 同　上 1983

札幌一地区・街区の京観計画に関する研究　その2 大岩　浩一・渡辺　　治

路線型商店街と周辺層往圭也の環境整備計嚥課越につい 小林　英嗣・太田　　實 ［i本者陣計醐学玄マ：術窃チ究論 1983

て 文集　No．18

地価形成委囚よりみた都市の土地利用変谷予測に関す 中原　　宏・太田　　賃 同　上 1983

る考展

北海道における広域都事i」幽の類型化とその形成過殺に 太田　　實・小林　英嗣 rl本建築装会北海道支部研究 ！98崔

関する考奈一北海逼における広域都市囚構造の実証的 太田　　充 報答集　No．57
研究（1＞

地方中心都市をP核とした広域都市圏の地域構造の動 太旺1　　　　　釜童　・　／」、季木　　　異簡司 詞　上 1984

珂に関する山祭一北海遭における伝域都市圏構造の実 大暑　浩一
証的研究（2）

市街地の計画課題に関する終礎的考察一北海道山都虚 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1984

における賛3街地の地域購迄の露量ll的研究㈹ 小笠房（邦夫

地方中心il市における既成市街地の内部構造特件の把 小林　英嗣・太iま1　實 ［司　．［． ！98婆

万一北海］亘諸都制こおける市街地の地域構造の芙譲1的 幅騰　雅喜・紳宮宵1隆
研究（29）

地方中心都市における既成由街地の土地利用計画課題 小林　婆嗣・太B、｛　實 i講　上 玉984

に関する考察～北海道渚都宙における稚鮎地の地域構 串F田　雅喜・神市司　1隆
造の凱証的研究⑳

地方中G邦市における市街地外周部の南街化とその動 小林　英嗣・太E正i　兵 同　上 1984

向の把握一北海道”爆縮了における市街地の地域構造の 千田　雅明・縫島　勝入
実，，摂三的研究（31＞
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

地方1已・都市における了一封引外月郭の形成過程からみた計画湶題に関する考察一北海道諸都市における了I」街 小林　英嗣・太田　　賛千田　雅明・郷ラll券入 岡　．L 1984

地の地域構造の実讃的朔究働

北海道における考1賄鶴の形成過駈と中心都市の市街化の動態について

小林　英嗣・太聞　　實 EI本都市計画∫：会学術研究論
ｶ舞．No．19

1984

太田　　買・小林　英欄山下　冤辛・大岩　浩一 1日本建築学会北海道支部研究
�随W　No．58

1985

土地利贋の変容からみた榊晃広域都市四の構造につい
ﾄ一北海毒における広域都市四構造の失舐的研究（4）

太田　　實・小林　英嗣山本　幸疹・大岩　浩一
同　上 1985

北海遵都市の人口変動からみた南街地形成過手“．につい
ﾄ一北海道評都市における衛街地の地域構造の実証II勺

小林　英爾・太田　　’達墨　　．，’，び・i珂部　具樹

同　上 1985

研究㈱

北海蝦における都心域の空間構造について（道内25都 太田　　貢・小林　英嗣 同　上 1985
了1∫を対象として）一北海道駕都市における市街地の地 桜羽　一郎
域構造の実子三的研究㈲

地方都讃における市街地幹線道路の沿道地匿の機目皿 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1985
成について（北見市・1竜川市の堵合）一北海道諸都廊に 菊池　　イ｛

おける市街地の地域構造の実証的餅網㈹

地力中心都市の市街地形成と広域的了i了街化動陶につい 太田　　實・小林　英嗣 【ヨ本建築学会北海適又，［～研究 1985
て（帯広市・北見市の場合〉一北海道渚都市における衛 中村　秀治・漆崎　洋人 報｛」集　No．58
街地の地域構造の実鉦的研究鮒

既成了｝蛸壷地における戸’住者の意識からみた住環窺悠備 小林　英囲・太田　　實 嗣　上 1985
課題について（北見市・滝用市の場合）一軸宿の環規艦 西周健一郎・今野　　写
構計醐に関する石lf究（7＞

楽｝1市街地履住者の住み替え履腿の実態について（北児 小林　英鵬・太田　　實 同　上 1985

か滝川宿の与A＞一都71iの坂境整備計闘に関する研究
i8＞

織紐　敏雄

都市における押往者の生濡翁動形態からみた信宅地整 小林　英嗣・太田　　賃 問　上 1985
備について（札幌市を事例として）一都市の環ち整備膏卜 1田辺　　治
醐に腿する研究（9＞

