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○本田悟（福岡大学） 

古賀一八・小山智幸・湯浅昇・野中英 
(17) 

106  

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

に関する研究   
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▶    １０：３５ ～ １１：５９   －－－－－－－－－－－ 司会 ：武田浩二 ，副司会 ：申相澈 

108  
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○岡田秀敏（大分大学） 

秋吉善忠・上田賢司・大谷俊浩 
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（１２：０５ ～ １２：４０） 九州支部材料・施工委員会 教養教育２号館１階２１３教室 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会  教養教育２号館２階２２１教室 

 

▶    １３：３０  ～  １４：５４     －－－－－－－－－－－ 司会 ：陶山裕樹 ，副司会 ：伊藤七恵 

115  
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116  
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117  
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(65) 

118  

拘束率制御型試験機による鉄筋埋設供試体の収縮ひび

割れに関する研究  

その1 実験方法および鉄筋両引き試験結果 

○藤井晨克（大分大学） 

濱永康仁・大谷俊浩・佐藤嘉昭 

上田賢司・清原千鶴 

(69) 

119  

拘束率制御型試験機による鉄筋埋設供試体の収縮ひび

割れに関する研究  

その2 拘束ひび割れ試験 
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藤井晨克・大谷俊浩・佐藤嘉昭 

上田賢司・清原千鶴 
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響に関する実験的研究 

○森健人(鹿児島大学)  

黒川善幸 
(81) 

 
▶    １５：０５  ～  １６：２９      －－－－－－－－－－－ 司会 ： 白川敏雄，副司会 ：森健人 
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間の影響に関する研究  
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伊藤七恵・大谷俊浩・佐藤嘉昭 

上田賢司・岡田秀敏 

(85) 
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混和材混入モルタルの中性化抵抗性に及ぼす養生期

間の影響に関する研究  
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○伊藤七恵（ゼロテクノ） 

山中優貴・大谷俊浩・佐藤嘉昭 

上田賢司・岡田秀敏 

(89) 

124  
副産物系粉体を外割混合したモルタルのASR抑制効果

に関する研究 

○永田洋一（北九州市立大学） 

高巣幸二・小山田英弘・陶山裕樹 
(93) 

125  
アルカリ骨材反応抑制に天然ゼオライト等を用いたコン

クリートの諸特性に関する実験的研究 
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128  
瓦素材外壁材の表面濡れ状態におけるスペクトル変化

および汚れ付着による熱吸収変化に関する実験的研究 
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【 材料・施工Ｂ室 】（１題１２分：発表９分，質疑３分）   教養教育２号館１階２１４教室 
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礎的研究   

その1 無筋モルタル供試体における検討 
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陶山裕樹・高巣幸二・小山田英弘 
(113) 

130  

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

力に関する研究   
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の提案 
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(117) 

131  
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する研究   

その1 モルタル供試体による圧縮強度に与える影響の

検討 

○谷口貴亮（北九州市立大学） 

陶山裕樹・高巣幸二・小山田英弘 
(121) 

132  
プレストレストコンクリートポール起源再生骨材の品質に

関する研究 

○船本憲治（九州高圧コンクリート工

業） 
(125) 

133  

品質の異なる再生骨材を使用したコンクリートの諸特性

に関する研究   

その2 フライアッシュと高炉スラグ微粉末の影響 

○菅祐亮（北九州市立大学） 

高巣幸二・陶山裕樹・小山田英弘 
(129) 

134  

品質の異なる再生骨材を使用したコンクリートの諸特性

に関する研究   

その3 収縮低減型混和材料の影響 

○庄山隼人（北九州市立大学） 

高巣幸二・陶山裕樹・小山田英弘 

菅祐亮 

(133) 

135  
砕石粉の吸着水がコンクリートのフレッシュ性状と硬化性

状に及ぼす影響に関する研究   

○吉田愛（北九州市立大学） 

高巣幸二・小山田英弘・陶山裕樹 
(137) 

 
▶    １０：３５ ～ １１：３５   －－－－－－－－－－－ 司会 ：本田 悟 ，副司会 ：本山翔也 

136  

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10 改質フライアッシュスラリーの長期保存による影

響 

○嶋崎翔太（北九州市立大学） 

高巣幸二・小山田英弘・陶山裕樹 

松藤泰典・庄山隼人・新村祐太 

(141) 

