2010年度 (第50回) 九州支部研究報告会
目
次 (構造系)

▲

９：２０〜１０：２０−−−−−−−−−−−−−司会：大谷俊浩, 副司会：松井

弘

101 暑中期に打設される重要構造物マスコンクリートに関す
る研究
その２ 長期強度

○松本侑也 (九州大学)
小山智幸・小山田英弘
原田志津男・伊藤是清・陶山裕樹

( 1)

102 暑中期に打設される重要構造物マスコンクリートに関す
る研究
その３ 中性化性状

○小山智幸 (九州大学)
小山田英弘・原田志津男
伊藤是清・陶山裕樹・松本侑也

( 5)

103 暑中コンクリート工事における品質管理に関する研究
実大柱試験体による検討３ (長期強度および耐久性)

○原田志津男 (都城工業高等専門学校)
小山智幸・小山田英弘・伊藤是清
陶山裕樹

(

104 打設時のコンクリート温度が35℃を超えるコンクリート
の品質管理に関する考察

○船本憲治 (九州電力)

( 13)

) および領域気象モデル (
105 空間補間法 (
用いた風況推定に関する基礎的研究
―飛来塩分量推測を目的として―

○当真嗣竜 (琉球大学)
東條良太・山田義智・湯浅 昇
富山 潤

( 17)

) を

9)

▲

１０：３０〜１１：４２−−−−−−−−−−−−司会：小山智幸, 副司会：松本侑也

106 フライアッシュ外割コンクリートの各種環境下における
耐久性に関する研究
その１. 弱酸性の硫酸環境における長期曝露実験１

○伊藤是清 (東海大学)
小山智幸・原田志津男・松藤泰典

( 21)

107 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
(その６. 中性化深さに与える高水セメント比の影響)

○大谷俊浩 (大分大学)
松井 弘・永野敬喜・佐藤嘉昭
秋吉善忠

( 25)

108 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
(その７. 高炉スラグ置換率を考慮した劣化予測式の検
討)

○松井 弘 (大分大学)
永野敬喜・佐藤嘉昭・大谷俊浩
秋吉善忠

( 29)

109 硫酸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
(その５. 別府明礬温泉における曝露４年の結果)

○永野敬喜 (大分大学)
松井 弘・秋吉善忠・佐藤嘉昭
大谷俊浩

( 33)

抑制機構に関する研究
110 副産物系粉体外割混合による
その１ 二種類の混和材を使用したモルタルでの検証

○西本智雄 (北九州市立大学)
高巣幸二・石山貴英・松藤泰典

( 37)

抑制機構に関する研究
111 副産物系粉体外割混合による
その２ 二種類の混和材を使用したコンクリートでの検
証

○今井宏宣 (北九州市立大学)
高巣幸二・松藤泰典・石山貴英
西本智雄

( 41)

(１１：５０〜１２：３０)
(１２：５０〜１３：２０)

九州支部材料・施工委員会
九州支部研究者集会

工学部共通棟３階３０２教室
建築学科棟２階０１教室

▲

１３：４０〜１４：４０−−−−−−−−−−−−司会：浦野登志雄, 副司会：伊藤七恵

112 エコセメントとフライアッシュを混合した再生骨材コン
クリートの諸特性に関する研究
その３ 高強度および普通強度域における諸特性

○田中秀明 (北九州市立大学)
高巣幸二・松尾一輝・松藤泰典

( 45)

113 エコセメントとフライアッシュを混合した再生骨材コン
クリートの諸特性に関する研究
その４ 強度低下要因の解明

○松尾一輝 (北九州市立大学)
高巣幸二・松藤泰典・田中秀明

( 49)

114 副産物系粉体を外割混合したコンクリートの諸特性に関
する研究
その１ 混和材の違いによる力学性状の検討

○坂本和也 (北九州市立大学)
高巣幸二・今井宏宣・松藤泰典

( 53)

115 異なる品質の高品質フライアッシュがコンクリートの特
性に及ぼす影響

○上田賢司 (ゼロテクノコンサル)
佐藤嘉昭・山田高慶・大城 愛
大谷俊浩・清原千鶴・岡田秀敏

( 57)

微粒子を混合使
116 長寿命コンクリートを可能にする
用した表層改質材の開発に関する研究
(その２. 流動特性に及ぼす混和剤の影響)

○山田高慶 (大分大学)
佐藤嘉昭・三島 剛・大谷俊浩
清原千鶴・上田賢司・岡田秀敏

( 61)

