
第Ⅰ部門

第Ⅰ部門①　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K307教室  座長：藤澤伸光[高知工科大学]

(Ⅰ-1) 人工的に孔食を発生させた鋼板の引張強度

(Ⅰ-2) 高知県における鋼橋の腐食劣化の現状と劣化に及ぼす諸因子の影響

(Ⅰ-3) 腐食鋼板の圧縮強度解析による板厚データの処理方法に関する検討

(Ⅰ-4) 腐食した周辺単純支持板の圧縮強度評価に関する解析的検討

(Ⅰ-5) リニアアレイ探触子への逆散乱イメージング法の適用

(Ⅰ-6) 余震が構造物の損傷に及ぼす影響に関する基礎的研究

(Ⅰ-7) トンネル中柱端部の境界条件が中柱の破壊形態に及ぼす影響

第Ⅰ部門②　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K308教室  座長：穴見健吾[高知工科大学]

(Ⅰ-8) 曲げと引張りを受ける荷重伝達型十字溶接継手の疲労強度に関する基礎的研究

(Ⅰ-9) 沓座直下のダイアフラム疲労損傷に対する板厚の影響

(Ⅰ-10) Non-Linear Kinematic Hardening Model for Cyclic Elasto-Plastic Analysis

(Ⅰ-11) Serviceability Condition Evaluation of Highway Bridges using Structural Reliability Theory.

(Ⅰ-12) 繰り返し荷重を受け座屈した鋼板要素の弾塑性大変形特性に関する基礎的研究

(Ⅰ-13) 一様軸圧縮を受けるテーパー鋼板の終局強度

(Ⅰ-14) SBFEMの亀裂進展解析への適用について

一般講演プログラム　　　（○印：発表者）

溝江慶久[川田工業(株)]

海田辰将[高知工業高専]

Kazuhiro Taniwaki[Ehime University]

Kazuhiro Taniwaki[Ehime University]

○近森靖弘[高知工業高専]，勇秀憲[高知工業高専]

○田中豪[高知工業高専]，勇秀憲[高知工業高専]

○Santosh Shrestha[愛媛大学], 米田伸樹[愛媛大学]，大賀水田生[愛媛大学]

○松本将人[高知工科大学]，穴見健吾[高知工科大学]

上岡麻佑子[高知工科大学]

○森西由記[徳島大学(院)]，三神厚[徳島大学]，澤田勉[徳島大学]

○高田鉄也[徳島大学(院)]，成行義文[徳島大学(院)]，平尾潔[徳島大学(院)]

○岡田和也[高知工科大学]，梶原仁[首都高速道路(株)]，穴見健吾[高知工科大学]

○S. C. Siriwardane[Ehime University]，Mitao Ohga[Ehime University]

○I. M. S. Waruna Kumara[Ehime University]，Mitao Ohga[Ehime University]

海田辰将[高知工業高専]

○谷口津美[高知工科大学]，藤澤伸光[高知工科大学]，小松令奈[高知工科大学]

○尾崎将章[四国道路エンジニア]，藤澤伸光[高知工科大学]

○松岡ちひろ[愛媛大学(院)]，中畑和之[愛媛大学(院)]

○北川雄也[高知工科大学]，海田辰将[高知工業高専]

○濱岡奈央[(株)ＣＳＩ]，海田辰将[高知工業高専]，春海旭[ＭＩ ＪＡＰＡＮ大坂校]



第Ⅰ部門③　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K304教室  座長：森伸一郎[愛媛大学]

(Ⅰ-15) 高知自動車道における軟弱地盤の卓越周期の測定と数値解析

(Ⅰ-16) 高知自動車道における軟弱地盤の南海地震時の地震応答特性

(Ⅰ-17) 地盤を考慮した免震RC構造物の地震応答解析

(Ⅰ-18)