地方輪廓の路線商店街における住居併用店1彗の実態に 小林　災嗣・太田　　實 同　上 1985

ついて（滝川市の場合）一路工商1薄街の環境驚備に関す 眉山　　剛
る実証的研究（7＞

北海道の地方都下i了における市街化動河と環境戦備陰標 太田　　賃・小林　英嗣 北海道都市掌会年報「北海道 1985

について 都制　　No．22

都τ1ぎにおける暦住者の行動形態から児た住宅地整備課 渡辺　　治・太ii｝1　　頁 翔本建築学会学術講演梗概集 1985
題について（札幌衛を∫例として） 小林　英嗣 〈都衛計画〉

歩行蒋のための小公爵の㍗目構成手法に関する…考暴 李　　栄大・太ill　實 日本建築学会北海道支部研究 1986
（ソウル衛を事例として） 報膏集（計画系）No．59

地方中心都市圏における計画的住宅地形威の動向につ 太し鷺　　　　　釜｛　・　ノ」、オ暫く　　：英戯訓
同　上 1986

いて（帯広隅，釧路圏の場合〉一北海道における広域都 笹島　勝人
了iゴ圏構造の実”揃勺研究（5）

通勤流動現象からみた都了h囲の広域化とその変容動向 太田　　冥・大饗　浩一 同　上 1986

について～北海道における広域都市圏構造の実訂的石1管 小林　英酬
究（6）

趣力流動現象からみた広域皇恩圏内布町村の結合バタ 太EH　　賃・ソ岩　浩一 同　上 1986
一ンについて一北海道における塚域都71」剛構造の夷証 小林　喪嗣
的研究

共イ｝㌣同の実態からみた住宅衛街地計画の乎法につい 小林　災醐・太田　　實 同　上 1986
て（道内の戸建住宅了1丁街地を対象として）一住完斬鍬也 横繊　重雄
の整備計画に関する研究（D

地ゐ都市における擁∫街化の引目と．i・活関連施設の立地 小林　英嗣・神冨揖］　隆 岡　一ヒ ！986

履歴について一都市の環桟整備計1畦麺に関する研究（10） 太田　　實・大堀　広1：
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題　　　　　　　　　　　　　自 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

生活問連施設の立地動向からみた了雛茸地の拠点的整構 小林　英嗣・大堀　広宣 同　上 1986

について（釧路市の場合）一都衝の環境整備計画に関す 太田　　實・神宮司　隆
る研究⑪

r國・都市における既成市街地の密度構成の変容につい
ﾄ（帯広市，北見宙の場合）一北海道諸都市における市

小林　英嗣・遠藤　蕉隆
ﾄ藤　文彦・太田　　實

同　上 1986

街地の地域構造の実説的研究㈹

中小都市の市街化進行地域における機能混在地区の動 小林　英嗣・太田　　實 同　上 ！986

向について（帯広市，北兇市の場合）一北海道諸都市に 遠藤　昭夫
おける誰街地の地域構造の実誠的研究㈱

地方巾枢都市・札幌広域都南圏における地域空間構造 太田　　實・小林災嗣 住宅・ニヒ地問題研究論文集〔第 ！986

の近年の動陶に関する調査研究 8集〕

都市窯問における入口齋度分布の変容に関する研究， 飯田　ll券幸・石本　正明 日本都市計画学会学術研究論 1986

人ロ蜜度の増無，減少街区の分布傾向について，札幌一 文集ω

1975～1980

既成市街地における生活関連施設の立地・集稜と市街 小林　英嗣・太田　　實 日本建築学会北海道支部研究 1987

地特性（釧路市を事例として〉一軸衝の環境整備計画に 諏訪　伸輔・椿谷　敏雄 報告集No．60
関する研究（12＞

生活関連施設の集積型と市街地内の拠点形成（釧路市 小林　英嗣・太旺i　實 罰　上 1987

1を事例として）一都市の環境整備計爾に噛する研究㈱ 椿谷　敏雄・諏訪　坤輔

既成市街地における人口安定的地区の雇｝住環境評緬と 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1987

民住意向について（釧路市，北見宙，滝川市を事例と 今野　　亨
して）一都市の環境整備計醐に関する研究㈹

既成市街地における人［二1安定的地区の暦住環境評欄構 小林　英嗣・太穏＝｛　實 圃　上 1987

造について（釧路市，北見市，滝川市を事例として〉一 今野　　亨
山斗の環境整備計画に関する研究㈲

沿道市街地の空閥構成と倥民の整備意向について（釧 小林　英嗣・太田　　實 岡　上 1987

路市を事例として）一都市の環境整備計画に関する研 菊池　　靖
究㈱

中小都市既成市街地の土地区画整備地区における土 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1987

