・著書･論文･講演全リスト(新しい年代順)
’15-01 本間俊雄：鹿児島県の特徴的な過疎高齢３地域における相互扶助･防災意識の把握と防災計画, 平成
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27年度国立大学法人運営費交付金特別経費 -地域貢献機能の充実-, ｢南九州から南西諸島における
総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築｣報告書, pp.197-202(6 pages), 鹿児島大学地域防災教育
センター, MAR.2016
古川惠子, 本間俊雄：高齢過疎地域における人々のつながりに関する研究(2), 南九州地域科学研究
所所報, 第32号, pp.45-49(5 pages), 鹿児島女子短期大学付属南九州地域化学研究所, MAR.2016
西森裕人, 本間俊雄, 横須賀洋平：自由曲面グリッドシェル構造の部材長一様化と接合角を考慮した
形態創生, 日本建築学会構造系論文集, 第81巻, 第721号, pp.565-574(10 pages), MAR.2016 (査読論
文)
喜多未咲子, 境野健太郎, 古川惠子, 横須賀洋平, 増留麻紀子, 本間俊雄,：ネットワーク解析を用い
た南九州過疎地域における地域特性, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･3 号計画系, pp.69-72
(4 pages), MAR.2016
高橋賢司, 本間俊雄, 横須賀洋平：優良解探索 GA 系解法によるシェル効果を考慮した連続体シェ
ルの形状最適化, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.317-320(4 pages), MAR.2016
高橋賢司, 本間俊雄, 横須賀洋平：Bézier 曲面を採用した曲面表現の異なる軸対称連続体シェルの
形状最適化, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.313-316(4 pages), MAR.2016
本田晃教, 本間俊雄, 横須賀洋平：座標仮定有限要素技術による 3 次元構造モデルの線形･非線形解
析, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.481-484(4 pages), MAR.2016
村嶋野乃香, 本間俊雄, 横須賀洋平：Bézier 曲面を用いたサスペンション膜構造の形状･裁断図同時
解析, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.289-292(4 pages), MAR.2016
藤井鈴奈, 本間俊雄, 横須賀洋平：木質 HP 型グリッドシェルによる体育館屋根の形態決定と接合
部の検討, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.325-328(4 pages), MAR.2016
山崎大樹, 本間俊雄, 横須賀洋平：施工･生産性を考慮した自由曲面グリッドシェル構造の形態 - 部
材長グループ化、接合角一律化の形態創生例 -, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系,
pp.309-312(4 pages), MAR.2016
塚崎克也, 辻孝輔, 本間俊雄, 横須賀洋平：無次元化計算パラメータによるホタルアルゴリズムを
用 い た 自 由 曲 面 シ ェ ル 構 造 の 形 態 創 生 , 日 本 建 築 学 会 研 究 報 告 九 州 支 部 , 第 55 ･ 1 号 構 造 系 ,
pp.333-336(4 pages), MAR.2016
塚崎克也, 本間俊雄, 横須賀洋平：Kirchhoff 要素と Mindlin 要素を用いたホタルアルゴリズムによ
る自由曲面シェル構造の形態創生, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp. 337-340(4
pages), MAR.2016
西田哲朗, 本間俊雄, 横須賀洋平：Kirchhoff 要素と Mindlin 要素を用いた自由曲面シェル構造の形
状最適化 - 境界条件による解形態の違い -, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.
329-332(4 pages), MAR.2016
辻孝輔, 本間俊雄, 横須賀洋平：任意形状を考慮した BV 法と FA によるグリッドシェル構造の形態
創生, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.321-324(4 pages), MAR.2016
小御門真伍, 横須賀洋平, 本間俊雄：張力材により安定化補剛される構造システムの形態解析 - 鉛
直･水平荷重下における解空間の力学的評価 -, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系,
pp.305-308(4 pages), MAR.2016
里中拓矢, 横須賀洋平, 本間俊雄：Willmore エネルギーを用いた膜構造の形状決定 - 二重メッシュ
による計算安定性の改善 -, 日本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.293-296(4 pages),
MAR.2016
横須賀洋平, 本間俊雄：有限要素技術による応力法を用いたケーブル補強膜構造の初期応力解析, 日
本建築学会研究報告九州支部, 第 55･1 号構造系, pp.285-288(4 pages), MAR.2016
横須賀洋平, 本間俊雄：幾何学量の勾配分解による非線形解法と張力構造の形状決定問題への応用,
日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.95-100(6 pages), OCT.2015
里中拓矢, 横須賀洋平, 本間俊雄：Willmore エネルギーの力学量による定式化と形状決定問題, 日
本建築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.57-62(6 pages), OCT.2015
辻孝輔, 本間俊雄, 横須賀洋平：Natural approach の BV 法と FA によるグリッドシェル構造の形状
最適化, 日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.67-72(6 pages), OCT.2015
西田哲朗, 本間俊雄, 横須賀洋平：Kirchhoff 要素と Mindlin 要素の違いによる自由曲面シェル構造
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の形状最適化, 日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.51-56(6 pages), OCT.2015
本間俊雄：構造形態の創生と最適化技術, 日本建築学会大会(関東), 構造部門(応用力学)パネルデ
ィスカッション｢最適設計｣の過去･現在･未来 AIJ1509-00700, pp.25-34 (10 pages), SEP.2015
横須賀洋平, 本間俊雄：張力材により安定化補剛される構造システムの構造最適化 －SGA を導入し
た三次元モデルへの適用－, 日本建築学会大会(関東), 構造 I, pp.703-704 (2 pages), SEP.2015
里中拓矢, 横須賀洋平, 本間俊雄：離散微分幾何手法による極小曲面の安定解と不安定解, 日本建築
学会大会(関東), 構造 I, pp.761-762 (2 pages), SEP.2015
喜多未咲子, 境野健太郎, 古川惠子, 本間俊雄：ネットワーク解析を用いた過疎地域における住民相
互の関係性把握, 日本建築学会大会(関東), 建築計画, pp.917-918 (2 pages), SEP.2015
山口洋平, 本間俊雄, 横須賀洋平：発見的多点探索法を用いたグリッドシェル構造の形状最適化と
解特性, 日本建築学会大会(関東), 情報システム技術, pp.79-80 (2 pages), SEP.2015
西森裕人, 本間俊雄, 横須賀洋平：部材長一様化と接合角を考慮した自由曲面グリッドシェル構造
の優良解形態, 日本建築学会大会(関東), 構造 I, pp.701-702 (2 pages), SEP.2015
田中奈津希, 本間俊雄, 横須賀洋平：多目的最適化に適用したホタルアルゴリズムによる連続体シ
ェル構造の形状最適化, 日本建築学会大会(関東), 構造 I, pp.695-696 (2 pages), SEP.2015
T. Satonaka, Y. Yokosuka, T. Honma：Form-Finding Analysis for Membrane Structure with Cable Using
Geometric Energy Minimization, Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures
(IASS)(10 pages), Symposium 2015, Amsterdam , AUG.2015 (国際会議)
喜多未咲子, 本間俊雄, 境野健太郎, 古川惠子：過疎･高齢地域における人と人のつながりに関する
ネ ッ ト ワ ー ク 解 析 , 計 算 工 学 講 演 論 文 集 CD-ROM, Vol.20, D-10-4 (6 pages), 日 本 計 算 工 学 会 ,
JUN.2015
髙橋賢司, 本間俊雄, 横須賀洋平：優良解探索GA による縁梁を考慮した開口を有する連続体シェル
の形状最適化, 計算工学講演論文集CD-ROM, Vol.20, D-10-4 (6 pages), 日本計算工学会, JUN.2015
Y. Yokosuka, T. Honma：Structural Optimization for Stabilized and Stiffened Structural System by
Tension Members, The 11th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimisation (WCSMO),
pp.1449-1455(6 pages), Sydney, JUN.2015 (国際会議)
N. Tanaka, T. Honma, Y. Yokosuka：Structural Shape Optimization of Free-Form Surface Shell and
Property of Solution Search Using Firefly Algorithm, Journal of Mechanical Science and Technology, 29(4),
pp.1449-1455(7 pages), APR.2015 (査読論文)
本間俊雄：南九州少子･高齢化における相互扶助･防災意識の把握と常時･非常時の地域連携ネットワ
ークの構築, 平成26年度国立大学法人運営費交付金特別経費 -地域貢献機能の充実-, ｢南九州から南
西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築｣報告書, pp.79-83(5 pages), 鹿児島大学
地域防災教育センター, MAR.2015
横須賀洋平, 本間俊雄：張力材により安定化補剛される構造システムの形態解析, 構造工学論文集,
Vol.61B, pp.271-276(6 pages), 日本建築学会, MAR.2015 (査読論文)
永田洸大, 本間俊雄：開口･内包体積を考慮した自由曲面シェル構造の形態創生と優良解探索SIの解
特性, 構造工学論文集, Vol.61B, pp.263-270(8 pages), 日本建築学会, MAR.2015 (査読論文)
西森裕人, 本間俊雄, 横須賀洋平：自由曲面グリッドシェル構造の部材長一様化を考慮した形態創生,
構造工学論文集, Vol.61B, pp.343-348(6 pages), 日本建築学会, MAR.2015 (査読論文)
古川惠子, 本間俊雄：高齢過疎地域における人々のつながりに関する研究, 南九州地域科学研究所所
報, 第31号, pp.33-39(7 pages), 鹿児島女子短期大学付属南九州地域化学研究所, MAR.2015
本間俊雄：構造形態の解析と創生に関する一連の研究, シンポジウムソフトコンピューティングに
よる建築･都市･環境デザインのためのモデリングと最適化技術資料集(日本建築学会), pp.39-50(12
pages), MAR.2015
本間俊雄：GAとSIによるシェルの構造形態創生, 建築･都市･環境デザインのためのモデリングと最
適化技術(日本建築学編), 第11章, pp.143-160(18 pages), MAR.2015 (著書)
喜多未咲子, 境野健太郎, 古川惠子, 本間俊雄：過疎・高齢地域における人と人のつながりに関する
調査 －大隅半島S地域の対面アンケートとネットワーク解析の適用－, 日本建築学会研究報告九州支
部, 第54･3号計画系, pp.185-188(4 pages), MAR.2015
兵間将吾, 本間俊雄, 横須賀洋平：機能強化したホタルアルゴリズムによる鋼構造骨組の最小重量設
計, 日本建築学会研究報告九州支部, 第54･1号構造系, pp.249-252(4 pages), MAR.2015
西森裕人, 本間俊雄, 横須賀洋平：部材長一様化と接合角を考慮したグリッドシェル構造の多目的最
適化, 日本建築学会研究報告九州支部, 第54･1号構造系, pp.277-280(4 pages), MAR.2015
里中拓矢, 横須賀洋平, 本間俊雄：離散微分幾何手法による極小曲面の解の安定性, 日本建築学会研