(Ⅰ-19) 動的相互作用を考慮した地盤一構造系の地震応答解析

(Ⅰ-20) 確率論手法に基づく応答スペクトル適合地震動の作成法

(Ⅰ-21) 1地点での微動を用いた表層地盤特性の概略推定

第Ⅰ部門④　時間：10:40-12:10（第２セッション）会場：K307教室  座長：長尾文明[徳島大学]

(Ⅰ-22) 仮桟橋工法を応用した道路橋の開発とその構造特性

(Ⅰ-23) Design of Pretension Girder Bridge for Cambodian Rehabilitation

(Ⅰ-24) 鋼橋の減衰定数推定に関する基礎的検討

(Ⅰ-25) ヘリカルワイアによるウェークギャロッピングの制振

(Ⅰ-26) 角柱後流内で振動する円柱の励振メカニズムに関する研究

(Ⅰ-27) 乱流中における微小攪乱を用いた変動空気力の空間相関形成

(Ⅰ-28) フラクタル次元とイメージアンケートによる橋梁の形状特性に関する基礎的研究

(Ⅰ-29) イメージアンケートによる吊橋・斜張橋の景観評価に関する基礎的研究

○岡村美世[徳島大学(院)]，長尾文明[徳島大学]，野田稔[徳島大学]

白澤多一[東京工芸大学]

○Von Seng[Kochi University of Technology]，Hiroshi Shima[Kochi Univerisity of Technology]

○阪本梨津子[国土交通省]，辻原治[和歌山工業高等専門学校]，澤田勉[徳島大学]

○田中佑典[高知工科大学]，藤澤伸光[高知工科大学]

白澤多一[東京工芸大学]

○福井麻衣[高知工業高専]，勇秀憲[高知工業高専]

○奥田光洋[高知工業高専]，勇秀憲[高知工業高専]

○和田浩行[徳島大学(院)]，長尾文明[徳島大学]，野田稔[徳島大学]

○佐伯嘉隆[愛媛大学]，森伸一郎[愛媛大学]，和仁晋哉[愛媛大学(院)]

吉川正昭[高知工業高専]，○西川美樹[豊橋技術科学大学]

○Atsushi Mikami[Univ. of Tokushima]，Jonathan Stewart[Univ. of California, Los Angeles]

Makoto Kamiyama[Tohoku Institute of Technology]，Tsutomu Sawada[Univ. of Tokushima]

三神厚[徳島大学]，澤田勉[徳島大学]

Exploration of Different Smoothing Methods in Estimating Kinematic　Soil-Structure
Interaction Using Strong Motion Data

○岡本輝正[徳島大学(院)]，辻原治[和歌山工業高等専門学校]

○山本公平[(株)高知丸高]，藤澤伸光[高知工科大学]

吉川正昭[高知工業高専]，○間嶋純一[高知工業高専]

○島田智之[徳島大学(院)]，三神厚[徳島大学]，澤田勉[徳島大学]

○神野邦彦[愛媛建設コンサルタント]，森伸一郎[愛媛大学]，和仁晋哉[愛媛大学(院)]

西本健一[愛媛建設コンサルタント]



第Ⅰ部門⑤　時間：10:40-12:10（第２セッション）会場：K308教室  座長：谷脇一弘[愛媛大学]

(Ⅰ-30) アンケート結果に基づく既存橋梁の危険度評価法に関する研究

(Ⅰ-31) 既存橋梁の最適補修項目の選定に関する研究

(Ⅰ-32) 香川県内橋梁の損傷状況に関するデータベースの作成　－GISシステムの適用－

(Ⅰ-33) 道路防災点検の結果を利用した松山周辺の道路斜面の耐震性評価

(Ⅰ-34) GISを用いた震後の避難期におけるリンクの重要度評価に関する研究

(Ⅰ-35) 孤立地区発生防止を優先した道路橋の地震防災上の重要度評価法

(Ⅰ-36) 愛媛県愛南町久良地区における津波防災地図作成ワークショップ 

(Ⅰ-37) 強震観測記録を用いた四国地域における地盤増幅特性の経験的評価

第Ⅰ部門⑥　時間：15:10-16:40（第３セッション）会場：K307教室  座長：大賀水田生[愛媛大学]

