○基調講演 講師（プロフィール）
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

Gerhard Schickhofer（ｹﾞﾙﾊﾙﾄ・ｼｯｸﾎｯﾌｧｰ）
Institute of Timber Engineering and Wood Technology
Graz University of Technology
（グラーツ工科大学教授）
１９６２年生まれ。 オーストリア
【学 歴】

グラーツ工科大学（オーストリア）にて土木工学を学ぶ
1994年に博士課程修了

【経 歴】

1999年 グラーツ工科大学助教授。
2002～2012年 holz.bau forschungs(木造建築研究)社の責任者、兼科学
部門長

【受賞歴】

2004年～ 同大学教授。木材工学・木材技術研究所所長
1995年 CLTに関する博士論文でJosef-Umdasch賞
2004年 CLTを用いたパッシブハウスのプロジェクトではヨーロピアン・
イノベーション・アワードを受賞

Gerhard Schickhofer studied civil engineering at Graz University of Technology and
graduated with distinction in 1990 (diploma) and 1994 (doctorate). For his research work
he has received different awards (e.g. Josef-Umdasch-Award for his doctoral thesis on
“Cross-Laminated Timber” in 1995, the Research Funding Association Award in the area
“added value” also for “Cross-Laminated-Timber“ in 1998 and the European Innovation
Award for the project “Tanno meets Gemini” in 2004), in his field of activity he has
published more than 240 publications and given numerous speeches. In 1999 he
habilitated and became an associate professor, between 2002 and 2012 he was
manager and scientific director of the Competence Centre “holz.bau forschungs gmbh”.
In 2004 he was appointed to a professorship and became the head of the Institute of
Timber Engineering and Wood Technology at Graz University of Technology. During his
career Prof. Schickhofer was involved in transfer activities in form of more than 20
conferences, workshops and seminars, and has supervised more than 125 diploma
theses and numerous doctoral theses.

○パネルディスカッション（プロフィール）
＜コーディネーター＞
有馬 孝禮 （Takanori Arima）
農学博士・東京大学名誉教授
１９４２年生まれ

【経 歴】

鹿児島県出身

平成 8 年 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
平成 15 年 宮崎県木材利用技術センター所長
平成 15 年 東京大学名誉教授

【委員等】

(一社)木と住まい研究協会理事長
木のまち・木のいえ推進フォーラム代表
(財)日本建築センター木質構造審査委員会委員長 など

【受賞歴】

昭和 51 年 日本木材学会賞
平成 10 年 日本ツーバイフォー建築協会「坪井賞」

＜パネリスト＞
坂本 功（Isao Sakamoto）
工学博士・東京大学名誉教授
１９４３年生まれ。徳島県出身

【経 歴】

平成元年

東京大学工学部教授

平成 7 年

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授

平成 18 年 東京大学名誉教授
【委員等】

NPO 木の建築フォラム理事長
(一財)住まいづくりナビセンター理事長
(一財)日本建築防災協会理事・耐震改修支援センター長 など

【受賞歴】

平成 15 年 日本建築学会賞
平成 25 年 防災功労者内閣総理大臣表彰

＜パネリスト＞
網野 禎昭（Yoshiaki Amino）
Dr. sc. tech. EPFL

法政大学デザイン工学部建築学科教授
1967 年生まれ。

【経 歴】

静岡県出身

平成 11 年 スイス連邦工科大学建築土木環境工学部 アシスタント
平成 16 年 ウィーン工科大学建築学部 アシスタント・プロフェッサー
平成 22 年 法政大学デザイン工学部建築学科教授

【委員等】

ウィーン建築家協会設計競技専門員
オーストリア政府交通技術革新省助成・中高層木造プロジェクト委員

【受賞歴】

平成 17 年 オーストリア・シュバイクホッファー賞

＜パネリスト＞
中島 浩一郎 (Kouitirou Nakasima)
銘建工業株式会社 代表取締役社長
１９５２年生まれ。

【職 歴】

岡山県出身

平成 16 年
銘建工業株式会社 代表取締役社長
平成 19 年
協同組合くまもと製材 代表理事
平成 24 年
高知おおとよ製材株式会社 代表取締役社長
平成 25 年
真庭バイオマス発電株式会社 代表取締役社長
【公職・役職】 日本 CLT 協会 会長
事
木質バイオマスエネルギー利用推進協議会 副会長
中国地域バイオマス協議会 副会長
真庭木材業協同組合 理事