究報告九州支部, 第54･1号構造系, pp.285-288(4 pages), MAR.2015

’14-12 髙橋賢司, 本間俊雄, 横須賀洋平：縁梁を有する自由曲面シェル構造の形状最適化 －多目的最適化
と解の多様性－, 日本建築学会研究報告九州支部, 第54･1号構造系, pp.289-292(4 pages), MAR.2015

’14-13 田中奈津希, 本間俊雄, 横須賀洋平：多目的最適化に適用したホタルアルゴリズムの構造形態創生と
解特性, 日本建築学会研究報告九州支部, 第54･1号構造系, pp.301-304(4 pages), MAR.2015

’14-14 辻孝輔, 本間俊雄, 横須賀洋平：ベーシスベクトル法による自由曲面グリッドシェル構造の形状最適
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化 －Natural approach によるBV法とBézier曲面利用による解形状の比較－, 日本建築学会研究報告九
州支部, 第54･1号構造系, pp.281-284(4 pages), MAR.2015
山口洋平, 本間俊雄, 横須賀洋平：発見的多点探索法による非対称条件を設定したグリッドシェル構
造の形状最適化と解探索特性, 日本建築学会研究報告九州支部, 第54･1号構造系, pp.273-276(4 pages),
MAR.2015
横須賀洋平, 本間俊雄：張力材により安定化補剛される構造システムの形態解析 －SGAによる最適
化手法の導入－, 日本建築学会研究報告九州支部, 第54･1号構造系, pp.297-300(4 pages), MAR.2015
本間俊雄：ものづくり導入教育 －実際に手を使ったものづくり教育の試みと意義－, 九州工学教育
協会平成 26 年度講演会, pp.1-4(4 pages), FEB.2015
西森裕人, 本間俊雄, 横須賀洋平：部材長一様化を考慮したグリッドシェル構造の優良解形態, 日本
機械学会 第 11 回最適化シンポジウム 2014(OPTIS2014:No.14-39), CD-2203(6 pages), DEC.2014
田中奈津希, 本間俊雄, 横須賀洋平：ホタルアルゴリズムによる連続体シェル構造の形状最適化と
解の安定性, 日本機械学会 第 11 回最適化シンポジウム 2014(OPTIS2014:No.14-39), CD-1109(6
pages), DEC.2014
山口洋平, 本間俊雄, 横須賀洋平：クラスタリング操作を導入したホタルアルゴリズムによるグリ
ッドシェル構造の形態創生, 日本建築学会情報システム技術シンポジウム, CD-H52, pp.291-294(4
pages), DEC.2014
辻孝輔, 本間俊雄, 横須賀洋平：自由曲面グリッドシェル構造の形状最適化 － Natural approach の
BV 法と Bézier 曲面利用による比較－, 日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.79-84(6
pages), OCT.2014
田中奈津希, 本間俊雄, 横須賀洋平：多目的最適化に適用可能なホタルアルゴリズムによる構造形
態創生法, 日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.39-44(6 pages), OCT.2014
田中奈津希, 本間俊雄, 横須賀洋平：クラスタリング機能を導入したホタルアルゴリズムによる連
続体シェル構造の形状最適化, 日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.23-28(6 pages),
OCT.2014
里中拓矢, 横須賀洋平, 本間俊雄：離散微分幾何手法による膜構造の形状決定, 日本建築学会コロキ
ウム構造形態の解析と創生, pp.109-114(6 pages), OCT.2014
横須賀洋平, 本間俊雄：離散微分幾何手法によるケーブル境界を持つ膜構造の形状決定法, 日本建
築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.103-108(6 pages), OCT.2014
西森裕人, 本間俊雄, 横須賀洋平：部材長一様化と接合角を考慮したグリッドシェル構造の形態創
生, 日本建築学会コロキウム構造形態の解析と創生, pp.97-102(6 pages), OCT.2014
川添勝介, 本間俊雄：ベーシスベクトル法による自由曲面グリッドシェル構造の形状解析 － 単位
荷重による変形形状を用いた基本形状の利用 －, 日本建築学会大会学術講演梗概集(近畿), 構造 I,
pp.783-784(2 pages), SEP.2014
黒木涼, 本間俊雄：膜構造の形状･裁断図同時解析と試験体模型を用いた定性的形態確認 － 裁断長
さを一致させる制約条件の導入 －, 日本建築学会大会学術講演梗概集(近畿), 構造 I, pp.739-740(2
pages), SEP.2014
松尾圭介, 本間俊雄：離散設計変数を用いたホタルアルゴリズムによる鋼構造骨組の最小重量設計,
日本建築学会大会学術講演梗概集(近畿), 構造 I, pp.401-402(2 pages), SEP.2014
横須賀洋平, 本間俊雄：張力材による補剛システムを用いた構造形態創生について, 日本建築学会
大会学術講演梗概集(近畿), 構造 I, pp.801- 802(2 pages), SEP.2014
永田洸大, 本間俊雄：優良解探索 ABC による開口形状を考慮した自由曲面シェルの構造最適化, 日
本建築学会大会学術講演梗概集(近畿), 構造 I, pp.793- 794(2 pages), SEP.2014
谷本亜耶子, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析と感性評価の複合手法を用いた街路景観把握, 日
本建築学会大会学術講演梗概集(近畿), 都市計画, pp.539- 540(2 pages), SEP.2014
古賀菜津美, 古川惠子, 境野健太郎, 本間俊雄, 友清貴和：グラフ理論を用いた地域コミュニティの
構造解析 － 過疎･高齢地域 D の人的ネットワーク －, 日本建築学会大会学術講演梗概集(近畿), 建
築計画, pp.927- 928(2 pages), SEP.2014

’14-34 本間俊雄：2014年日本建築学会賞(論文)「構造形態の解析と創生に関する一連の研究」受賞所感, 建
築雑誌, 第129巻, 第1661号, pp.45 (1 page), 日本建築学会, AUG.2014 (雑誌)

