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平沢秀之, 渡辺昇, 新山惇, 本多満 : 鋼床版曲線桁橋のそりねじり解析と実験, 土木学会第46回

年次学術講演会講演概要集第1部, pp.288-289, 1991. 

 

平沢秀之, 渡辺昇, 今千代士, 大村登喜夫 : 下フランジに丸みのある三角形断面桁の開発的研究, 

土木学会第47回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.320-321, 1992. 

 

林川俊郎, 小幡卓司, 平沢秀之 : 直線部材のねじり振動に関する動的剛性マトリックスについて, 

土木学会第47回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.480-481, 1992. 

 

平沢秀之, 佐藤浩一 : 材料の非線形性を考慮した塑性ヒンジ法による格子桁の解析, 土木学会第

48回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.1370-1371, 1993. 

 

佐藤浩一, 及川昭夫, 小幡卓司, 平沢秀之 : 合成板の合成度評価式について, 土木学会第48回年

次学術講演会講演概要集第1部, pp.1154-1155, 1993. 

 

平沢秀之, 林川俊郎, 佐藤浩一 : 部材の剛性の低下を考慮した骨組構造の弾塑性解析, 土木学会

第49回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.44-45, 1994. 

 

安念秀剛, 佐藤浩一, 林川俊郎, 小幡卓司, 平沢秀之 : 剛体－バネモデルによる骨組構造の解析

について, 土木学会第49回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.42-43, 1994. 

 

林川俊郎, 粟田公雅, 平沢秀之, 佐藤浩一 : 曲線格子桁橋の塑性崩壊荷重に与える横構の効果, 

土木学会第49回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.270-271, 1994. 

 

鍵和田功, 三品吉彦, 北原良紀, 薄木征三, 窪田公二, 小幡卓司, 平沢秀之, 林川俊郎, 佐藤浩一, 

関康一郎 : 木造アーチ形式人道橋の振動および静的載荷実験について, 土木学会第49回年次学術

講演会講演概要集第1部, pp.356-357, 1994. 

 

平沢秀之, 鈴木淳一, 林川俊郎, 佐藤浩一 : 曲げと曲げねじりを受けるＩ形断面部材の塑性域の

広がり, 土木学会第50回年次学術講演会講演概要集第1部(A), pp.168-169, 1995. 

 

林川俊郎, 小幡卓司, 関康一郎, 平沢秀之, 及川昭夫, 佐藤浩一 : 木造アーチ形式遊歩道橋のモデ

ル化と固有振動解析について, 土木学会第50回年次学術講演会講演概要集第1部(B), pp.1030-1031, 

1995. 

 

平沢秀之, 林川俊郎, 佐藤浩一 : Ｉ形断面桁の曲げ及びそり応力による塑性崩壊実験と解析, 土

木学会第51回年次学術講演会講演概要集第1部(A), pp.138-139, 1996. 

 

平沢秀之, 林川俊郎, 佐藤浩一, 鄭作頌：2主桁曲線橋の試設計と合理化への検討, 土木学会第52

回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.524-525, 1997. 

 

佐藤浩一, 田川和弘, 林川俊郎, 小幡卓司, 平沢秀之：拡張カルマンフィルタを用いた不完全合成

げたの合成度の同定について, 土木学会第52回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.524-525, 

1997. 

 

平沢秀之, 小山明久, 林川俊郎, 佐藤浩一：2主桁曲線橋の力学的特性に関する検討, 土木学会第53

回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.46-47, 1998. 

 

平沢秀之, 林川俊郎, 佐藤浩一, 植木広行：曲線格子桁の塑性崩壊解析と相関曲線, 土木学会第53

回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.48-49, 1998. 
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佐藤浩一, 劉澤典, 林川俊郎, 小幡卓司, 平沢秀之, 橘健太郎：不完全合成はりの曲げおよび座屈

理論と解析について, 土木学会第53回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.622-623, 1998. 

 

平沢秀之, 金城一太, 林川俊郎, 佐藤浩一：曲線箱桁橋の架設時における立体挙動について, 土木

学会第54回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.566-567, 1999. 

 

平沢秀之, 小山明久, 林川俊郎, 佐藤浩一, 及川昭夫：曲線2主桁橋架設時の立体挙動に与える曲率

の影響について, 土木学会第54回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.568-569, 1999. 

 

平沢秀之, 林川俊郎, 佐藤浩一：曲線格子桁の崩壊荷重に及ぼす横構の効果と塑性域の広がり, 土

木学会第54回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.570-571, 1999. 

 

林川俊郎, 芳賀康司, 大嶽敦郎, 平沢秀之：鋼斜張橋タワーの大地震時非線形挙動について, 土木

学会第54回年次学術講演会講演概要集1部(B), pp.46-47, 1999. 

