2008 年度（第 48 回）九州支部研究報告会
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劣化した表層部の圧縮強度への影響に関する検討
（実験Ⅲ-モデル試験体）

○矢ヶ部洋志（九州大学）
（ 13）
小山智幸・小山田英弘・北山博規
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（１１：４５ ～ １２：３５） 九州支部材料・施工委員会
（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会

２号館３階 ２- ３０１教室
１号館１階 １- １１８教室
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【 材料・施工Ｂ室（１題 12 分：発表９分，質疑３分）２号館３階 2-305 教室
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（125）
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▶ １０：３５ ～ １１：３５ －－－－－－－－－－－－ 司会：小山智幸，副司会：矢ヶ部洋志
○大谷俊浩（大分大学）・岡部泰治 （129）
133 硫酸侵食を受けるコンクリートの劣化予測に関する
永野敬喜・秋吉善忠・佐藤嘉昭
研究
その３ 劣化進行に与える粗骨材の影響
134

硫酸侵食を受けるコンクリートの劣化予測に関する
研究
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135
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に関する研究
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○平山茉莉子（九州大学）
（137）
小山智幸・松藤泰典・原田志津男
米澤敏男・田中恭一・前田悦孝

136

硫酸塩侵食を受けるコンクリート構造物の補修材料
に関する研究
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○永野敬喜（大分大学）・岡部泰治 （141）
秋吉善忠・佐藤嘉昭・大谷俊浩

137

エコセメントを用いたコンクリートの塩害環境下に
おける塩化物イオン浸透特性に関する実験的研究

○徳村忠太（琉球大学）・山田義智 （145）

（１１：４５ ～ １２：３５） 九州支部材料・施工委員会
（１２：５０ ～ １３：２０） 九九州支部研究者集会

２号館３階 ２- ３０１教室
１号館１階 １- １１８教室

▶ １３：４０ ～ １５：０４ －－－－－－－－－－－－ 司会：武田浩二，副司会：野俣亜沙美
○吉川悟史（大分大学）・濱永康仁 （149）
138 耐アルカリ性ガラス繊維ネットによるひび割れ抑制
佐藤嘉昭・大谷俊浩・上田賢司
効果に関する研究
清原千鶴・蒋 海燕・竹内好雄
その１ 初期ひび割れ
139

耐アルカリ性ガラス繊維ネットによるひび割れ抑制
効果に関する研究
その２ 乾燥収縮ひび割れ

○濱永康仁（山口福祉文化大学）
（153）
吉川悟史・佐藤嘉昭・大谷俊浩
上田賢司・清原千鶴・蒋 海燕
竹内好雄

140

超高強度繊維補強コンクリートの再利用に関する研究
その１ 原コンクリート強度に及ぼす骨材種類の影響

○佐藤嘉昭（大分大学）・野村彩夢 （157）
大谷俊浩・秋吉善忠

141

超高強度繊維補強コンクリートの再利用に関する研究
その２ 再利用の検討

○野村彩夢（大分大学）・大谷俊浩 （161）
佐藤嘉昭・秋吉善忠

142

新素材繊維補強コンクリートの耐爆性能に及ぼす部
材構成方法の影響
その１ 実験方法および結果

○松谷龍一（熊本大学）・山口 信 （165）
村上 聖・武田浩二

143

新素材繊維補強コンクリートの耐爆性能に及ぼす部
材構成方法の影響
その２ 実験結果の考察

○山口

144

炭素繊維補強材を鉄筋代替として用いた連続繊維補
強コンクリート梁の構造性能

○角野嘉則（熊本大学）・村上 聖 （173）
武田浩二・中山将駿・下田誠也
久部修弘

信（熊本大学）・村上 聖 （169）
武田浩二・松谷龍一

▶ １５：１５ ～ １６ ：３９ －－－－－－－－－－－－ 司会：本田 悟，副司会：吉川悟史
○立石文香（熊本大学）・村上 聖 （177）
145 熊本県産木材を活用した多層複合構成材の開発
中村哲男・武田浩二・野俣亜沙美
その１ 床パネルの構造性能の実験方法
松岡由利子
146

熊本県産木材を活用した多層複合構成材の開発
その２ 床パネルの構造性能の実験結果

○野俣亜沙美（熊本大学）
（181）
村上 聖・中村哲男・武田浩二
立石文香・松岡由利子
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熊本県産木材を活用した多層複合構成材の開発
その３ 各種断熱工法

○松岡由利子（熊本大学）
（185）
村上 聖・野俣亜沙美・中村哲男
武田浩二・長谷川麻子・立石文香

148

竹の構造材料としての利用技術
竹筋コンクリート梁の構造

○中山将駿（熊本大学）・村上 聖 （189）
武田浩二・角野嘉則・下田誠也

149

産業副産物を活用した緑化基盤用ポーラスコンク
リートの開発
室内温度低減効果の検証

（193）
○金丸健太郎（熊本大学）
村上 聖・武田浩二・松本 淳
浦野登志雄

150

産業副産物を活用した藻場復元用ポーラスコンク
リートの開発
小型魚礁の利用

○武田浩二（熊本大学）・村上 聖 （197）
松本 淳・金丸健太郎・浦野登志雄
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建築仕上材料の表面性状と視覚印象評価に関する研究
その１ 花崗岩の表面仕上げと印象評価に関する基
礎的検討

○土屋

潤（九州大学）

（201）