’14-35 田中奈津希, 本間俊雄, 横須賀洋平：ホタルアルゴリズムによる連続体シェル構造の形状最適化と計
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算 パ ラ メ ー タ の 設 定 , 計 算 工 学 講 演 論 文 集 CD-ROM, Vol.19, F-4-2 (6 pages), 日本計算工学会,
JUN.2014
西森裕人, 本間俊雄, 横須賀洋平：部材長一様化と断面種別を考慮した自由曲面グリッドシェル構造
の優良解, 計算工学講演論文集CD-ROM, Vol.19, F-4-3 (6 pages), 日本計算工学会, JUN.2014
山口洋平, 本間俊雄, 横須賀洋平：発見的多点探索法(GA, DE, IA, PSO, ABC, FA, CS)によるグリッ
ドシェル構造の形状最適化と解探索特性, 計算工学講演論文集CD-ROM, Vol.19, F-4-1 (6 pages), 日本
計算工学会, JUN.2014
N.Tanaka, T.Honma and Y.Yokosuka：Structural Shape Optimization of Free-Form Surface Shell and
Property of Solution Search Using Firefly Algorithm, The Eighth China-Japan-Korea Joint Symposium on
Optimization of Structural and Mechanical Systems (CJK-OSM8), Gyeongju, Korea, Paper No.158(6 pages),
MAY.2014 (国際会議)
Y.Nishimori, T.Honma and Y.Yokosuka：Structural Morphogenesis for Grid Shell with Member of
Uniform Length and Cross Section by Genetic Algorithms to Implement Manipulation of Decent
Solutions Search, The Eighth China-Japan-Korea Joint Symposium on Optimization of Structural and
Mechanical Systems (CJK-OSM8), Gyeongju, Korea, Paper No.159(6 pages), MAY.2014 (国際会議)
Y.Yokosuka and T.Honma：Form-Finding Analysis for Structural System Stiffened by Tension Members,
The Eighth China-Japan-Korea Joint Symposium on Optimization of Structural and Mechanical Systems
(CJK-OSM8), Gyeongju, Korea, Paper No.182(6 pages), MAY.2014 (国際会議)
熊本倫子, 本間俊雄, 清水郁子：変動風速データによる空気の付加質量効果を考慮した膜構造の時刻
歴応答解析, 膜構造研究論文集, No.27, pp.23-33(10 pages), 日本膜構造協会, MAR.2014 (査読論文)
川添勝介, 本間俊雄：ベーシスベクトル法によるグリッドシェル構造の形状最適化と形状表現, 日本
建築学会研究報告九州支部, 第53･1号構造系, pp.233-236(4 pages), MAR.2014
黒木涼, 中村達哉, 本間俊雄：サスペンション膜構造の形状･裁断図同時解析結果を用いた試験体に
よ る 曲 面 形 態 の 状 況 , 日 本 建 築 学 会 研 究 報 告 九 州 支部, 第53･1号構造系, pp.249-252(4 pages),
MAR.2014
松尾圭介, 本間俊雄：設計変数を離散値としたホタルアルゴリズムによる鋼構造骨組の最小重量設
計, 日本建築学会研究報告九州支部, 第53･1号構造系, pp.225-228(4 pages), MAR.2014
古賀充也, 本間俊雄：体育館･懸垂物の一体モデルを用いた動的応答解析 － 懸垂物の崩壊シミュレ
ー シ ョ ン の 試 み － , 日 本 建 築 学 会 研 究 報 告 九 州 支 部 , 第 53 ･ 1 号 構 造 系 , pp.229-232(4 pages),
MAR.2014
西森裕人, 本間俊雄：部材長一様化と断面種別を考慮したグリッドシェル構造の形態創生, 日本建築
学会研究報告九州支部, 第53･1号構造系, pp.237-240(4 pages), MAR.2014
谷本亜耶子, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析と感性評価の複合による街路景観把握 － 情報エ
ン ト ロ ピ － を 用 い た 景 観 指 標 の 導 入 － , 日 本 建 築 学 会 研 究 報 告 九 州 支 部 , 第 53 ･ 3 号 計 画 系 ,
pp.429-432(4 pages), MAR.2014
古賀菜津美, 古川惠子, 本間俊雄, 友清貴和：グラフ理論を用いた地域住民間のネットワーク解析
一 過疎･高齢化地域における三集落の特性記述 一, 日本建築学会研究報告九州支部, 第53･3号計画
系, pp.193-196(4 pages), MAR.2014
横須賀洋平, 本間俊雄：節点力作用による張力構造の初期曲面形状決定の形態解析 － 単位格子周
長一定および面内非圧縮モデルによる手法 －, 日本建築学会研究報告九州支部, 第53･1号構造系,
pp.253-256(4 pages), MAR.2014
本間俊雄：｢展開型連結パネル構造の平面直交二方向同時展開法｣の評論, 日本建築学会技術報告集,
第 20 巻, 第 44 号, p.441(1 page), FEB.2013
本間俊雄：計算工学的立場から現象を理解し、物創りに役立てる, 北辰斜, 鹿児島大学新聞, pp.1,
24.JAN.2013
松尾圭介, 本間俊雄：群知能と局所探索による塑性崩壊荷重制約条件下の魚骨モデル鋼材量最小設
計, 第 36 回情報･システム･利用･技術シンポジウム 2013(日本建築学会), H58, pp.317-320(4 pages),
DEC.2013
山口洋平, 本間俊雄：発見的多点探索法によるグリッドシェル構造の形状最適化, 第 36 回情報･シ
ステム･利用･技術シンポジウム 2013(日本建築学会), H57, pp.313-316(4 pages), DEC.2013
田中奈津希, 本間俊雄：群知能(PSO, ABC, FA)の解探索特性と構造最適化への適用, 日本機械学会
計算力学講演会(佐賀)No.13-3, 1916, pp.1-3(3 pages), NOV.2013
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川添勝介, 本間俊雄：単位荷重作用時の変形形状に基づいたベーシスベクトル法によるグリッドシ
ェル構造の形状最適化, コロキウム構造形態の解析と創生 2013(日本建築学会), pp.61-65(6 pages),
OCT.2013
西森裕人, 本間俊雄：部材長一様化を考慮したグリッドシェル構造の形態創生, コロキウム構造形
態の解析と創生 2013(日本建築学会), pp.33-37(6 pages), OCT.2013
松尾圭介, 本間俊雄：ホタルアルゴリズムと局所探索による鋼構造骨組の最小重量設計, コロキウ
ム構造形態の解析と創生 2013(日本建築学会), pp.95-100(6 pages), OCT.2013
田中奈津希, 本間俊雄：ホタルアルゴリズムによる自由曲面シェル構造の形状解析, コロキウム構
造形態の解析と創生 2013(日本建築学会), pp.71-76(6 pages), OCT.2013
永田洸大, 本間俊雄：優良解探索 PSO による開口位置･形状を考慮した自由曲面シェル構造の形態
創生, コロキウム構造形態の解析と創生 2013(日本建築学会), pp.15-20(6 pages), OCT.2013
大崎純, 本間俊雄：例題で学ぶ建築構造力学２ 不静定構造編, pp.1-185(185 pages), コロナ社,
OCT.2013 (著書)
N.Tanaka and T.Honma：Structural Shape Optimization of Free-Form Surface Shell Using Firefly
Algorithm, Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium
2013 (BEYOND THE LIMITS OF MAN), No.1226, pp.1-8 (8 pages), CD-ROM, Wroclaw, Poland、
SEP.2013 (国際会議)
R.Kurogi and T.Honma：Cutting Pattern Analysis with Form Finding for Pneumatic Membrane
Structure and Curved Surface Form Confirmation Using Miniature Model, Proceedings of the First
Conference Transformables 2013 (In the Honor of Emilio Perez Piñero), pp.423-428 (6 pages), Seville, Spain,
SEP.2013(国際会議)
西森裕人, 本間俊雄：単一目的最適化による任意境界形状を有するグリッドシェル構造の優良解, 日
本建築学会大会(北海道),構造 I, pp.969-970 (2 pages), AUG.2013
古賀菜津美, 古川惠子, 本間俊雄, 友清貴和：Girvan-Newman 法と Q 値を用いた地域コミュニティの
構造解析 - S 地域の常時･緊急時における人的ネットワーク -, 日本建築学会大会(北海動),農村計画,
pp.125-126 (2 pages), AUG.2013
田中奈津希, 本間俊雄：群知能解法(PSO, ABC, FA)による自由曲面シェル構造の形状最適化, 日本
建築学会大会(北海道), 構造 I, pp.983-984 (2 pages), AUG.2013
沖田裕介, 本間俊雄：優良解探索 GA による NURBS 利用の非対称自由曲面グリッドシェル構造の
形態創生, 日本建築学会大会(北海道),構造 I, pp.973-974 (2 pages), AUG.2013
佐々木亜衣, 本間俊雄：優良解探索 GA による任意境界形状を有する自由曲面シェル構造の単一目
的最適化, 日本建築学会大会(北海道),構造 I, pp.979-980 (2 pages), AUG.2013
永田洸大, 本間俊雄：優良解探索群知能による開口を有した非対称自由曲面シェルの多目的最適化,
日本建築学会大会(北海道),構造 I, pp.981-982 (2 pages), AUG.2013
永田洸大, 本間俊雄：優良解探索群知能による自由曲面シェル構造の多目的最適化, 日本建築学会
構造系論文集, 第 78 巻, 第 690 号, pp.1429-1437 (9 pages), AUG.2013(査読論文)
沖田裕介, 本間俊雄：優良解探索遺伝的アルゴリズム系解法による自由曲面グリッドシェルの構造
形態創生 - 構造形態と曲面を記述する NURBS の階数の関係 -, 日本建築学会構造系論文集, 第 78
巻, 第 687 号, pp.949-958 (10 pages), MAY.2013(査読論文)
大崎純, 本間俊雄：例題で学ぶ建築構造力学１ 静定構造編, pp.1-145(145 pages), コロナ社,
MAR.2013 (著書)
黒木涼, 本間俊雄, 中村達哉：任意境界形状を有する空気膜構造の形状･裁断図同時解析と試験体に
よる定性的形態確認, 膜構造研究論文集, No.26, pp.29-36(8 pages), 日本膜構造協会, MAR.2013 (査読
論文)
古川惠子, 本間俊雄：一人暮らし高齢者の生活を支えるコミュニティに関する研究(2) － 人的交流
と居住環境を中心に －, 南九州地域科学研究所所報, 第29号, pp.21-29(9 pages), 鹿児島女子短期大
学付属南九州地域化学研究所，MAR.2013
本間俊雄：防災計画と人間関係の構造分析の試み, 第4回研究ワークショップ報告書, 第4号,
pp.65-97(33 pages), 日本建築学会九州支部災害委員会，MAR.2013
永田洸大, 本間俊雄：優良解探索群知能による開口を有した自由曲面シェルの構造最適化 その2 多
目的最適化問題への適用, 日本建築学会研究報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.313-316(4 pages),
MAR.2013
永田洸大, 本間俊雄：優良解探索群知能による開口を有した自由曲面シェルの構造最適化 その1 単
一目的最適化問題への適用, 日本建築学会研究報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.309-312(4 pages),