地・建物の変容について（北見市を如露として〉諸阿i 由本　宰彦
の環境整備計画に関する研究（1？）

地方巾小都市の講三無腸系月洋酢地域の施設立地動向にっ 小林　英嗣・太巨1　實 同　上 ！987

いて（北見竃を事例として）一北海道諸都田における市 阿部　真樹
街地の地域構造の実証的研究㈹

；＝例・都市の二［二業幕越南街地の讃街化進行過程について 小林　英嗣・太田　　餌’ 同　上 1987

（釧銘市を事例として）一北海道諸都市における帯街地 太田　隆一
の地域構造の実証的研究㈱

人1コ及び世帯からみた地方中心都市の既成市街地特性 小林　英嗣・太田　　實 同　上 1987

と住居系土地利用の動肉について（釧路市を事例とし 津崎　洋人
て）一北海道諸都市における市街地の地域構造の実証
的研究（lo）

（4）そ　　の　　他

遊都圏における地域構造の動向 太賑　　實・小林　英嗣 第！4回北海道都市学会研究発 1976

中原　　宏・佐藤　　学 表会硬概集
真嶋　二郎

人口密度の継時的変イヒからみた都市空闘の構造的特性 飯田　勝幸・石本　正明 第14國北海道都市学会研究発 1976

の把握について一1　一粍幌市の場合一 表会梗概集

北海道立近代美術費官の建築 太E｝i　實 「建築文化」Vol．32　No．371 1977

北海道立近代美衛館の設計 太田　　實 「新建築」Vol．52，　No．1 1977

北海道立近代美衛館の設計意麟 太田　　實 「日経アーキテクチュアjg・5 1977

北海道立近代美術館一空間構成上の主眼 太田　　實 「建築画報」Vo1．13，　No．7 1977
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題　　　　　　　　　　　　　租 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

柳宿機能の立地連関よりみた主要構成用途群の抽出に 小林　英嗣・太田　　實 El本建築学会大会学術講演硬 1977
ついて 中源　　宏 下篇仲臨）

札幌周辺地域の地域変容に関する実証的研究 太田　　蜜・小林　英嗣 属　上 1977
佐藤　　学

粕ケ丘の家 太田　　實 「建築文化」Vol、33，　No．376 1978

北海道大学百年記念館 太田　　實 「麟経アーキテクチュア」60 1978

札幌圏の地域構造の動向（E体建築学会大会者肺計醐 太田　　實 「建築雑誌」93，1139 1978
部門研究協議会主題解説）

施設用途の立地分析よりみた代表施設用途（北海道諸 小林　英嗣・太田　　實 1三1本建築学山火会学術講演梗 1978
都市の地域構造解析　　玉） ヰ1原　　宏 概則（北海道）

代表施設用途の空間分布とパターンと都市空闘構造 小林　英嗣・太田　　實 岡　上 1978
（北海道諸都市の地域構造解叡蓄王の 中原　　宏

生活環境施設の分布連醐と鵬域構成（北海道諸都市の 太田　　實・小林　英嗣 岡　上 1978
地域構造解析　m） ゆ源　　宏・杉本　英一

有珠撫償火に伴う周辺集落の影響調査一その1一有珠 太田　　實・小林　英嗣 第ユ5懇北海道都心学会研究発 1978
由周辺4市町村の地域特性の類型化について 佐藤　　学 表会梗概集

窟島記念館 競｝ll勝幸 鉦1経アーキテクチュア，〔57〕 1978

窟珠LLI噴火に伴う周辺集落の影響調査一その3一観光 飯田　勝索・石本　エ｝三明 第15翻北海道都市学会研究発 1978
都市，洞爺湖温泉街の安全対策について 表会梗概集

既成甘f街地の環境変容と都市計醐上の諸問題（昭和53 飯H：1勝攣 E｛本建築催二会日召和i53年壌1大歪セ 1978
年度51本建築目凹都市計醐部門協議会資料） （札幌）都ぎ1購購醐～門協議会

