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【 材料・施工Ａ室 】
（１題１２分：発表９分，質疑３分）
►

►

講義棟１号館 １階 第５講義室

９：００ ～ １０：２４
－－－－－－－－－－－ 司会 ：伊藤是清，副司会 ：野尻亜美
ポーラスモルタルの吸音特性に及ぼす細骨材粒径およ ○山口信（熊本大学）
村上聖・富来礼次・岡本則子・
び空隙率の影響に関する実験的研究
101
武田浩二・佐藤あゆみ
耐アルカリ性ガラス繊維ネットによるコンクリートの収縮 ○濱永康仁(至誠館大学)
藤井晨克・大谷俊浩・佐藤嘉昭・
ひび割れ抑制効果に関する研究
102
上田賢司・清原千鶴・竹内好雄
その1 鉄筋両引き試験結果
耐アルカリ性ガラス繊維ネットによるコンクリートの収縮 ○藤井晨克（大分大学）
濱永康仁・大谷俊浩・佐藤嘉昭・
ひび割れ抑制効果に関する研究
103
上田賢司・清原千鶴・竹内好雄
その2 鉄筋両引き試験による付着特性
プレキャスト部材用高強度コンクリートの調合設計に関 ○松田学(ヤマックス)
浦野登志雄
する実験的研究
104
その１．結合材料に関する実験結果
プレキャスト部材用高強度コンクリートの調合設計に関 ○浦野登志雄（熊本高等専門学校）
松田学
する実験的研究
105
その２．調合設計に関する実験結果
短繊維を多量に含有するセメント系複合材料の耐衝突・ ○安部匠（熊本大学）
山口信・村上聖・武田浩二・
耐爆性能に関する実験的研究
106
佐藤あゆみ
（その1 耐衝突性能の検討）
短繊維を多量に含有するセメント系複合材料の耐衝突・ ○山口信（熊本大学）
村上聖・武田浩二・佐藤あゆみ・
耐爆性能に関する実験的研究
107
安部匠
その2 耐爆性能の検討
１０：３５ ～ １１：５９
－－－－－－－－－－－ 司会 ：山口信，副司会 ：安部匠
暑中環境で施工される構造体コンクリートのコールドジョ ○本田悟（福岡大学）
古賀一八・小山智幸・伊藤是清・
イントに関する研究
108
湯浅昇・野中英
その４ コンクリートの打込み時間の影響
109
110

111

112
113

暑中コンクリートの養生方法に関する研究
その5 養生およびセメント種別が炭酸化に及ぼす影響

○伊藤是清（東海大学)
小山智幸

暑中環境で施工される床スラブコンクリートの品質管理 ○申相澈（九州大学)
小山智幸・湯浅昇・伊藤是清・小山田
に関する研究
英弘・前田禎夫・原康隆
その２ 養生方法及び期間の影響
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
○原康隆（九州大学）
関する研究
小山智幸・湯浅昇・伊藤是清・原田
その８ 低熱型セメント・混和材料によるS値の低減の検
志津男・小山田英弘・高巣幸二
討
○村上聖（熊本大学）
パーライト板の木造外装材への利用を目的とした各種性
池部真人・武田浩二・山口信・
能評価
佐藤あゆみ
○小山田英弘（北九州市立大学）
国内森林資源の循環システムに関する研究
高崎紘子・野尻亜美・高巣幸二・
― 4棟の解体建築物から採取した木材の基礎的性質
陶山裕樹・河本裕行・姜優子
―
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114

山口県の一寺院に使用された和釘の形状及び成分に
関する研究

（１２：０５ ～ １２：４０） 九州支部材料・施工委員会
（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会
►

►

１３：３０ ～ １４：５４

○野尻亜美(北九州市立大学)
小山田英弘・高巣幸二・陶山裕樹・
河本裕行

（53）

講義棟１号館１階 第５講義室
中ホール

－－－－－－－－－－－ 司会 ： 大谷俊浩，副司会 ：申相澈

115

打音法を用いた外装タイル張り供試体の測定音に関す ○黒川善幸(鹿児島大学)
る実験的研究

116

サーモグラフィ法を用いたモルタル供試体表面におけ ○森健人（鹿児島大学）
る各表面色の点吸収熱の表面拡散に関する基礎的研究

117

ラスモルタル外壁ひび割れ補修工法

118

飛来塩分輸送推定式による軍艦島の飛来塩分量の検討

○清水峻（琉球大学）
清水峻・崎原康平・山田義智

（69）

119

塩ビサイディングの飛来塩分遮蔽性能に関する研究
（暴露5年目の結果）

○崎原康平（琉球大学）
長縄肇志・清水峻・山田義智・湯浅昇

（73）

120

津波による外装材流失の影響に関する建物模型実験

○松元綾子（鹿児島大学）
澤田樹一郎・井崎丈

（77）

121

未利用の骨材を用いたポーラスコンクリートの調合設計 ○入田徹(熊本大学)
武田浩二・池崎智美・山村謙介・
手法の確立
村上聖・山口信・佐藤あゆみ
(溶接スラグ骨材の検討)