MAR.2013

’12-07 佐々木亜衣, 本間俊雄：優良解探索GAによる非対称形態の自由曲面シェル構造, 日本建築学会研究
報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.293-296(4 pages), MAR.2013

’12-08 沖田裕介, 本間俊雄：自由曲面グリッドシェル構造の形態創生におけるNURBSパラメータ設定に関
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する検討, 日本建築学会研究報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.301-304(4 pages), MAR.2013
土持挙, 本間俊雄：鉛直･奥行き･水平方向の位相差を考慮した変動風速データによる張力構造の動
的応答解析, 日本建築学会研究報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.317-320(4 pages), MAR.2013
黒木涼, 中村達哉, 本間俊雄：任意境界形状を有する空気膜構造の形状･裁断図同時解析と試験体を
用いた形態の定性的確認, 日本建築学会研究報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.285-288(4 pages),
MAR.2013
松尾圭介, 本間俊雄：優良解利用による鋼構造骨組の最小重量設計, 日本建築学会研究報告九州支部,
第52･1号構造系, pp.281-284(4 pages), MAR.2013
熊本倫子, 土持挙, 本間俊雄：補強ケーブル及び溶着部を考慮した応力指定裁断図解析, 日本建築
学会研究報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.289-292(4 pages), MAR.2013
田中奈津希, 本間俊雄：群知能解法による自由曲面シェル構造の形状解析 PSO, ABC, FA, DEの解
探索特性, 日本建築学会研究報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.297-300(4 pages), MAR.2013
西森裕人, 本間俊雄：優良解探索GA系解法による任意境界を有するグリッドシェル構造の形態創生,
日本建築学会研究報告九州支部, 第52･1号構造系, pp.305-308(4 pages), MAR.2013
古賀菜津美, 古川惠子, 本間俊雄, 友清貴和：地域活動を支える個人･組織間のネットワーク形態
グラフ理論を用いた常時と緊急時における内部構造特性の分析, 日本建築学会研究報告九州支部, 第
52･3号計画系, pp.237-240(4 pages), MAR.2013
谷本亜耶子, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析と感性評価を用いた街路景観把握 数量化Ⅰ類によ
る複合化, 日本建築学会研究報告九州支部, 第52･3号計画系, pp.461-464(4 pages), MAR.2013
永田洸大, 本間俊雄：優良解探索機能を導入した群知能による自由曲面シェル構造の形態, 日本建
築学会構造系論文集, 第 78 巻, 第 684 号, pp.345-354 (10 pages), FEB.2013(査読論文)
谷本亜耶子, 本間俊雄：印象に対する影響量による街路景観評価の試み, 第 35 回情報･システム･利
用･技術シンポジウム 2012 (日本建築学会), pp.389-392 (4 pages), DEC.2012
永田洸大, 本間俊雄：優良解探索 PSO による非対称自由曲面シェル構造の形態, コロキウム構造形
態の解析と創生 2012(日本建築学会), pp.17-22 (6 pages), OCT.2012
土持挙, 本間俊雄：膜構造の補強ケーブル及び溶着部を考慮した形状・裁断図同時解析, コロキウ
ム構造形態の解析と創生 2012(日本建築学会), pp.27-32 (6 pages), OCT.2012
川添勝介, 本間俊雄：ベーシスベクトル法を用いた優良解探索 GA によるグリッドシェル構造の形
態創生, コロキウム構造形態の解析と創生 2012(日本建築学会), pp.45-50 (6 pages), OCT.2012
沖田裕介, 本間俊雄：優良解探索 GA による NURBS を用いた自由曲面グリッドシェル構造の解形
態, コロキウム構造形態の解析と創生 2012(日本建築学会), pp.61-66 (6 pages), OCT.2012
永田洸大, 本間俊雄：自由曲面シェル構造の多目的最適化における優良解探索 ABC の解特性, コロ
キウム構造形態の解析と創生 2012(日本建築学会), pp.77-82 (6 pages), OCT.2012
佐々木亜衣, 本間俊雄：優良解探索 GA による任意境界形状を有する自由曲面シェル構造の形態解
析, コロキウム構造形態の解析と創生 2012(日本建築学会), pp.89-94 (6 pages), OCT.2012
黒木涼, 中村達哉, 本間俊雄：任意境界を有する空気膜構造の形状･裁断図同時解析と試験体モデル
による形態確認, コロキウム構造形態の解析と創生 2012(日本建築学会), pp.119-124(6 pages), OCT.
2012
古川惠子, 加藤玲子, 本間俊雄：一人暮らし高齢者の生活を支えるコミュニティに関する研究 - ｢M
独居老人給食会」を例として -， 日本家政学会九州支部大会研究発表要旨集, pp.24(1 page), SEP. 2012
Y.Okita and T.Honma：Structural Morphogenesis for Free-Form Grid Shell Using Genetic Algorithms
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MAR.2007
出水里枝, 瀬戸口晴美, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析を導入した街路景観評価の試み -歴史的
街路景観を例とした心理量導入の負荷量について-, 第28回ファジィ･ワークショップ講演論文集,
pp.17-22(6 pages), MAR.2007
三堂早紀子, 金久絵里, 友清貴和, 本間俊雄：少子高齢と人口減少社会に対応した生活サービスの再
構築に関する研究 その１ 現在から近未来を見据えた生活サービスの類型化と関係性の考察, 日本
建築学会九州支部研究発表会, 第46･3号計画系, pp.121-124(4 pages), MAR.2007
金久絵里, 三堂早紀子, 友清貴和, 本間俊雄：少子高齢と人口減少社会に対応した生活サービスの再
構築に関する研究 その２ 地域特性を考慮した生活サービスの在り方に関する一考察, 日本建築学
会九州支部研究発表会, 第46･3号計画系, pp.125-128(4 pages), MAR.2007
瀬戸口晴美, 出水里枝, 本間俊雄, 徳田光弘, 松永安光：街路景観の評価手法に関する研究 -SD 法
を用いた感性評価と景観構成要素の比較-, 日本建築学会九州支部研究発表会, 第46･3号計画系, pp.
565-568(4 pages), MAR.2007
小佐見友子, 加世田朋子, 本間俊雄, 徳田光弘, 松永安光：低層集合住宅配置計画における設計支援
システムの開発 -多様性を考慮した遺伝的アルゴリズの導入-, 日本建築学会九州支部研究発表会,
第46･3号計画系, pp.61-64(4 pages), MAR.2007
森哲也, 坂中玲子, 本間俊雄：風荷重を想定した張力構造の動的応答解析手順, 日本建築学会九州支
部研究発表会, 第46･1号構造系, pp.545-548 (4 pages), MAR.2007