忙中環境整備と都了ニド環境整備計画 小林　英嗣・江田　1隆三 第17繊北海道都布学会研究発 1979

太田　　實 表会梗概集

地区建設計画制度に何を期考寺するか 太田　　實 「a十u」Vo1．11⑪，137 1979

北海道の土と技術で北国のイメージ作りに挑戦 飯田　勝幸 北方簡，（26〕 1979

北海道立近代美感館再考 太ぎ｝｝　實 ド建築爾報」Vol．1菊，33 1980

新地域細塵における建築の方向 太田　　實 「建築雑誌」（日本建築学会〉 1980

1169．96

地方の時代の都瑠づくり 太田　　實 第42玉詞閨福祉・ll題会議（全 1980
国市長会）

コi＝澗市立博物館 笠窪　　實・松田　真人 日本建築学会北海道支部建築 1981

作晶発炎会作品集一1

士別了i了立博物館 太田　　實 r建干文化」429，1251 1982

静岡城北の家 太田　　實 岡　一L 1982

風土と表現 太田　　實 噺建築」57，2ヨ嘆3 1982

帯広首年記念館 沸騰　　實・都市設計研 「日経アーキテクチュア」 1982

山海 Vol．ユ75

帯広欝儲蓄念艶 太田　　實・松田　：真人 1三1本建築学会北海道支部建築 1982

他 作品発表会作品集一2

公開空地の実態と計隔課題に関する研究（札幌宙の場 ．小林　英嗣・中村　秀治 日本建築学会火会学術講演梗 1983
舎） 太i：｝二｛　實 概集（北陸）

傭宅地における億民の三1モ観意識に関する碕究（札幌衛 太［1：i　實・渡辺　　治 瞬　上 1983
の場合） 大岩　浩一・小林　英嗣

公開空地の意義と役飼 太田　　實 訟共建築」106 1985

都心空聞の樗編成と歩行空間 小林　英嗣 者i～君了惜j題言周イ11…報　No．13 1986
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題　　　　　　　　　　　　　iヨ 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

地方都市圏巾心都市の通勤流出購造の研究（專門・技 大岩　浩一・太賑　　實 日本建築学会学術講演梗概集 1986

術職及び管理職について） 小林　英嗣 〈都市計画〉

地方中心都市圏における住宅地彩成の動向に関する購 笹島　勝入・太田　　寅 同　上 1986

究 小林　英鵬

既成市街地における密度構成の動向一地方都窃の都市 小林　英嗣・斉藤　文彦 問　上 1986

構造と誰街地整締に関する研究（1＞ 太田　　實・遠藤　正隆

市街化進行地域における機能混在地区の動向一地方都 小林　英嗣・大田　　實 同　上 1986

市の都市構造と市街地整備に関する研究く2） 遠藤　昭央

雲1擬孟踊遮施1投の立地動角について一地方都市の都布構 神宮鶏　隆・大堀　宏寛 同　上 ／986

造と市街地整蠣に溺する研究（3） 太田　　實・小林　英嗣

共窟空間の実態からみた住宅市街地計画の手法に関す 横田　重雄・太田　　實 同　上 1986

る研究（芦建住宅市街地を対象として） 小林　英嗣

地下鉄開通に伴う駅liq辺地域の人口密度分布構造とそ 飯田　勝幸・石本　駕明 日本建築学会大会学術講演梗 1986

の変容について　都市の主要機能と人に1密度分布構造 概集（北海道〉

に関する研究一1

再都市化への視点 小林　英嗣 北海道都窃計画協会 1987
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都市環境工学講座

題 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

②　欧　文　論　文

翁。μnd　propagation　over　a　depressed　roa（i　havingfln三te　impedances

Masald　Hasebe　and
jozo　Kaneyasu

12th夏nternational
bongress　on　Acoustics

1986

Tronto

Acous亡ic　wave　propagat量on　over　a　depressed　road Masaki　Hasebe　alld JQurllal　of　the　Acoustica1 1987
having　finite　impedances K：ozo　Kaneyasu Society　of　Japan（E）8，3

（3＞邦　文　論　文

切土構造における道路交通騒齋の予測方浸で 長谷部il三基・金安　公造 El本密響学会騒帝研究会 1987

資料番号N87－01－4

ファジィ多属性効用理論の定践化と水道システム評価 永野　孝一・金安　公造 こ：1二木計画研究言禽文集5 1987
への適規

（4）そ　　の　　他

切土構造における騒齋減衰の苧測手法 長谷部正基・金安　公造 止木学会講演論文集，No．9 1986

ファジィ理論による重みづけ手法について． 永野　孝一・金安　公造 土木学会年次学術講浄乏会 1986

多属性効用理論lgよる水道の評価 永野　孝一・金安　公造 第5［烈知識二i：二学シンポジウム 1987

ファジィ多属性効用関数の購成とその性質について 永野　孝一・金安　公造 第13團システムシンポジウム 1987
講演言命文集

ファジィ位相艶開と分離公玉il！について 永野　孝一・金安　公造 第3匡llファジィシステムシン 1987

ポジウム講演論文集
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土質工学講座

題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

（1＞単　　行　　本

烹質試験法（第2回改訂版） 北郷　　繁・三［正i地利之 土質工学会 1979
（分　担）

（2＞欧　文　論　文

Change　in　Undrained　Shear　Strength Toshiyuki　Mitachi， Soils　and　Foundations， 1976