（81）

森健人
黒川善幸

○古賀一八（福岡大学）
本田悟

１５：０５ ～ １６：１７
－－－－－－－－－－－ 司会 ：崎原康平，副司会 ：森健人
凝結前後のコンクリートに埋設された物体に発生する外 ○前永一興（北九州市立大学）
陶山裕樹・高巣幸二・小山田英弘
力に関する研究
122
その2 錘埋設試験のモルタル供試体への適用
○白川敏夫（九州産業大学）
表面吸水試験によるモルタルの品質評価に関する研究
123

124

125

126

127

二種類のコンクリートで断面が構成された圧縮部材の基
礎的研究
その4 無筋モルタル供試体における耐力上昇の条件の
検討
二種類のコンクリートで断面が構成された圧縮部材の基
礎的研究
その5 最大耐力の増加の要因および最大耐力の評価
式の提案
黒曜石発泡パーライトを用いた軽量モルタルの開発に
関する研究
その1. パーライトの物性およびモルタルのフレッシュ性
状
黒曜石発砲パーライトを用いた軽量モルタルの開発に
関する研究
その2 水結合材比およびパーライト混入量が及ぼす影
響

○佐藤剛（北九州市立大学）
陶山裕樹・高巣幸二・小山田英弘・
向江賢
○向江賢（北九州市立大学）
陶山裕樹・佐藤剛・高巣幸二・
小山田英弘
○山田高慶（大分大学）
松永治樹・三島剛・伊藤七恵・
佐藤嘉昭・大谷俊浩
○松永治樹（大分大学）
山田高慶・佐藤嘉昭・大谷俊浩
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（105）

【 材料・施工Ｂ室 】
（１題１２分：発表９分，質疑３分）
►

９：００ ～ １０：２４
128
129
130

►

講義棟１号館１階 第４講義室

－－－－－－－－－－－ 司会 ：陶山裕樹，副司会 ：伊藤七恵

MPS法によるフレッシュコンクリートの材料分離および振 ○上原義己（琉球大学）
動伝播解析
山田義智・崎原康平・浦野真次
○上田賢司（ゼロテクノ）
佐藤嘉昭・大谷俊浩・山田高慶・
三島剛・伊藤七恵
改質フライアッシュ混入ペーストおよびモルタルの流動 ○後藤竜太郎（大分大学）
岡田秀敏・上田賢司・大谷俊浩・佐藤
性に関する研究
嘉昭・山田高慶・伊藤七恵・秋吉善忠
その３ 重回帰分析による検討
フライアッシュの特性がコンクリートの各種フレッシュ性
状に及ぼす影響

131

モルタルフローテーブル上面の材質がフレッシュモルタ ○小田直樹（鹿児島大学）
ルの流動挙動に与える影響に関する実験的研究

黒川善幸

132

タンピング試験における板面の材質がフレッシュモルタ ○小田直樹（鹿児島大学）
ルの流動挙動に与える影響に関する実験的研究

黒川善幸

133

CfFAコンクリートの流動性およびポンプ圧送性
その1 CfFAコンクリートの流動性

134

CfFAコンクリートの流動性およびポンプ圧送性
その2 CfFAコンクリートのポンプ圧送性

○岡田秀敏（ゼロテクノ）
上田賢司・佐藤嘉昭・大谷俊浩・
山田高慶・三島剛・伊藤七恵
○岡田秀敏（ゼロテクノ）
上田賢司・佐藤嘉昭・大谷俊浩・
山田高慶・三島剛・伊藤七恵

１０：３５ ～ １１：５９
－－－－－－－－－－－ 司会 ：白川敏夫，副司会 ：上原義己
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 ○庄山隼人（北九州市立大学）
高巣幸二・陶山裕樹・小山田英弘・
究
135
新村祐太・竹川翔馬
その13 改質処理水準を変化させた改質フライアッシュ
スラリーの品質とモルタル物性の関係
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 ○竹川翔馬（北九州市立大学）
高巣幸二・小山田英弘・陶山裕樹・
究
136
庄山隼人・新村祐太
その14 改質フライアッシュケーキの製造方法及びその
コンクリートの諸特性
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 ○中司貴大（北九州市立大学）
陶山裕樹・高巣幸二・小山田英弘・
究
137
大槻いくみ
その15 フライアッシュを二度浮遊選鉱して得られるテー
ル灰を用いたコンクリートの物性
新燃岳火山灰起源微粉末を用いた高強度コンクリートの ○原田志津男
138
（都城工業高等専門学校）
性状
139
140
141