’06-08 堀切秀作, 本間俊雄：GA系解法による解の多様性を考慮した橋梁の形態創生, 日本建築学会九州支
部研究発表会, 第46･1号構造系, pp.565-568 (4 pages), MAR.2007

’06-09 工藤玲, 坂中玲子, VU Le Bich Phuong, 堀切秀作, 本間俊雄：解の多様性を考慮した GA 系解法の特
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性とアーケード構造形態の創生,日本建築学会九州支部研究発表会, 第 46･1 号構造系, pp.569-572(4
pages), MAR.2007
本間俊雄, 萩原伸幸, 松尾智恵, 立道郁生：活動報告 コロキウム構造形態の解析と創生 2006, 建築
雑誌, 第 122 巻,第 1557 号, pp. 105-107(3 pages), 日本建築学会, FEB.2007 (雑誌)
徳田光弘, 本間俊雄, 松永安光, 有吉弘輔, 西村一成, 平野公平, 小佐見友子：遺伝子操作を導入した
模擬育種法による低層集合住宅配置計画における設計支援の可能性, 日本建築学会計画系論文集, 第
611号, pp.83-91 (9 pages), JAN.2007 (査読論文)
本間俊雄：コロキウム構造形態の解析と創生｢形態創生コンテスト｣レポート, 建築技術, p.192 (1
page), JAN.2007 (雑誌)
山本善宏, 泊和哉, 友清貴和, 本間俊雄, 鈴木健二：少子高齢化と人口減少社会に対応した生活サー
ビスの抽出, 鹿児島大学工学部研究報告, 第58号, pp.59-64 (6 pages), DEC.2006
友清貴和, 古川惠子, 中司智子, 本間俊雄：居住環境を考慮した介護度認定システム開発の試み, 鹿
児島大学工学部研究報告, 第58号, pp.53-58 (6 pages), DEC.2006
本間俊雄：｢ウエブGISによる堆積平野の深部地盤構造データベース｣評論, 日本建築学会技術報告集,
第24号, p.511 (1 page), DEC.2006
森哲也, 矢山正大, 本間俊雄：張力構造の形態解析に関する一方法と設計支援システム, コロキウム
構造形態の解析と創生2006, 日本建築学会, pp.71-78(8 pages), NOV.2006
堀切秀作, 本間俊雄：GA系解法による解の多様性を考慮した構造形態の創生, コロキウム構造形態
の解析と創生2006, 日本建築学会, pp.135-142(8 pages), NOV.2006
T. Honma and K. Nozui：A Procedure on the Genetic Algorithms with Diversity of the Solution and
Structural Morphogenesis, International Workshop on Computational Morphogenesis 2006, p.13(1 page),
OCT.2006 (国際会議) invited lecture
三堂早紀子, 友清貴和, 古川惠子, 本間俊雄：高齢者居住環境を考慮した介護度認定システムにおけ
る介護度の評価, 日本建築学会大会(関東), E-2, pp.361-362(2 pages), SEP.2006
古川惠子, 山本善宏, 友清貴和, 本間俊雄：デルファイ法アンケート調査による社会動向の考察 - 少
子高齢化と人口減少社会に対応した生活サービスの抽出及び位置付け(その1)-, 日本建築学会大会
(関東), E-1, pp.375-376(2 pages), SEP.2006
山本善宏, 古川惠子, 友清貴和, 本間俊雄：デルファイ法アンケート調査による社会動向の考察 - 少
子高齢化と人口減少社会に対応した生活サービスの抽出及び位置付け(その2)- , 日本建築学会大会
(関東), E-1, pp.377-378(2 pages), SEP.2006
泊和哉, 友清貴和, 本間俊雄：グラフ理論を用いた相互扶助モデルの試み, 日本建築学会大会(関東),
E-1, pp.379-380(2 pages), SEP.2006
瀬戸口晴美, 徳田光弘, 松永安光, 菅朋弘, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析を用いた歴史的街路
景観の評価手法, 日本建築学会大会(関東), E-1, pp.981-982(2 pages), SEP.2006
小佐見友子, 徳田光弘, 松永安光, 有吉弘輔, 本間俊雄：低層集合住宅配置計画における設計支援シ
ステムの解探索状況, 日本建築学会大会(関東), E-1, pp.1105-1106(2 pages), SEP.2006
M. Tokuda, T. Honma, Y. Matsunaga：Historical Street Scene Evaluation Using Self-organization Critical
State Analysis, Soft Computing in Mechanical and Structural Engineering, Architecture, and Environmental
Science, The 7th World Congress on Computational Mechanics mini-symposium, Los Angeles, JLY.2006 (国
際会議)
M. Tokuda, T. Honma, Y. Matsunaga：Construction of Design Support System for Site Planning of
Low-rise Housings by Simulated Breeding, Soft Computing in Mechanical and Structural Engineering,
Architecture and Environmental Science, The 7th World Congress on Computational Mechanics
mini-symposium, Los Angeles, JLY.2006 (国際会議)a
徳田光弘, 本間俊雄, 松永安光, 菅朋弘, 森園久美子, 鷹野敦：自己組織化臨界状態解析による歴史
的街路景観の評価手法, 日本建築学会技術報告集, 第 23 号, pp.399-404(6 pages), JUN.2006 (査読論
文)
本間俊雄, 合田雄策, 安宅信行：座標値を未知量とした有限要素技術による張力構造解析の一方法,
日本建築学会構造系論文集, 第 602 号, pp.161-169(9 pages), APR.2006 (査読論文)
小佐見友子, 本間俊雄, 松永安光, 徳田光弘, 有吉弘輔：遺伝子改良を考慮した擬似育種法による集
合住宅配置の創生, 第 26 回ファジィ･ワークショップ講演論文集, pp.27-32(6 pages), MAR.2006

’05-02 瀬戸口晴美, 本間俊雄, 徳田光弘, 松永安光, 菅朋弘：自己組織化臨界状態解析による歴史的街路景
観の評価, 第 26 回ファジィ･ワークショップ講演論文集, pp.33-38(6 pages), MAR.2006