Characteristics　of　Saturated　Remolde（l　C正ay　due Shigeru　Kitago Vol．16，　No，1

to　Swelling

The　Influence　of　Stress　History　and　Stress Toshiyuk｛Mitachi　and Soils　and　Foun（lations，19 1979

System　on　the　Stress－Strain・Strength王）roperties Shigeru　Kitago 〔2〕，45

of　Saturated　Clay

Undrained　Triaxial　and　Plane　Strain　Behaviour Toshyuki　Mitachi　and Soils　an（玉Foun（玉ations，20 1980

of　Saturated　Remolded　Clay Shigeru　Klitago 〔1〕，13

Closure　for‘‘Undrained　Triaxial　and　plane　Strain Toshiyuki　Mitachi　and Soils　and　Foun（玉ations，21 1981

BehaviQur　of　Saturated　Remolde（玉αay” Shigeru　Kitago 〔2〕，137

DiscussiQn　on‘‘Prediction　of　Undrained　Strength Toshiyuki　Mitachi　and Soi正s　and　Foundations，23 1983

of　Overconsolidated　Clay，’ Shigeru　Klitago 〔1〕，123

‘‘

ci互atancy　of　Clay　dur｛ng　Secondary ｝｛areyuk：i　Yamaguchi Proc．7th　Asian　Regiona1 1983
Consolidation Toshiyuki　Mitachi　and Conference　on　SMFE，

Shigeru　Kitago Haifa

（3）邦　文　論　文

グラスビーズと粘土の混合土の強度特性 北郷　　繁・奈良　憲昭 土質工学会北海遵支部技術報 1975

真貝　次郎・横塚　　享 告資料第15号

圧密・膨張による飽和粘土の非排水強度特性について 三田地利之・北郷　　繁 上 1975

月i島　崇則・武照　　覚

粘性土の強度特性におよぼす応力履歴の影響について 佐野　倍厨・北郷　　繁 土質工学会北海道支部技術報 1976

三田地利之・高橋　耕平 告資料第16暑
橋本　薩蔵

火山灰土のせん断特性におよぼす粒子破砕の影響 北郷　　繁・神谷　光彦 同　上 1976

石橋　洋一・石丸　幸一

飽和粘土の強度特性におよぼす圧密圧力の載荷法の影 北郷　　繁・三田地利之 同　上 1976

響について 三浦　清一・山崎　芳樹

平面ヒズミ状態における粘性土の強度特性について 北郷　　繁・三田地利之 岡　上 1976

三浦　清一・鈴木　英一

飽和砂の非排水強度特性におよぼす動的繰返し載荷の 北郷　　繁・土岐　祥介 同　上 1976

影響について 鎌田　　彰・片岡　　博
藤森　一野

繰返し載荷を受ける乾燥砂の力学特性 北郷　　繁・土岐　祥介 土質工学会北海道支部技術報 1977
鎌日ヨ　　　　章多　・f左藤　　戴三員1ま 費資料，第16号
桧垣　久則

紳張状態における異方崖密粘土の強度特性について 北郷　　繁・三斑地利之 詞　上 1977

神谷　光彦・近藤　始郎
吉本　祐二

平面ヒズミ状態における粘性土の強度特性について 北郷　　繁・三田地利之 土質二E学会北海遵支部技術報 1977
（第2報） 三浦　清…・佐藤　正朝 告資料，第16号

橘　　孝則
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題　　　　　　　　　　　　　罠 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

飽和粘性土の強度特性におよぼす応力系，応力履歴の 北郷　　繁・三田地利之 土質工学会北海道支部技術報 1978
影響 武Hヨ　覚・近藤　始郎 告資料，〔18｝，3！