 

橘健太郎, 佐藤浩一, 林川俊郎, 小幡卓司, 平沢秀之：不完全合成板の座屈解析について, 土木学

会第54回年次学術講演会講演概要集1部(A), pp.358-359, 1999. 

 

平沢秀之, 林川俊郎, 佐藤浩一, 高橋宏明, 及川昭夫：横構を有する曲線2主桁橋の載荷実験, 土木

学会第55回年次学術講演会講演概要集CD-ROM, I-A221, 2000. 

 

平沢秀之, 小山明久, 林川俊郎, 佐藤浩一, 及川昭夫：送り出し架設時における曲線2主桁橋の横構

の効果について, 土木学会第55回年次学術講演会講演概要集CD-ROM, I-A238, 2000. 

 

平沢秀之, 田上優介, 林川俊郎, 佐藤浩一：横桁を上段配置とした2主桁橋の挙動特性について, 土

木学会第56回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.428-429, 2001. 

 

平沢秀之：優秀講演者受賞, 横桁を上段配置とした2主桁橋の挙動特性について, 土木学会第56回

年次学術講演会講演概要集第1部, pp.428-429, 2001. 

 

平沢秀之, 田上優介, 林川俊郎, 佐藤浩一：横桁を斜めに配置した曲線2主桁橋の静的挙動特性, 土

木学会第57回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.1299-1300, 2002. 

 

平沢秀之, 佐藤匡介, 林川俊郎, 佐藤浩一：曲線2主桁橋における斜め配置横桁連結部の有限要素

解析, 土木学会第58回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.1285-1286, 2003. 

 

平沢秀之，及川昭夫，小林朗，入江康孝：CFRPプレートで補強した集成材の載荷実験，土木学会

第59回年次学術講演会講演概要集第1部, pp.1403-1404, 2004. 

 

平沢秀之：炭素繊維プレートで補強した集成材の載荷実験について, 土木学会鋼構造委員会木橋

技術小委員会招請講演, 2004.2.13. 

 

平沢秀之：フィンランド・ドイツの木橋事例, 土木学会鋼構造委員会木橋技術小委員会招請講演, 

2004.8.25. 

 

平沢秀之，宮武敦，中村昇：ラミナのヤング係数を考慮した集成材の曲げ耐荷力分布について，

土木学会第60回年次学術講演会講演概要集(CD-ROM), 第1部門, 1-285, 2005. 

 

平沢秀之：橋梁新技術の発想, 北大ブリュッケ会平成18年度総会招請講演, 2006.6.8. 

 

平沢秀之：｢木橋技術の手引き2005｣の発刊の背景と性能照査型設計について, 土木学会鋼構造委

員会木橋の高度化技術研究小委員会招請講演, 2006.8.25. 
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平沢秀之：鋼構造に関する最新の話題, 平成18年度函館工業高等専門学校技術室職員研修招請講

演, 2006.9.28. 

 

平沢秀之：少数主桁橋の性能向上に関する研究, ｢最近の鉄鋼・鋼構造の動向｣に関する研究報告

会, 北海道土木技術会鋼道路橋研究委員会招請講演, 2007.5.8. 

 

平沢秀之：木橋における限界状態設計法, 土木学会 鋼構造委員会 合成桁の限界状態に関する調

査検討小委員会 招請講演, 2007.8.7. 

 

平沢秀之：日本における近代木橋の現状と限界状態設計について, 北海道土木技術会 鋼道路橋研

究委員会 技術調査小委員会 招請講演, 2007.11.29. 

 

平沢秀之：橋梁分野における木材の利用拡大, 土木学会 建設技術研究委員会 間伐材の利活用技

術研究小委員会, 土木事業への間伐材利活用シンポジウム, パネラー, 2008.3.4. 

 

佐々木貴信, 黄元重, 金高悟, 渡辺浩, 平沢秀之, 佐藤一人：青森ヒバを用いた木橋の健全度評価, 

第59回日本木材学会大会研究発表要旨集, PH014, 2009. 

 

平沢秀之：魚道における木材利用と土砂の除去に関する実験的研究, NPO法人北海道魚道研究会平

成21年度通常総会 招請講演, 2009.5.25. 

 

平沢秀之：耐力の低下と修復限界状態, 第8回木橋技術に関するシンポジウム・講習会 招請講演, 

2009.8.20. 

 

平沢秀之：横断的研究WG活動報告1(木橋), 土木学会 土木における木材の利用拡大に関する横断

的研究会, 第1回木材利用シンポジウム～土木工事での木材活用による温暖化防止への貢献～, 招

請講演, 2010.3.8 

 

平沢秀之：木材のカスケード利用に対応した災害復旧用トラス橋の開発, 道南技術士会 招請講演, 

2010.4.23. 

