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その２ 長期曝露試験結果
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(117)
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(121)
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鋼製建具の耐食性に関する暴露実験 その５
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大島彰吾・三根直人

(129)
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－工数について－
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岡本佑介・三根直人

(133)
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(137)
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９：００～１０：２４－－－－－－－－－－－－－司会：大谷俊浩, 副司会：当真嗣竜

136 セメントペーストの凝集状態がレオロジー特性に及ぼす
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(141)

137 凝集状態を考慮したセメントペーストの粘度式に関する
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(145)
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(149)
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140 フレッシュコンクリートのタンピング試験およびフロー
テーブル試験に関する基礎的研究
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141 簡易ロート試験の拡張によるフレッシュモルタルの定量
的評価に関する基礎的研究

○岩田圭輔 (鹿児島大学)
黒川善幸

(161)

142 リン酸マグネシウムセメントのフレッシュ性状の経時変
化に関する基礎的研究

○吉丸真矢 (鹿児島大学)
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(165)
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(173)
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小山智幸・小山田英弘・松本侑也

(177)

146 暑中環境で施工される構造体コンクリートの品質管理に
関する研究
その１ 研究の概要

○小山智幸 (九州大学)
湯浅 昇・小山田英弘���������������・原田志津男
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小山智幸・湯浅 昇・小山田英弘���������������・原田志津男

伊藤是清・松本侑也

(185)
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149 火山性ガスに曝されるコンクリート構造物の塩ビサイディ
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その１ 曝露実験の概要
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湯浅 昇・山田義智・伊藤是清

長縄肇志
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150 火山性ガスに曝されるコンクリート構造物の塩ビサイディ
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ングによる保護効果に関する長期曝露実験
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(201)

152 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６. 別府明礬温泉における曝露５年の結果)

○佐藤嘉昭 (大分大学)
大谷俊浩・秋吉善忠・永野敬喜

(205)

153 瓦素材外壁材の汚れ方に与える色彩および表面形状の影
響に関する実験的研究

○黒川善幸 (鹿児島大学) (209)

154 高靱性エコバインダーの建築用パネル・ボードへの応用
に関する実験的研究

○大木龍太朗 (熊本大学)
村上 聖・武田浩二・太田智之

山口 信

(213)

155 主筋およびあばら筋として竹筋を用いた竹筋コンクリー
ト梁の曲げ性能

○山口 信 (熊本大学)
村上 聖・武田浩二・下田誠也

(217)

156 大分県産生スギ材を使用したコンクリート用型枠の性能
評価実験

○大谷俊浩 (大分大学)
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(221)