混合土の罪排水セン断特性について 北郷　　繁・三浦　清一
ｵ峨　広勝・坂［lli和幸

四二描1響糊lt∫報 1978

混合土の非排水セン断特性について（第2報） 北郷　　繁・三浦　清…
ｲ々木　朗 二階欝樒倣柵lf報 1979

二次圧密を受けた糖性土のセン断特性について 北郷　　繁・三田地利之
R肖　晴幸・宮辺　啓郵i

土質工学会牝海道支都技術報
Q集，〔19），65

1979

糖性烹のせん簸特性におよぼす11寺間効果に関する実験 北郷　　繁・ヨ羅也利之 土質二1二学会北海道支部技術報 1980

的研究 山「満　晴宰・佐藤　宏明 告集，〔201），89
二1：：藤　　豊

粘性二しの変形特性におよ1ます応力経路の影響について 北郷　　繁・三田地利之 烹質二II：＝学会北海道支部技術報 1981

総湯　伸也 告集，〔21〕，113

過罷密粧土の応カーひずみ一時開特性 北郷　　繁・鷺E貝地利之 【司　上〔21〕，121 1981

渡辺　宏喜

練返し飽和粘性土の詐撰三水応カーひずみ一強度挙動に し1ir：1晴幸・三田地利之 こ：ヒ　蛋愛：：1二　空｝魔　会言禽文　i軒更｛誓　集， 1981

及ぼす二次麗密の影響 北郷　　繁 21〔3〕，123

異方幽門粘土の変形特性について 北郷　　繁・池浦　　勲
O田地利之・下越　　仁

土質工学会北海道支部技術報
梠煤C〔22），109

1982

不掩乱粘性土の脹三轡夢｝三排水せん断特性 北郷　　繁・三出地利之 隅　上〔22），117 1982

小野　　丘

K。過圧蜜精庶の雰排水張1度特性 北郷　　繁・ヨ1；地秘之 翫質工学会北海遵支部技術報 1983

小野　　丘・趙　　換斌 告集，（23〕，123

各種応力経路下における異方1三1三密粘土の変形特性につ 北郷　　繁・ヨii地利之 岡　上〔23｝，129 1983

いて 池浦　　勲・趙　　換斌
下越　　｛：二

二次圧齋効果を考慮した精性土の慈カーひずみ挙動の ilヨ【＝：i晴宰・三田地利之 烹質工学会論文報告集， 1983

予測 北郷　　繁 23〔2〕，179

三軸試験における体積変化の測楚法　　水銀ポット 小野　　庶 土と基礎，31〔7〕，5⑪ 1983

による方法

三軸試験における体積変化の測定法　　光電スイッ 山口　蘭灯・三田地利之 同　上　31〔7〕，51 1983

チを用いる方法

伸張状態におけるK。過圧密粘土の強度特性 北郷　　繁・三田地利之 土質ll：二学会北海道支部技術報 1984

小野　　姪 告集，〔24〕，141

過犀密領域における粘土の強度特性（第2報） 北郷　　繁・三m地利之 上　147 1984

罪源　攣彦

飽和粘性土の変形特性におよぼす異方圧密履歴の影響 北郷　　繁・三m地利之 岡　上　155 1984

芳岡　良一

過圧齋粕土の原位｛鴛強度推楚法 北郷　　繁・三田地利之． 北海道大学二1二学都研究報告， 1984

小野　　丘 〔王18〕，107

泥炭の雰排水せん断特性 三田地利之・開脚　宰彦 土質工学会北海遊支部技術報 1985
告集，〔25），117

糖性烹の雰排水伸張弓重ミ度に及ぼすろ紙形状の影響 三田i地利之・黒田　　豊 問　上　〔25〕，137 1，985

木幡　行宏

異方圧禦粘土の応カーひずみ挙動の予測 ヨ彌地利之・中庸　　餐孜 問　上　〔25〕，145 1985
木1幡　　行宏

過密状態の粘土の非排水強度推定法 三田地利之・小野　　丘 土と基礎，33〔3〕，21 1985

泥炭性有機質土のダイレイタクシー特性に及ぼす膳力 対馬　雅己・三田地利之 土質工学会論文報告集， 1985

履歴の影響 25〔3〕，206
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題　　　　　　　　　　　　　自 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