 

平沢秀之，竹内愛，木田清美, 戸沼淳, 佐藤哲也：木材を利用した魚道における堆積土砂の除去に

ついて，土木学会第65回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), 共通セッション, CS5-011, 2010. 

 

戸沼淳, 平沢秀之, 渡辺浩, 吉田朋哉, 佐藤哲也：架設・解体が容易な木製トラス橋の実証実験，

土木学会第65回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), 共通セッション, CS5-006, 2010. 

 

石川春香, 平沢秀之, 藤原隆：乗用車専用の木製高架橋による交差点の渋滞緩和，土木学会第65

回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), 共通セッション, CS5-007, 2010. 

 

佐藤太裕, 宮森保紀, 栗橋祐介, 小室雅人, 平沢秀之, 渡辺力, 三上修一：全国国立大学土木系コー

スのシラバス調査による構造系科目開講状況の現状分析, 土木学会第65回年次学術講演会講演概

要集(DVD-ROM), 共通セッション, CS1-022, 2010. 

 

平沢秀之：土木における木材の利用拡大に関する横断的研究会の活動と成果(木橋の設計、施工、

維持管理技術), 土木学会  土木における木材の利用拡大に関する横断的研究会 , 招請講演 , 

2011.8.24. 

 

平沢秀之, 宮森保紀, 佐藤太裕, 渡辺力, 小室雅人, 三上修一, 栗橋祐介：土木構造教育に関する企

業アンケートについて, 土木学会第66回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), 共通セッション, 

CS1-002, 2011. 
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平沢秀之, 吉田朋哉, 渡辺浩：組立て・解体が容易な木製トラス橋の静的載荷実験, 土木学会第66

回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), 共通セッション, CS13-005, 2011. 

 

平沢秀之：木材の利用拡大に関する横断的研究, 土木工事における木材利用推進セミナー in 渡島, 

北海道緑の産業再生協議会, 招請講演, 2012.1.25. 

 

平沢秀之：土木技術者を対象とした木材工学ライブラリー, 第3回木材利用シンポジウム, 招請講

演, 2012.3.12. 

 

宮森保紀, 平沢秀之, 佐藤太裕, 渡辺力, 小室雅人, 三上修一, 栗橋祐介, 松本高志, 何興文：大

学・高専における構造・鋼構造関連科目に対する技術者ニーズ調査, 土木学会第67回年次学術講

演会講演概要集(DVD-ROM), 共通セッション, CS1-013, 2012. 

 

平沢秀之, 高橋健太郎：木製トラス橋における接合部の引張強度実験, 土木学会第67回年次学術講

演会講演概要集(DVD-ROM), 共通セッション, CS6-003, 2012. 

 

中村昇, 佐々木貴信, 平沢秀之：木橋における修復限界状態設計の考え方, 土木学会第67回年次学

術講演会講演概要集(DVD-ROM), 維持管理(鋼以外の材料), I-083, 2012. 

 

平沢秀之：函館市内における木製ガードレール設置の可能性について, 木材利用シンポジウム in 

北海道, 招請講演, 2012.12.22. 

 

平沢秀之, 高橋大翼, 戸沼淳：隔壁に丸太を利用した新しい魚道, 第５回北海道地区高専テクノ・

イノベーションフォーラム, 2013.1.25. 

 

平沢秀之：丸太材を用いた新しい魚道構造の提案, NPO法人北海道魚道研究会勉強会 招請講演, 

2013.3.8. 

 

平沢秀之, 高橋大翼, 戸沼淳：隔壁に丸太を用いた新形式魚道における土圧軽減策, 土木学会第68

回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), V31, 2013. 

 

小室雅人, 佐藤太裕, 宮森保紀, 平沢秀之, 松本高志：シラバスによる国公立大学の構造系科目開

講状況に関する実態調査, 土木学会第68回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), CS-1, 2013. 

 

平沢秀之, 長尾賢汰, 佐々木貴信, 渡辺浩, 佐藤一人, 佐々木明彦：｢鶴の舞橋｣の橋脚に関する現

地調査, 土木学会第69回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), V401, 2014. 

 

松本高志, 小室雅人, 宮森保紀, 平沢秀之, 佐藤太裕, 何興文, 栗橋祐介, 松尾優子, 三上修一,  

渡辺力：製鉄所見学会と学習の関係性に関するアンケート分析, 土木学会第69回年次学術講演会

講演概要集(DVD-ROM), CS1-008, 2014. 

 

伊藤孝基，河原萌，斉藤輝，後藤文彦，平沢秀之：3Dプリンターを利用した木製応急トラス橋の

模型試験，平成27年度土木学会東北支部技術研究発表会講演概要集(CD-ROM)，I-12, 2016. 