○新村祐太（北九州市立大学）
高巣幸二・陶山裕樹・小山田英弘・
庄山隼人・竹川翔馬
○大谷俊浩（大分大学）
建造後8年が経過した改質フライアッシュコンクリート構
佐藤嘉昭・上田賢司・三島剛・
造物の詳細調査
伊藤七恵・山田高慶・岡田秀敏
○真子洋一郎（大分大学）
改質フライアッシュを混和した硬練りコンクリートの実施
三島剛・石田征男・大谷俊浩・
工実験
佐藤嘉昭・上田賢司

強熱減量一定に混合したフライアッシュの物性およびそ
れを使用したモルタルの諸物性に関する研究

（109）

（113）

（117）

（121）
（125）

（129）

（133）

（137）

（141）

（145）

（149）

（153）

（157）

（161）

（１２：０５ ～ １２：４０） 九州支部材料・施工委員会
（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会
►

中ホール

１３：３０ ～ １４：５４
142
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144

145
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148

►

講義棟１号館１階 第５講義室

－－－－－－－－－－－ 司会 ：位田達哉，副司会 ：中司貴大
○首藤陽介（大分大学）
改質フライアッシュコンクリート構造物の収縮挙動とガラ
藤井晨克・大谷俊浩・三島剛・
スネットの収縮ひび割れ抑制効果
佐藤嘉昭・上田賢司・竹内好雄

フライアッシュセメントB種を使用したコンクリートの屋外 ○船本憲治
暴露中性化速度係数に関する研究
（九州高圧コンクリート工業）
使用材料の粒度がコンクリートの特性に与える影響に関
○谷口貴亮（北九州市立大学）
する研究
陶山裕樹・高巣幸二・小山田英弘・
その2 モルタルの圧縮強度，中性化，乾燥収縮および
豊島健史・小山智幸
細孔組織に与える影響
○河野江真（北九州市立大学）
フライアッシュを外割大量混合したコンクリートの圧縮クリ
高巣幸二・小山田英弘・陶山裕樹・
ープ特性に関する研究
小山智幸・伊藤是清・吉田愛
フライアッシュ外割混合モルタルの耐硫酸性および耐硫 ○片村祥吾（九州大学）
酸塩性に関する研究
小山智幸・伊藤是清・原田志津男
混和材混入モルタルの中性化抵抗性に及ぼす養生期 ○三島剛（大分大学）
伊藤七恵・山中優貴・大谷俊浩・
間の影響に関する研究
佐藤嘉昭・上田賢司・岡田秀敏
その3. 1年間養生を行った供試体による実験結果
○山中優貴（大分大学）
初期の養生が不十分な場合における改質フライアッシュ
伊藤七恵・大谷俊浩・佐藤嘉昭・
コンクリートの中性化特性に関する研究
上田賢司・岡田秀敏
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１５：０５ ～ １６：０５
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－－－－－－－－－－－ 司会 ：本田悟，副司会 ：三島剛
○佐脇開（熊本大学）
UHPFRC埋設型枠の定着部における引抜性状の実験
佐藤あゆみ・村上聖・武田浩二・
的評価
山口信・池崎智美

（165）

遅延形高性能AE減水剤を添加したリン酸マグネシウム ○外山功大（鹿児島大学）
セメントモルタルの基礎的性状に関する実験的研究

黒川善幸

品質の異なる骨材を組合せたコンクリートの諸特性に関
○吉田愛（北九州市立大学）
する研究
高巣幸二・小山田英弘・陶山裕樹
その4 再生細骨材と再生粗骨材の品質の影響
海水に浸漬されたコンクリートガレキの再生骨材としての ○佐藤嘉昭(大分大学)
伊藤七恵・大谷俊浩・上田賢司・
有効利用
三島剛・岡田秀敏・山田高慶
その1.実験計画およびフレッシュ性状
海水に浸漬されたコンクリートガレキの再生骨材としての ○伊藤七恵（ゼロテクノ）
佐藤嘉昭・大谷俊浩・上田賢司・
有効利用
三島剛・岡田秀敏・山田高慶
その2.硬化性状
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