(Ⅰ-38) ブロック擁壁の耐震解析について

(Ⅰ-39) 模擬地震波による鋼ラーメン構造の耐震性能評価の可能性

(Ⅰ-40) 五重塔に対する耐震性能評価

(Ⅰ-41) 耐震信頼性評価手法によるＳ構造物のリスク算定と免震時の解析（ｐａｒｔ２）

(Ⅰ-42) 動的解析による単柱式RC橋脚の耐震安全性照査に関する基礎的研究

(Ⅰ-43) 復元力履歴特性の相違が道路橋RC橋脚の変位に基づく耐震設計に及ぼす影響

(Ⅰ-44) 履歴損傷が変位に基づく単柱式RC橋脚の耐震設計に及ぼす影響

(Ⅰ-45) 地震時保有水平耐力法で設計された単柱式RC橋脚の復元力履歴特性

○三木康弘[徳島大学(院)]，平尾潔[徳島大学]，成行義文[徳島大学]

中屋敷誠司[徳島大学(院)]

○西窪由香理[徳島大学(院)]，成行義文[徳島大学(院)]，平尾潔[徳島大学(院)]

奥知宣久[徳島大学(院)]

○山尾憲司[徳島大学(院)]，平尾潔[徳島大学]，成行義文[徳島大学]

中屋敷誠司[徳島大学(院)]

○西元佑樹[日本電炉(株)]，大賀水田生[愛媛大学]，谷脇一弘[愛媛大学]

○福岡弘次[高知工科大学]，藤澤伸光[高知工科大学]

吉川正昭[高知工業高専]，○宮地ひかり[高知工科大学]

吉川正昭[高知工業高専]，○森本洋史[高知工業高専+B130]

神野邦彦[愛媛建設コンサルタント]，森伸一郎[愛媛大学]

○片岡知哉[徳島大学]，三神厚[徳島大学]，澤田勉[徳島大学]

○須賀幸一[(株)芙蓉コンサルタント]，弓立晃[(株)芙蓉コンサルタント]

○宇嵜晃司[徳島大学(院)]，平尾潔[徳島大学]，成行義文[徳島大学]，楠田一裕[(株)塩見]

○源貴志[徳島大学(院)]，成行義文[徳島大学(院)]，平尾潔[徳島大学(院)]

大木淳[徳島大学(院)]

谷脇一弘[愛媛大学]，大賀水田生[愛媛大学]，○井上元章[広島県警]，米田孝行[ＺＹＣＣ(株)]

○光畑英樹[高松工業高専]，西尾加奈子[国土交通省]，太田貞次[高松工業高専]

谷脇一弘[愛媛大学]，大賀水田生[愛媛大学]，○米田孝行[ＺＹＣＣ(株)]，井上元章[広島県警]

○藤本創士[愛媛大学]，森伸一郎[愛媛大学]

平尾潔[徳島大学(院)]

○大木淳[徳島大学(院)]，天野健[(株)インフォマティクス]．成行義文[徳島大学(院)]



第Ⅰ部門⑦　時間：15:10-16:40（第３セッション）会場：K308教室  座長：笹田修司[阿南高専]

(Ⅰ-46) 携帯端末を用いた地震時安否確認システムの構築に関する基礎的研究

(Ⅰ-47) 車両の地震時瓦礫回避走行シミュレーションに関する基礎的研究

(Ⅰ-48) 地震時空撮画像のエッジ情報に基づく建物瓦礫部の抽出に関する研究

(Ⅰ-49) 津波防災地図作成ワークショップにおける津波浸水シミュレーション

(Ⅰ-50) 渦パネル法による翼断面周りの流れ場の数値流体解析

(Ⅰ-51) ｋ－ε法による半島状地形の風況特性の解析

(Ⅰ-52) フェーズドドアレイ探触子の音場シミュレーションと散乱解析

第Ⅱ部門

第Ⅱ部門①　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K302教室  座長：竹林洋史[徳島大学]