’05-03 中村達哉, 山本憲司, 本間俊雄：複合ケーブル構造の構造特性に関する実験と有限要素法による解
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析, 膜構造研究論文集， No.19, pp.27-34 (8 pages), 日本膜構造協会, FEB.2006 (査読論文)
中司智子, 友清貴和, 本間俊雄, 古川惠子：高齢者居住環境を考慮した介護度認定システムの構築,
日本建築学会九州支部研究発表会, 第 45･3 号計画系, pp.113-116 (4 pages), MAR.2006
泊和哉, 吉原昌也, 友清貴和, 本間俊雄：相互扶助モデルに関する基礎的研究 -グラフ理論の適用と
有用性の考察-, 日本建築学会九州支部研究発表会, 第 45･3 号計画系, pp.637-640(4 pages), MAR.2006
山本善宏, 御手洗政和, 友清貴和, 本間俊雄：少子高齢化と人口減少社会に対応した生活サービスの
抽出及び位置づけ, 日本建築学会九州支部研究発表会, 第 45･3 号計画系, pp.645-648(4 pages),
MAR.2006
有吉弘輔, 徳田光弘, 松永安光, 小佐見友子, 本間俊雄：集合住宅配置計画における発想支援システ
ムの開発 -システム性能の改良と法的条件の導入-, 日本建築学会九州支部研究発表会, 第 45･3 号計
画系, pp.333-336(4 pages), MAR.2006
菅朋弘, 徳田光弘, 松永安光, 瀬戸口晴美, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析による歴史的街路景
観の評価手法 -要素間の関係に基づく段階的評価の試み-, 日本建築学会九州支部研究発表会, 第
45･3 号計画系, pp.549-552(4 pages), MAR.2006
本間俊雄, 山本憲司：複合ケーブル膜構造の形態解析とその応用に関する研究, 平成 13 年度 財団
法人 能村膜構造技術振興財団 研究助成金 研究報告書(66 pages), FEB.2006
髙﨑一美, 揚村固, 本間俊雄：多様性のある構造形態を創生するセル･オートマトンによる発想支援
システムの開発, 鹿児島県立短期大学研究紀要, 第 56 号, 自然科学編, pp.1-18 (18 pages), DEC.2005
本間俊雄：生物的アプローチによる形態発想支援システムの試み, 空間構造におけるコンピュータ
利用の新しい試みと将来展望セミナー資料, pp.1-8(8 pages), OCT.2005
中司智子, 友清貴和, 本間俊雄：高齢者居住環境における介護度認定システムの適応性 -介護環境
と要介護認定の問題点-, 日本建築学会大会(近畿)E-2, pp.433-434(2 pages), SEP.2005
有吉弘輔, 徳田光弘, 松永安光, 西村一成, 本間俊雄：低層集合住宅配置計画における発想支援シス
テムの開発 その 3 模擬育種法と遺伝子改良, 日本建築学会大会(近畿)E-1, pp.1163-1164(2 pages),
SEP.2005
菅朋弘, 徳田光弘, 松永安光, 森園久美子, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析による街並みの保
存･改修を目的とした街路景観評価 -景観構成要素の分析と要素間の関係性について-, 日本建築学
会大会(近畿)F-1, pp.397-398(2 pages), SEP.2005
本間俊雄, 合田雄策：座標値を未知量とした有限要素法による膜構造の裁断図解析について, 日本
建築学会大会(近畿)B-1, pp.371-372 (2 pages), SEP.2005
高崎一美, 本間俊雄, 野瑞憲太：MOGA による多峰性を考慮した多目的最適化について, 日本建築
学会大会(近畿)A-2, pp.485-486(2 pages), SEP.2005
有吉弘輔, 本間俊雄, 徳田光弘, 松永安光, 西村一成：低層集合住宅配置計画における発想支援シス
テムの開発 －模擬育種法と遺伝子改良－, 計算工学講演会論文集, Vol.10, No.2, pp.667-670(4 pages),
日本計算工学会, JUN.2005
菅朋弘, 本間俊雄, 徳田光弘, 松永安光, 森園久美子, 瀬戸口晴美：自己組織化臨界状態解析による
街並みの保存･改修を目的とした街路景観評価 -景観構成要素の分析と要素間の関係性について-,
計算工学講演会論文集, Vol.10, No.2, pp.663-666 (4 pages), 日本計算工学会, JUN.2005
本間俊雄：構造形態の創生, 建築最適化への招待 (日本建築学会編), 第 5 章, pp.67-93(27 pages),
丸善, APR. 2005 (著書)
友清貴和, 本間俊雄, 松永安光：セル･オートマトン法による地方都市解析モデルの構築と地理情報
システムの活用, 平成 14 年度-平成 16 年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究成果報告書[課題
番号 14550616](96 pages), MAR.2005 a
本間俊雄：生物的アプローチによる形態発想支援システムの試み, 空間構造におけるコンピュータ
利用の新しい試み (日本建築学会編), 第 1 章 1 節, pp.2-17 (16 pages), 丸善, MAR. 2005 (著書)
森園久美子, 徳田光弘, 松永安光, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析を用いた街路景観評価手法の
考察 -単純物理量を負荷量とした評価手法の検討-, 日本建築学会九州支部研究発表会, 第 44･3 号計
画系, pp.573-576 (4 pages), MAR.2005
西村一成, 本間俊雄, 徳田光弘, 松永安光：低層集合住宅配置計画における発想支援システムに関す
る研究 －模擬育種法に対する人為操作導入の試み－, 日本建築学会九州支部研究発表会, 第 44･3 号
計画系, pp.205-208 (4 pages), MAR.2005

’04-05 吉原昌也, 御手洗政和, 友清貴和, 本間俊雄：複層化セルオートマトン法と GIS による地方都市の人
口変動予測システムとその評価, 日本建築学会九州支部研究発表会, 第 44･3 号計画系, pp.345-348 (4
pages), MAR.2005
’04-06 中司智子, 友清貴和, 本間俊雄：公的介護保険における介護認定システムの検討と提案, 日本建築学
会九州支部研究発表会, 第 44･3 号計画系, pp.161-164 (4 pages), MAR.2005
’04-07 合田雄策, 本間俊雄：座標値を未知量とした有限要素法による膜構造物の裁断図解析, 日本建築学会
九州支部研究発表会, 第 44･1 号構造系, pp.565-568 (4 pages), MAR.2005
’04-08 野瑞憲太, 本間俊雄：免疫システム型 GA による多峰性を考慮したトラス構造物の多目的最適化, 日
本建築学会九州支部研究発表会, 第 44･1 号構造系, pp.581-584 (4 pages), MAR.2005
’04-09 本間俊雄, 加治広之, 登坂宣好：免疫アルゴリズムによる構造システムの最適化と解の多様性, 日本
建築学会構造系論文集,第 588 号, pp.103-110 (8 pages), FEB.2005 (査読論文)
’04-10 本間俊雄, 安宅信行：座標値を未知量とした有限要素法による張力構造の解析と評価, 膜構造研究
論文集, No.18, pp.15-21 (7 pagse), 日本膜構造協会, FEB.2005 (査読論文)
’04-11 藤井大地, 野中哲也, 三井和男, 曽我部博之, 本間俊雄, 髙﨑一美：橋梁の設計･連続体, 構造形態
の創生と最適化セミナー資料, pp.27-34 (8 pages), 日本建築学会, JUN.2005
’04-12 T.Honma, H.Kaji and N.Tosaka：Optimization of Structure System by Using an Immune Algorithm and
Diversity of Its Solutions, Shape and Topology Optimization, International Workshops on Advances in
Computational Mechanics, Woekshops Abstracts (1 page), NOV.2004 (国際会議) invited lecture
’04-13 友清貴和, 吉原正也, 御手洗政和, 本間俊雄：複層化セルオートマトン法と GIS による地方都市の人
口変動予測システムと評価, 鹿児島大学工学部研究報告, 第 46 号, pp.61-66 (6 pages), DEC.2004
’04-14 T.Honma and N.Ataka：Geometrically Nonlinear Structural Analysis by FEM Using the Coordinate
Value on a Deformed Body, Information, Vol.7, No.5, pp.569-584 (16 pages), International Information
Institute, SPT.2004 (査読論文)
’04-15 徳田光弘, 西村一成, 松永安光, 本間俊雄：低層集合住宅配置計画における発想支援システムの開発
その 1 発想支援システムの概念とモデル化, 日本建築学会大会(北海道)E-1, pp.1113-1114 (2 pages),
AUG.2004
’04-16 西村一成, 徳田光弘, 松永安光, 本間俊雄：低層集合住宅配置計画における発想支援システムの開発
その 2 試作システムと適用例, 日本建築学会大会(北海道)E-1, pp.1115-1116 (2 pages), AUG.2004
’04-17 森園久美子, 徳田光弘, 松永安光, 本間俊雄：自己組織化臨界状態解析による街並み保存を目的とし
た街路景観評価, 日本建築学会大会(北海道)E-1, pp.1079-1080 (2 pages), AUG.2004
’04-18 本間俊雄, 加治広之, 登坂宣好：実数型免疫アルゴリズムによるトラス構造の最適化 -閾値と多様性
-, 日本建築学会大会(北海道)B-1, 309-310 (2 pages), AUG.2004
’04-19 吉原昌也, 友清貴和, 御手洗政和, 本間俊雄：複層化セルオートマトン法と GIS による人口変動予測
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Design Stage of Membrane Structures, Journal of Fujita Technical Institute, No.5, pp.83-91(9 pages), OCT.
1994

’94-08 M.Miyamoto, K.Katayama and T.Honma：A Visual Support System for the in Fire Safety Design of
Buildings, Journal of Fujita Technical Institute, No.5, pp.75-82(8 pages), OCT.1994

’94-09 眞鍋尚, 本間俊雄, 登坂宣好：積分方程式法による同軸回転円板中の粘性流れの分岐解析, 日本応用
数理学会, 平成 6 年度年会研究発表予稿集, pp.268-269(2 pages), SEP.1994

’94-10 新納敏文, 加川幸雄, 本間俊雄, 加藤泰正, 清川博：磁気シールドルーム設計のための磁場解析手法
の検討, 日本応用磁気学会誌, Vol.18, No.5, pp.934-939(6 pages), SEP.1994 (査読論文)