137  
異種のコンクリート用フライアッシュの状態を変化させて

混合したモルタルの諸特性に関する研究   

○新村祐太（北九州市立大学） 

高巣幸二･陶山裕樹・小山田英弘 

松藤泰典・嶋崎翔太･庄山隼人 

(145) 

138  

高炉スラグ微粉末と粉体を内割混合したコンクリートの諸

特性に関する研究   

その1 粉体の違いによる影響 

○向江賢（北九州市立大学） 

高巣幸二・陶山裕樹・小山田英弘 

内村謙太 

(149) 

139  

高炉スラグ微粉末と各粉体を内割混合したコンクリートの

諸特性に関する研究   

その2 セメントの違いによる影響 

○内村謙太（北九州市立大学） 

高巣幸二・陶山裕樹・小山田英弘 
(153) 

140  
高炉スラグ高含有セメントを用いたモルタルの耐硫酸お

よび耐硫酸塩性に関する研究 

○伊藤是清（東海大学） 

小山智幸・原田志津男 
(157) 

 

（１２：０５ ～ １２：４０） 九州支部材料・施工委員会 教養教育２号館１階２１３教室 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会  教養教育２号館２階２２１教室 

 
 
 
 



▶    １３：３０ ～ １４：５４   －－－－－－－－－－－ 司会 ：伊藤是清 ，副司会 ：菅 祐亮 

141  
凝結遅延剤を添加したリン酸マグネシウムセメントモルタ

ルの基礎的性状に関する実験的研究   

○外山功大（鹿児島大学） 

黒川善幸 
(161) 

142  
機能的内装建材としての用途を想定したポーラスモルタ

ルの機能的特性 

○池部真人（熊本大学） 

山口信・村上聖・長谷川麻子 

富来礼次・武田浩二・佐藤あゆみ 

(165) 

143  CFRP三軸メッシュ筋接着補強RC梁の曲げ解析 

○村上聖（熊本大学） 

山口信・武田浩二・佐藤あゆみ 

久部修弘 

(169) 

144  
UHPFRC 埋設型枠とコンクリートとの界面における付着

剥離性状の実験的評価 

○佐藤あゆみ（熊本大学） 

村上聖・武田浩二・山口信 
(173) 

145  
連続繊維シートを用いた鉄筋コンクリート版の耐爆補強

に関する実験的研究 

○山口信（熊本大学） 

村上聖・武田浩二・佐藤あゆみ 

井形友彦・本山翔也・久部修弘 

(177) 

146  

スラリー充填繊維コンクリートSIFCONの調合と耐爆性能

に関する実験的研究   

その1 調合の検討 

○山口信（熊本大学） 

村上聖・武田浩二・佐藤あゆみ 

井形友彦・本山翔也 

(181) 

147  

スラリー充填繊維コンクリートSIFCONの調合と耐爆性能

に関する実験的研究   

その2 耐爆性能の検討 

○井形友彦（熊本大学） 

山口信・村上聖・武田浩二 

佐藤あゆみ・本山翔也 

(185) 

 
▶    １５：０５ ～ １６：２９   －－－－－－－－－－－ 司会 ：位田達哉 ，副司会 ：池部真人 

148  
パーライト板の建材への利用を目的とした各種性能評価

に関する実験的研究 

○村上聖（熊本大学） 

池部真人・武田浩二・山口信 

佐藤あゆみ 

(189) 

149  

木毛セメント板・溶接スラグ骨材コンクリート複合パネル

の性状   

その1. 実験方法 

○山村謙介（熊本大学） 

武田浩二・村上聖・山口信 

佐藤あゆみ・池崎智美 

(193) 

150  

木毛セメント板・溶接スラグ骨材コンクリート複合パネル

の性状   

その2. 実験結果 

○武田浩二（熊本大学） 

村上聖・山口信・佐藤あゆみ 

山村謙介・池崎智美 

(197) 

151  

建築工事におけるカーボン・オフセットのあり方に関する

考察   

その2 －解体工事の作業形態による温室効果ガス排出

削減の数値化に関する調査研究－ 

○星野勝春(大分大学) 

井上正文 
(201) 

152  
冷暖房を行う基礎内設置型アースチューブを用いた環

境配慮型木造壁式工法の開発 

○遠藤洸介（北九州市立大学） 

福田展淳 
(205) 

153  
地方に建設された社寺の改修工事プロセスおよび使用

材料に関する基礎的研究 

○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 

(209) 

154  
国内森林資源利用のためのシステムと解体木材の圧縮

強度に関する基礎的研究 

○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・姜優子 

(213) 

 