飽和糖性土の罪排水略カーひずみ挙動に及ぼす長期異 三田地利之・藤原　幸彦 北海遂大学工学部研究報告， 1985

方圧密の影響 〔128｝，15

（4）そ　　の　　他

火山灰烹の粒子破砕と強度との開聞についての実験的 北郷　　繁・神谷　光彦 第10園土質工学研究発表会 1975

硝究

二L質工学の最近の研究動lf弓 北郷　　繁 土質工学会北海道支部講演会 1975

こ1｝二留め構造物の設計法について一設計外力 三賎1地利之 土質工学会北海遂支部講翠会 1975

粘性土の三軸圧縮試験における応力履謄の影響につい
ﾄ

烈士｛地利之 第20圓土質工学シンポジウム 1975

飽和砂の非排水強痩特性に及ぼす応力履歴の影響 北郷　　繁・土岐　祥介 ＝ヒ木学会第3G回年次学術講演 1975

武田　　覚 会講演概要集

グラスビーズと粘土の混合土の強度特性（第2報〉 北郷　　繁・奈良　憲昭 同　上 1975

動的繰返し応力を受けた飽和砂の非排水強度特性につ 北郷　　繁・二i二岐　祥介 問　上 1975

いて 鎌1王｛　彰

平面ヒズミ条件下での粘性土の強度特性｛こついて（第 北郷　　繁・三田地利之 問　上 1975

2報〉 田中　陽一

グラスビーズと粘土の混合土の強度特性（第3報） 三浦　劃一・北郷　　繁 第11回土質工学研究発表会 1976

三田地利之

単純セン断試験における飽和砂の癒カーヒズミ特性 北郷　　繁・土岐　祥介 岡　上 1976

田中　洋行

｛申張状態における飽和粘性土の強度特性 北郷　　繁・三田地利之 1司　上 1976

神谷　光彦

飽田砂の変形と開ゲキ水圧の相関 武旺i　覚・北郷　　繁 二h木学会第31踊年次学補f講演 1976

土岐　祥介 会講演概要集

乾燥砂の力学糊生に及．ぼす繰返し載荷の影響 土岐　祥介・鎌1：1ヨ　　彰 同　上 1976

北郷　　繁

平面ヒズミ状態における粘性土の変形特性について 三浦　漬一・北郷　　繁 1司　上 1976

三田地利之

粘性土の強度特性におよぼす変形条件の影響について 三田地利之・北郷　　繁 同　1二 1976

三浦　清一

粘性土の非排水三軸クリープ特性 山口　疇幸・北郷　　繁 同　上 1976

三湿地利之

N値の歴史と理論 北郷　　繁 土質黒学会北海道支部「N値 1976

および。とφの考え方」講習

粘土の。・φについて 三田地利之 岡　上 ！976

伸張状態における飽和粘性土の強度特性（第2報〉 三田地利之・北郷　　繁 第12回烹墨刑工1学研究発表会 1977

武EH　覚・近藤　始郎

Ko斑引した飽和粘性土の非排水クリープ破壊につい 北郷　　繁・三田地利之 同　上 1977

て LLi口　暗幸

平面ヒズミ状態における過籏密粘土の強度特性 三田地利之・牝郷　　繁 土木学会第32闘年次学術講演 1977

会講演概要集，124

伸張状態における混合土の強度・変形特性 三浦　清一・北郷　　繁 土木学会第32回年次学術講演 1977

嵯峨　広勝 会講演概要集，148

平画ヒズミ状態における過圧密粘土の強度特性（第2 北郷　　繁・三斑地利之 第13回土質工学研究発表会講 1978
報） 北村　吉男・対馬　雅己 演集，333

一142一



題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

飽和粘性土のクリープ変形に与える出力履膣の影響 北郷　　繁・三照地利之 第13圃土質工学研究発表会講 1978

山州i晴葉 演集，573

伸張状態における飽和粘土の変形特性 ヨ無地利之・北郷　　繁 土木学会第33圃年次学術轟衛寅 1978
近藤　始郎 会講演概要集，45

土のプロフィール難っの話題 三田地利之 二：ヒ質工学会北海遊支部「土質 1977

工学入門」講評会

二次斑密閉の粘性烹のせん断特性について 出τ＝：1晴宰・北郷　　繁 第14【鷺1二1二質二［：盛学二石ヌf究発葦…ミ…会 1979

三田地利之 （札幌〉

平面ひずみ状態における糟【生土の応力～ひずみ挙動 三田地利之・北郷　　繁 濁　上 1979

福田　正晴

多用フルイ落下法による砂供試体作成について 二1二岐　祥介・三浦　清一 i司　上 1979

浅見　秀樹

土の工学的性質と化掌（粘廊の工学的牲質・クイック 三脚地利之 土質工学会北海道支部講習会 1979