▲

１４：５０〜１５：５０−−−−−−−−−−−−司会：高巣幸二, 副司会：田中秀明

117

コンクリートの耐久性に関する研究
(その３. 高 ／ 域のコンクリートおよびモルタルの
乾燥収縮)

○伊藤七恵 (大分大学)
佐藤嘉昭・大谷俊浩・上田賢司
三島 剛・岡田秀敏

( 65)

) の物理的性質がコンク
118 高品質フライアッシュ (
リートのフレッシュ性状に及ぼす影響に関する研究
(その３. 混和剤の添加による影響)

○大城 愛 (大分大学)
佐藤嘉昭・山田高慶・大谷俊浩
上田賢司・岡田秀敏・清原千鶴

( 69)

) 混入コンクリートの収
119 高品質フライアッシュ (
縮ひび割れ特性に関する研究
(その１ 強度およびクリープ試験結果)

〇濱永康仁 (山口福祉文化大学)
成田健志・大谷俊浩・上田賢司
佐藤嘉昭・清原千鶴

( 73)

) 混入コンクリートの収
120 高品質フライアッシュ (
縮ひび割れ特性に関する研究
(その２ 乾燥収縮ひび割れ特性)

〇成田健志 (大分大学)
濱永康仁・大谷俊浩・上田賢司
佐藤嘉昭・清原千鶴

( 77)

) コンクリートの収縮ひ
121 高品質フライアッシュ (
び割れ特性に関する研究
(その３ 拘束率制御型試験機を用いたひび割れ試験結
果および解析)

〇成田健志 (大分大学)
濱永康仁・大谷俊浩・上田賢司
佐藤嘉昭・清原千鶴

( 81)

▲

１６：００〜１６：４８−−−−−−−−−−−−司会：小山田英弘, 副司会：大城 愛

122 低品質な再生粗骨材を用いたコンクリート製品に関する
研究
(その２. 長期性状)

○小野将伸 (大分大学)
秋吉善忠・佐藤嘉昭・大谷俊浩
上田賢司・岡田秀敏・山田高慶

( 85)

123 低品質再生粗骨材を用いたコンクリートの性状に関する
研究
(その４. 吸水率の違いが強度性状に与える影響)

○秋吉善忠 (大分大学)
岡田秀敏・小野将伸・佐藤嘉昭
大谷俊浩・上田賢司・山田高慶

( 89)

124 低品質再生粗骨材を用いたコンクリートの性状に関する
研究
(その５. 吸水率の違いが耐久性に与える影響)

○岡田秀敏 (大分大学)
秋吉善忠・小野将伸・佐藤嘉昭
大谷俊浩・上田賢司・山田高慶

( 93)

125 各種リサイクル資材の建築利用技術の開発研究

○太田智之 (熊本大学)
村上 聖・武田浩二・片山雅喜
田中 剛

( 97)

▲

９：２０〜１０：２０−−−−−−−−−−−−−司会：武田浩二, 副司会：片山雅喜

126 既存建築物の材料・施工に関する調査
―調査概要および中性化試験結果―

○小山田英弘 (九州大学)
小山智幸・中原浩之・窪寺弘顕
平山茉莉子

(101)

127 築75年余りを経過した豊後森機関庫の調査報告
(その１ 外観調査結果)

○岩田政勝 (大分県)
佐藤嘉昭・大谷俊浩・上田賢司
山田高慶・秋吉善忠

(105)

128 築75年余りを経過した豊後森機関庫の調査報告
(その２ コンクリートの劣化状況に関する詳細調査)

○佐藤嘉昭 (大分大学)
岩田政勝・大谷俊浩・上田賢司
山田高慶・秋吉善忠

(109)

129 沖縄における鋼製建具の腐食状況
鋼製建具の耐食性に関する暴露実験

○荒井 領 (九州大学)
井上朝雄・山田義智・冨板 崇
藤新成信・竹吉太郎

(113)

○竹吉太郎 (九州大学)
井上朝雄・冨板 崇・藤新成信
荒井 領

(117)

その３

130 建具内部の温・湿度に着目した耐食性の評価方法の提案
鋼製建具の耐食性に関する暴露実験 その４

▲

１０：３０〜１１：４２−−−−−−−−−−−−司会：白川敏夫, 副司会：荒井

領

131 エアミルク充填木質３層構造床パネルの遮音性能と曲げ
性能

○片山雅喜 (熊本大学)
村上 聖・武田浩二・矢野 隆
中村哲男・田中 剛

(121)

132 木質屋根パネルの雨音に対する遮音性能と曲げ性能
(その１ 実験方法)