’94-11 T.Shinnoh, Y.Kagawa, T.Honma, Y.Kato and H.Kiyokawa：A Studt of Magnetic Field Analysis Techniques
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for Magnetically Shielded Room Design, International Association of Science Technology for Development,
International Conference Modeling, Simulation & Identification, pp.187-190(4 pages), SEP.1994 (国際会議)
加藤泰正, 本間俊雄, 片山和行, 田中清, 平澤光春, 福島泰之, 薦野和彦, 松林隆道：骨組構造の構造
設計支援可視化システム, フジタ技術研究所報, 第30 号, pp.175-180(6 pages), SEP.1994
本間俊雄, 片山和行, 大倉吉雅, 宮本瑞穂, 谷口弘子, 大西靖和, 門田俊一, 山尾信一：ユーザ･イン
ターフェイスを考慮したパソコンによる飽和･不飽和浸透流解析システムの開発, フジタ技術研究所
報, 第30 号, pp.169-174(6 pages), SEP.1994
片山和行, 本間俊雄, 加藤泰正, 田中清, 平澤光春, 福島泰之, 薦野和彦, 松林隆道：動的応答解析結
果に関する設計支援可視化アニメーションシステムの機能拡張, 日本建築学会大会学術講演会梗概
集, 東海(情報), pp.1643-1644(2 pages), SEP.1994
谷口弘子, 本間俊雄：膜構造の初期形状決定を支援するコンピュータグラフィックス活用システム
について, 日本建築学会大会学術講演会梗概集, 東海(情報), pp.1647-1648 (2 pages), SEP.1994
本間俊雄, 登坂宣好：変断面を考慮した Beck の解析,日本建築学会大会学術講演会梗概集, 東海(構
造Ⅰ), pp.1325–1326(2 pages), SEP.1994
藤原達夫, 船水則行, 尻無濱昭三, 森本仁, 本間俊雄, 高畠秀雄：中空孔を持つ円形スラブの解析 そ
の 4.集中荷重時の静的解析, 日本建築学会大会学術講演会梗概集, 東海(構造Ⅰ), pp.1255-1256(2
pages), SEP.1994
岡豊邦広, 高畠秀雄, 山田哲也, 平田裕一, 梶原恵治, 本間俊雄：剪断変形を考慮した円形中空スラ
ブ の 解 析 そ の 3. 静 的 解 析 ( 集 中 荷 重 ), 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 会 梗 概 集 , 東 海 ( 構 造 Ⅰ ),
pp.1257-1258(2 pages), AUG.1994
T.Manabe, T.Honma and N.Tosaka：Bifurcation Analysis of An Inextensible Elastic Circular Ring,
International Association for Computational Mechanics, The Third Word Congress on Computational
Mechanics Extended Abstracts, Vol.Ⅱ, pp.1269-1270(2 pages), AUG.1994 (国際会議)
本間俊雄, 登坂宣好：非保存性外力を受ける弾性棒の動的安定解析, 日本建築学会構造系論文集, 第
461 号, pp.37-46(10 pages), JUL.1994 (査読論文)
本間俊雄, 谷口弘子：ステアリング的機能を有する設計支援可視化システム, 日本機械学会, 第 4 回
設計工学システム部門講演会論文集, pp.53-58(6 pages), JUL.1994
新納敏文, 加川幸雄, 本間俊雄, 加藤泰正, 清川博：磁気シールドルーム設計のための磁場解析手法
の検討, シミュレーション学会, 第 13 回シミュレーション･テクノロジー･コンファレンス論文集,
pp.15-18(4 pages), JUN.1994
本間俊雄：セミナー10:サイエンティフィック･ビジュアライゼーション リポーター, NICOGRAPH
NEWS･February 1994, p.11(1 page), FEB.1994 (雑誌)
本間俊雄：開閉屋根構造の課題と明日, 日本建築学, 建築雑誌, Vol.109, No.1353, p.81(1 page), FEB.
1994 (雑誌)
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本間俊雄, 谷口弘子：ステアリング的機能を考慮した膜構造物の初期設計支援可視化システム, 日
本コンピュータグラフィックス協会, 第 9 回 NICOGRAPH 論文コンテスト論文集, pp.215-225 入賞論
文(10 pages), NOV.1993 (査読論文)
T.Manabe, T.Honma and N.Tosaka：Bifurcation Analysis of Simple Structure Models, SEIKEN-IASS
Symposium on Nonlinear Analysis and Spatial Structures, pp.531-536(6 pages), OCT.1993 (国際会議)
谷口弘子, 片山和行, 本間俊雄：トラッキング／ステアリング的機能を有する膜構造の初期形状決
定支援可視化システム, フジタ技術研究所報, 第29 号, pp.193-198(6 pages), SEP.1993
宮本瑞穂, 片山和行, 本間俊雄：防火設計・支援シミュレーション可視化システム, フジタ技術研究
所報, 第29 号, pp.187-192(6 pages), SEP.1993
本間俊雄, 片山和行, 平澤光春, 加藤泰正：骨組構造における地震応答可視化システム, フジタ技術
研究所報, 第29 号, pp.181-186(6 pages), SEP.1993
漆戸幸雄, 美馬徹, 綿谷重規, 本間俊雄, 野中光彦：境界要素法による室内音場解析, フジタ技術研
究所報, 第29 号, pp.163-168(6 pages), SEP.1993
新納敏文, 加川幸雄, 本間俊雄, 加藤泰正, 清川博：磁気シールドルーム設計のための磁場解析手法
の検討, 応用磁気学会, 第 17 回学術講演会梗概集, pp.379(1 pages), SEP.1993
本間俊雄, 登坂宣好：減衰項を考慮した弾性梁の内部領域型境界要素法による動的安定解析, 日本
建築学会大会学術講演会梗概集, 関東(構造Ⅰ), pp.1225-1226(2 pages), SEP.1993
藤原達夫, 尻無濱昭三, 森本仁, 本間俊雄, 高畠秀雄：中空孔を持つ円形スラブの解析 その 3.動的
解析, 日本建築学会大会学術講演会梗概集, 関東(構造Ⅰ), pp.1207-1086(2 pages), SEP.1993
漆戸幸雄, 綿谷重規, 本間俊雄, 野中光彦：境界要素法によるローパーティシンの遮音効果の解析,
日本建築学会大会学術講演会梗概集, 関東(環境), pp.283-284(2 pages), SEP.1993
本間俊雄, 登坂宣好：非保存外力を受ける減衰項を有する棒の動的安定性解析, 日本鋼構造協会, 構
造工学における数値解析法シンポジウム論文集, 第 17 巻, pp.203-208(6 pages), JUL.1993
眞鍋尚, 本間俊雄, 登坂宣好：積分方程式による弾性リングの分岐解析, 日本鋼構造協会, 構造工学
における数値解析法シンポジウム論文集, 第 17 巻, pp.215-220(6 pages), JUL.1993
本間俊雄, 谷口弘子：トラッキング／ステアリング的機能を考慮した膜構造の初期形状決定支援シ
ステム, 日本鋼構造協会, 構造工学における数値解析法シンポジウム論文集, 第 17 巻, pp.519-524(6
pages), JUL.1993
T.Manabe, T.Honma and N.Tosaka：Bifurcation Analysis of Viscous Flow Between Two Rotating Coaxial
Disks, Boundary Element Method, Eleservier Science Publishers (The Fifth Japan-Chaina Symposium on
Boundary Element Methods), pp.119-128(10 pages), JUN.1993 (査読論文)
開閉式屋根･構造設計資料作成ワーキンググループ(主査：石井一夫, 幹事：本間俊雄)：開閉式屋根
構造設計指針･同解説および設計資料集, 日本建築学会編, 丸善, JAN.1993 (著書)
N.Tosaka, T.Honma and T.Manabe：Integral Equation Analysis of Viscous Flow Between Two Rotating
Coaxial Disks, Boundary Elements Methods (Fundamentals and Applications), Springer-Verlag, pp.363-372
(10 pages) DEC.1992 (査読論文)
本間俊雄, 登坂宣好：減衰項を考慮した非保存外力を受ける棒の動的安定解析, 境界要素法研究会
(日本計算数理工学会), 境界要素法論文集, 第 9 巻, pp.103-108(6 pages), DEC.1992 (査読論文)
本間俊雄, 片山和行, 加藤泰正, 高崎芳夫, 田中清, 平澤光春：骨組構造における地震応答(解析･実
験計測･実測)アニメーション・システム, 日本コンピュータグラフィックス協会, 第 8 回 NICOGRAPH
論文コンテスト論文集, pp.242-251(10 pages) NOV.1992 (査読論文)