 

平沢秀之：土木学会木材工学委員会木橋研究小委員会, 小員会活動報告｢木材の特徴を活かす木

橋｣, 招請講演, 2016.8.8. 

 

平沢秀之, 戸沼淳：架設後5年経過した木製トラス橋の移設, 土木学会第71回年次学術講演会講演

概要集(DVD-ROM), V-065, 2016. 

 

平沢秀之：土木学会平成28年度全国大会, 研究討論会｢防災・減災・復旧への構造的アプローチと

木材利用の可能性～応急橋に適した木製トラス橋の開発~｣, 招請講演, 2016.9.7. 
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平沢秀之, 安齋穂実，戸沼淳：折り畳み式小型軽量木製トラス橋の開発, 土木学会第72回年次学術

講演会講演概要集(DVD-ROM), V-578, 2017. 

 

平沢秀之, 佐藤史織，戸沼淳：木製折り畳み式橋梁の展開機構と模型試作, 木材利用研究発表会講

演概要集17, pp.108-112, 2018. 

 

佐藤史織，平沢秀之，戸沼淳：コンパクトな折り畳み式木製歩道橋の提案, 土木学会第73回年次

学術講演会講演概要集(DVD-ROM), V-005, 2018. 

 

平沢秀之：土木学会平成30年度全国大会, 研究討論会｢公共事業における木材利用｣, 招請講演, 

2018.8.29, 北海道大学. 

 

小幡卓司，松尾優子，小室雅人，宮森保紀, 佐藤太裕，平沢秀之, 齋藤剛彦, 三上修一, 渡辺力，

栗橋祐介, 松本高志：構造系科目におけるＡＬ実施に関する試行について, 土木学会第73回年次学

術講演会講演概要集(DVD-ROM), CS1-011, 2018. 

 

平沢秀之：土木分野への木材利用とCO2の削減について，株式会社ノース技研 土木技術研修，

招請講演，2019.3.30. 

 

佐藤史織，平沢秀之，小泉楓，戸沼淳：折り畳み式木製トラス橋の静的載荷実験, 木材利用研究

発表会講演概要集18, pp.82-85, 2019. 

 

平沢秀之，佐藤史織，戸沼淳：緊急仮設橋の要求性能と橋梁形式及び架設工法について, 土木学

会第74回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), V-293, 2019. 

 

森本行則，平沢秀之，中村理絵，小笠原聖，渡辺一史，石橋卓也：北海道建青会第34回全道会員

大会函館大会｢価値創造～魅力ある産業へ、選ばれる企業へ～｣，記念事業討論会，招請講演，
2019.9.27. 

 

平沢秀之，佐藤史織，小泉楓，戸沼 淳：急速施工が可能な折り畳み式緊急仮設橋，第33回ビジネ

スEXPO，ポスター出展，2019.11. 

 

平沢秀之，池田一喜，戸沼 淳：災害復旧用木製ワーレントラス橋，第33回ビジネスEXPO，ポス

ター出展，2019.11. 

 

平沢秀之，池田一喜，戸沼淳：流通材を用いた災害復旧用木製トラス橋の製作と架設，第70回日

本木材学会大会研究発表要旨集，H17-P1-13，2020. 

 

グエン アイ，後藤文彦，近藤高誉，平沢秀之：木製応急部材の展開時の力学挙動，令和元年度土

木学会東北支部技術研究発表会講演概要集CD－ROM，I-25，2020. 

 

平沢秀之，菊池幸恵，戸沼淳：ツーバイエイト材を使用した木製トラス橋の開発, 土木学会第75

回年次学術講演会講演概要集(DVD-ROM), V-188, 2020. 

 

平沢秀之：意外と知らない木のはなし，キャンパスコンソーシアム函館 合同公開講座 函館学

2020，招請講演，2020.9.26，函館高専. 

 

平沢秀之，菊池幸恵，戸沼 淳：災害復旧用木製トラス橋の架設実験，木材工学研究発表会講演概

要集19, pp.130-134, 2020. 

 

増田張人，平沢秀之，菊池幸恵：木橋による交差点の立体交差化に関するケーススタディー，木

材工学研究発表会講演概要集19, pp.89-93, 2020. 

 



－6－ 

梅田和輝，グエンアイ，後藤文彦，平沢秀之：木製応急構造部材の展開時の力学挙動，木材工学

研究発表会講演概要集19, pp.141-143, 2020. 

 

古舘匠，佐々木貴信，平沢秀之，渡辺浩，豊田淳，加藤真吾：木橋｢鶴の舞橋｣の形状測定と経年

変化，木材工学研究発表会講演概要集19, pp.152-158, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