○内園悠飛 (熊本大学)
浪瀬一矢・村上 聖・武田浩二
矢野 隆・長谷川麻子・中村哲男

(125)

133 木質屋根パネルの雨音に対する遮音性能と曲げ性能
(その２ 実験結果)

○浪瀬一矢 (熊本大学)
内園悠飛・村上 聖・武田浩二
矢野 隆・長谷川麻子・中村哲男

(129)

134 竹の構造材料への利用に関する技術開発 (その１)

○谷崎祐一 (熊本大学)
川原翔太・松永竜也・村上 聖
武田浩二・下田誠也

(133)

135 竹の構造材料への利用に関する技術開発 (その２)

○川原翔太 (熊本大学)
谷崎祐一・松永竜也・村上 聖
武田浩二・下田誠也

(137)

136 竹の構造材料への利用に関する技術開発 (その３)

○松永竜也 (熊本大学)
川原翔太・谷崎祐一・村上 聖
武田浩二・下田誠也

(141)

(１１：５０〜１２：３０)
(１２：５０〜１３：２０)

九州支部材料・施工委員会
九州支部研究者集会

▲

１３：４０〜１４：４０−−−−−−−−−−−−司会：本田

工学部共通棟３階３０２教室
建築学科棟２階０１教室
悟, 副司会：牟田口克洋

137 セメントペーストのチクソトロピー流動と凝集状態の関
係に関する基礎的研究

○麻生裕梨恵 (琉球大学)

138 モルタルフロー試験の収束性に関する研究

○黒川善幸 (鹿児島大学)

139 フレッシュモルタルの簡易ロート試験に関する基礎的研
究

○岩田圭輔 (鹿児島大学)

140 リン酸マグネシウムセメントモルタルの流動性評価手法
に関する基礎的研究

○黒川善幸 (鹿児島大学)

(145)
山田義智
(149)
(153)
黒川善幸
(157)

141 コンクリートの各種分析・試験における測定条件設定に
関する基礎的研究
その１ 熱分析試験による水酸化カルシウム含有率及び
強熱減量測定

○高巣幸二 (北九州市立大学)
松藤泰典・松尾一輝

(161)

▲

１４：５０〜１５：５０−−−−−−−−−−−−司会：伊藤是清, 副司会：三浦和侑

142 塩ビサイディングの飛来塩分遮蔽性能に関する研究

○長縄肇志 (塩ビ工業・環境協会)
当真嗣竜・山田義智・湯浅 昇

(165)

143 がいしを骨材としたポーラスコンクリートの基礎物性と
藻場復元材料への適用

○武田浩二 (熊本大学)
村上 聖・内藤 海・牟田口克洋

(169)

144 パルプスラッジ焼却灰造粒物を骨材としたポーラスコン
クリートの緑化基盤材への適用

○牟田口克洋 (熊本大学)
村上 聖・武田浩二・内藤 海
浦野登志雄

(173)

145 高反射率塗料塗布金属板の屋外暴露による遮熱性能の経
年変化

○オジユン (熊本大学)
村上 聖・長谷川麻子・内園悠飛
浪瀬一矢

(177)

) 吹付塗装鉄筋の付
146 ポリマーセメントモルタル (
着性能および塩水に対する防食性能

○田中 剛 (熊本大学)
村上 聖・武田浩二・中村哲男
片山雅喜・太田智之

(181)

▲

１６：００〜１６：４８−−−−−−−−−−−−司会：黒川善幸, 副司会：岩田圭輔

147 コンクリートスラブの収縮ひび割れに対するタンピング
効果に関する研究
(その３. 冬季打設実験結果および既往の文献との比較)

○三島 剛 (大分大学)
岡田秀敏・佐藤嘉昭・大谷俊浩
上田賢司・永野敬喜

(185)

148 フライアッシュ中の未燃カーボン除去に関する基礎的研
究
その３ 最適処理条件と実機処理装置の開発

○三浦 和侑 (北九州市立大学)
高巣幸二・松藤泰典・森山伸智

(189)

149 フライアッシュ中の未燃カーボン除去に関する基礎的研
究
その４ 実機装置の性能検証とフライアッシュスラリー
コンクリートの諸特性

○森山 伸智 (北九州市立大学)
高巣幸二・松藤泰典・三浦和侑

(193)

150 副産物系無機粉体を外割混合したコンクリートの強度発
現に関する研究
その６ 粒子の凝集を考慮した細孔構造形成の検討

○陶山裕樹 (長崎総合科学大学)
小山智幸・小山田英弘・松藤泰典

(197)