クレー） （札幌）

飽和権1二の非排水応カーひずみ一時間関係に関する一 三田地利之・北郷　　繁 土木学会第34回年次学術言鋒演 1979

考察 宮辺 会雁剛
粘性土のせん断特性におよぼす二次圧蜜の影響につい 山ll：1難儀・北郷　　繁 同　」二 1979
て ヨ／l甘也利之

正規黒蜜状態における混合土の非排水せん断特性 三浦　港一・北郷　　繁 同　上 1979

多重フルイ落下法による砂供試体作成について（第2 浅口　秀樹・烹岐　祥介 同　上 1979
報） ヨ甫　清一

サウンディングとサンプリング 北郷　　繁 試錐研究会特別講演会（榊晃〉 1980

飽和粘性土の強度・変形の異方性について 北郷　　繁・黒田地利之 第15園土質二1：二学研究表発会 1980

浅晃　秀樹 （広島）

平面ひずみ条件下での過罷密粘性土の変形特’【ゴ1三につい 北郷　　繁・ヨニi＝i地秘之 問　上 1980

て 城本　　容

粘性二1このダイレイタンシー特性におよぼす時間効果に 北郷　　繁・三田地利之． 同　上 1980

ついて 由1二：1機業・佐藤　諺i明

粘性庶のダイレイタンシー特性におよぼすAging効 由口　晴拳・北銀｝；　繁 土木学会第35團年次学争iサ講演 1980

果について 三田地利之 会（札幌〉

飽和粘性土の非排水応力馬跳特性について 亀井　義浩・北郷　　繁 岡　上 1980

三田地利之

墨方圧密粘性土のせん断特性 北郷　　繁・ヨi：け也利之 第16［llll土質二L日石ヌf究発表会 1981

浅田　秀樹 （金沢）

異方麗密粘土の非謬i三水せん断強度について 北郷　　繁・三ヨ1鞄利之． 土木学会第36回年次学田浮講演 1981

会（広島）

過圧密目土の3卜排水琴垂1度特性 北郷　　繁・黒田地利之 第17翻土質工学研究発表会 1982
小野　　．睡 （那鋤

各種応力経路における異方圧密粘烹の変形特性につい 池園　　勲・北郷　　繁 目木学会第37鰍年次‘学術講演 1982

て ヨヨ丁け也聖目之 会（名宵騰）

過圧密粘土の応カーひずみ関係 牧11i嘉人・北郷　　繁 瞬　．L 1982

三m地利之

Ko過圧密粘土の葬排水せん断強度について 北郷　　繁・三田地利之 第18國土質黒学研究多逢表会 1，983

小野　　丘・趙　　換斌 （郡LLD

口幅密領域における精土の強度特性 北郷　　繁・三田地利之 一L 1983

藤原　幸彦・趙　　喚斌

伸張状態における異方肥密粘烹の変形特性について 池浦　　勲・北郷　　繁
?ま1地利之・下越　　｛：：二

．i二木学会第38隅年次f三戸：術講演
¥（横浜〉

1983
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題　　　　　　　　　　　　　目 著　　　者　　　名 発　表　機　関　名 年

土質力学の今昔 北郷　　繁 土質工学会北海道支都講演会 1984
（札幌）

長期肥密粘土の強度特性 北郷　　繁・三田地利之 第19圃土質工学研究発表会 1984

脚京　幸彦 （松由）

Ko過圧密粘土の弊排水伸張弓蟄度について 北郷　　繁・三田地利之 属　上 1984

小野　　丘

沈下と変形の実態と予測 三照地利之 最近の土質・碁礎に関する諸 1984

問題講蕾会（札幌）

軟弱地盤の沈下の実態と予測 三田地利之 第220匿睡設技術講蕾会（札 1984
幌）

異方圧密粘土の応カーひずみ関係 池浦　　勲・三田地利之 土木学会第39回年次学術講演 1984

芳岡　良一 会（京都〉

Ko過駈密粘性土の応カーひずみ特性 三田地利之・斉藤　隆宏 第20測土質二［二学研究発表会 ！985
（名古屋）

三軸試験の体積変化測建に及ぼすろ紙の圧縮性および 三田地利之・成紐　　孝 同　上 1985

ゴム膜の透水性の影響

三軸圧縮・伸張条件…ドにおける泥炭の弊排水せん断特 三田地利之・藤原　撃彦 岡　上 1985

性

異方庄密粘土の応カーひずみ関係（第2報〉 池浦　　勲・三田地利之 土本学会第40遜年次学術講演 1985

会（仙台）

粘性土の斑密非排水伸張試験結果に及ぼすろ紙形状の 三田地利之・工藤　　豊 講　上 1985

影響 木幡　行宏
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