宮本瑞穂, 本間俊雄, 高橋清：建築物における防火設計支援可視化システム, 日本コンピュータグラ
フィックス協会,第 8 回 NICOGRAPH 論文コンテスト論文集, pp.253-262(10 pages), NOV.1992 (査読論
文)
本間俊雄, 登坂宣好：非保存性安定問題における境界要素法解析, 日本機械学会, 第 5 回計算力学講
演会講演論文集, pp.335-336(2 pages), NOV.1992
T.Honma and N.Tosaka ： Non-Conservative Stability Analysis by Boundary Element Method,
Computational Mechanics Publications+Elsevier Applied Science, Boundary Elements ⅩⅣ, Vol.2, pp.502-514
(13 pages), NOV.1992 (査読論文)
眞鍋尚, 本間俊雄, 登坂宣好：回転円板中の粘性流れの分岐解析, 日本応用数理学会, 平成 4 年度年
会研究発表予稿集, pp.143-144(2 pages), OCT.1992
漆戸幸雄, 綿谷重規, 本間俊雄, 野中光彦：境界要素法による３次元室内定常音場の解析, 日本音響
学会, 平成 4 年秋季研究発表会講演論文集Ⅱ, pp.789-790(2 pages), OCT.1992
綿谷重規, 漆戸幸雄, 須賀昌明, 本間俊雄, 野中光彦：防振層による地下鉄振動の低減効果および振
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動の回り込み影響について, 日本音響学会, 平成 4 年秋季研究発表会講演論文集Ⅱ, pp.631-632(2
pages), OCT.1992
Y.Kato, T.Shinno, H.Kiyokawa, T.Honma and N.Tosaka：A Numerical Simulation System for Magnetic
Shielding, Journal of Fujita Technical Institute, No.3, pp.73-80(6 pages), OCT.1992
Y.Kato, K.Katayama, T.Honma, M.Nakayama, K.Yamamoto, Y.Okada and Y.Okamoto：Field Tests on the
Suspensional Structure with a Timber Roof, Journal of Fujita Technical Institute, No.3, pp.81-89(9 pages),
OCT.1992
本間俊雄, 片山和行, 登坂宣好：領域分割型境界要素法を用いた梁の動的安定解析, フジタ技術研究
所報, 第28 号, pp.193-198(6 pages), SEP.1992
加藤泰正, 新納敏文, 清川博, 本間俊雄, 登坂宣好：辺要素を用いた 3 次元非線形磁界解析システム
の開発, シミュレーション, Vol.11(3), pp.228-234(7 pages), シミュレーション学会, SEP.1992 (査読論
文)
Y.Kato, T.Shinno, H.Kiyokawa, T.Honma and N.Tosaka：A Numerical Simulation System for Magnetic
Shielding, Applied Electromagnetics in Materials and Computational Technology, pp.157-162(6 pages),
Hokkaido University Press, SEP.1992 (査読論文)
加藤泰正, 本間俊雄, 片山和行, 高崎芳夫, 田中清, 平澤光春：地震応答(解析･実験･計測)アニメー
ションシステム, 日本建築学会大会学術講演会梗概集, 北陸(情報), pp.1587-1588(2 pages), AUG.1992
本間俊雄, 登坂宣好：弾性梁の内部領域型境界要素法による動的安定解析について, 日本建築学会
大会学術講演会梗概集, 北陸(構造Ⅰ), pp.1241-1242(2 pages), AUG.1992
本間俊雄, 登坂宣好：領域分割型境界要素法による棒の動的安定解析, 日本鋼構造協会, 構造工学に
おける数値解析法シンポジウム論文集, 第 16 巻, pp.291-296(6 pages), JUL.1992
眞鍋尚, 登坂宣好, 本間俊雄：回転同軸円板中の粘性流れの積分方程式解, 境界要素法研究会(日本
計算数理工学会), BEM･テクノロジー･コンファレンス論文集(BETC-92), 第 2 巻, pp.39-44(6 pages),
JUN.1992 (査読論文)
眞鍋尚, 登坂宣好, 本間俊雄：一般化境界要素法による軸対称粘性流れの解析, 日本大学生産工学部
第 24 回学術講演会(数理部会), pp.1-4(4 pages),DEC.1991
登坂宣好, 本間俊雄：積分方程式による回転対称粘性流れ問題の近似解析, 境界要素法研究会(日本
計算数理工学会), 境界要素法論文集, 第 8 巻, pp.119-204 (6 pages), DEC.1991 (査読論文)
本間俊雄：文献抄録「二次の予測子を用いた非線形釣合パスを追跡するアルゴリズム」, 日本建築
学, 会建築雑誌, Vol.106, No.1321, p.64(1 page), NOV.1991 (雑誌)
眞鍋尚, 本間俊雄, 登坂宣好：積分方程式法による軸対称粘性流れの解析, 日本応用数理学会, 平成
3 年度年会研究発表予稿集, pp.198-199(2 pages) OCT.1991
N.Tosaka, T.Honma and T.Manabe：Integral Equation Analysis of Viscous Flow BetweenTwo Rotating
Coaxial Disks, Symposium of International Association for Boundary Element Method-91 Kyoto Abstracts,
pp.161-163(3 pages), OCT.1991 (国際会議)
清川博, 加藤泰正, 新納敏文, 本間俊雄, 登坂宣好：磁気シールド効果を評価する数シミュレーショ
ンシステム その 1.Nedelec 要素を用いた有限要素法による 3 次元静磁界解析, 日本建築学会大会学術
講演会梗概集, 東北(環境), pp.383-384(2 pages), SEP.1991
加藤泰正, 新納敏文, 清川博, 本間俊雄, 登坂宣好：磁気シールド効果を評価する数シミュレーショ
ンシステム その 2.磁気飽和を考慮した有限要素法による 3 次元非線形静磁界解析, 日本建築学会大
会学術講演会梗概集, 東北(環境), pp.385-386(2 pages) SEP.1991
本間俊雄, 登坂宣好：一般化境界要素法における非線形分岐解析技法について, 日本建築学会大会
学術講演会梗概集, 東北(構造Ⅰ), pp.229-230(2 pages), SEP.1991
加藤泰正, 片山和行, 本間俊雄, 清川博, 新納敏文, 野島博, 登坂宣好：磁気シールド効果を評価す
る数値解析システム, フジタ技術研究所報, 第27号, pp.181-186(6 pages), SEP.1991
加藤泰正, 新納敏文, 本間俊雄, 登坂宣好：磁気シールド効果を評価する三次元非線形磁界解析, 日
本シミュレーション学会, 第 12 回計算電気･電子工学シンポジウム, pp.75–80(6 pages), SEP.1991
Y.Kato, N.Okada, T.Honma, M.Nakayama, Y.Yamamoto：Field Testing on the Structual Characteristics of
Suspension Timber Roof, International Symposium on Shell and Spatial Structures-Copenhagen, Vol.Ⅲ
Numerical Method and Test Results, pp.61-68(8 pages), SEP.1991 (国際会議)
本間俊雄：数値シミュレーションにおけるビジュアライゼーション, コンピュータエンジニアリン
グ社, コンピュータ･シュミュレーション, Vol.2-2, p.52-57･67-70(10 pages), APR.1991 (雑誌)
加藤泰正, 新納敏文, 本間俊雄, 登坂宣好：非在来要素を用いた有限要素法による三次元非線形静磁
場解析, 日本大学生産工学部第 23 回学術講演会(数理部会), pp.57-60(4 pages), DEC.1990

’90-02 本間俊雄, 登坂宣好：一般化境界要素法による弾性リングの大変形解析, 境界要素法研究会(日本計
算数理工学会), 境界要素法論文集, 第 7 巻, pp.195-200(6 pages) DEC.1990 (査読論文)
’90-03 加藤泰正, 岡本嘉行, 岡田幸雄, 中山昌尚, 本間俊雄, 山本浩二：木造サスペンョン構造の構造特性
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その 2.加振実験, 日本建築学会大会学術講演会梗概集, 中国(構造Ⅰ), pp.1163–1164(2 pages), OCT.
1990
岡田幸雄, 岡本嘉行, 山本浩二, 中山昌尚, 本間俊雄, 加藤泰正：木造サスペンョン構造の構造特性
その 3.撤去時静加力実験, 日本建築学会大会学術講演会梗概集, 中国(構造Ⅰ), pp.1163-1164(2
pages), OCT.1990
朋田秀一, 中島禎男, 山本浩二, 中山昌尚, 本間俊雄, 加藤泰正：HP シェル屋根の現場計測について
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