(Ⅱ-1) ニューラルネットワークを用いたダム堆砂予測に関する研究

(Ⅱ-2) ARTIFICAL NEURAL NETWORKS APPLIED TO RESERVOIR OPERATION

(Ⅱ-3) 微小シルによる掃流砂量の増加効果に関する研究

(Ⅱ-4) 橋脚周辺の局所洗掘特性と洗掘孔周辺流況の三次元解析に関する研究

(Ⅱ-5) 落差工のスリット化により形成された流路の安定性の検討

(Ⅱ-6) 岩を有する場の砂州の形状特性

(Ⅱ-7) 平面河床変動計算の数値安定性に関する検討

(Ⅱ-8) 平面二次元計算による物部川河口閉塞の破壊と維持管理に関する研究

○篠崎裕輔［徳島大学(院)］，竹林洋史［徳島大学］，岡部健士［徳島大学］

○穴瀬康雄［ﾊｲﾄﾞﾛﾘｻｰﾁ］，岡部健士［徳島大学］

○石本千春［愛媛大学(院)］，村上忠司［ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ(株)］，門田章宏［愛媛大学］，

鈴木幸一［愛媛大学］

○吉田和広[阿南工業高専]，湯城豊勝[阿南工業高専]

○鈴木泰幸［愛媛大学(院)］，鈴木大輝［ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ］，門田章宏・鈴木幸一［愛媛大学］

○林　直哉［徳島大学(院)］，岡部健士［徳島大学］，竹林洋史［徳島大学］

○森本　稔［愛媛大学(院)］，坂田洋次郎［日本発条(株)］，門田章宏［愛媛大学］，

鈴木幸一［愛媛大学］

○C.A.S.Farias［愛媛大学(院)］，A.B.Celeste［Ｆｅｄｅｒａｌ大学］，A.Kadota［愛媛大学］，

K.Suzuki［愛媛大学］

○中畑和之[愛媛大学(院)]，樫山昭徳[愛媛大学]，河野尚幸[(株)日立製作所]

○村田功一[徳島大学(院)]，福井佑一郎[国土交通省]，平尾潔・成行義文[徳島大学(院)]

○栗山利男[構造計画研究所]，森伸一郎[愛媛大学]，須賀幸一[芙蓉コンサルタント]

○柿坂拓也[徳島大学(院)]，長尾文明[徳島大学]，野田稔[徳島大学]

白澤多一[東京工芸大学]

○高尾昌孝[徳島大学(院)]，長尾文明[徳島大学]，野田稔[徳島大学]

白澤多一[東京工芸大学]

○笹田修司[阿南工業高専]，三上卓[群馬工業高専]

○安部真理子[徳島大学(院)]，成行義文[徳島大学]，平尾潔[徳島大学]，源貴志[徳島大学(院)]

神野邦彦[愛媛建設コンサルタント]



第Ⅱ部門②　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K303教室  座長：中野　晋[徳島大学]

(Ⅱ-9) 河川の石造構造物における石積み技術の可能性　－吉野川を事例に－

(Ⅱ-10) アンケート調査に基づいた四万十川の景観評価に関する研究

(Ⅱ-11) 急勾配中小河川の流木に起因する洪水氾濫

(Ⅱ-12) 2005年9月台風14号による四万十川洪水被害

(Ⅱ-13) 平成16年台風23号による徳島市佐古地区の内水災害の発生過程

(Ⅱ-14) 半閉鎖性水域における流れ場と浮遊土砂についての一報告

(Ⅱ-15) 小鳴門海峡周辺における潮位特性

(Ⅱ-16) 石炭灰固化体を用いた魚礁・藻礁への適用性に関する研究

第Ⅱ部門③　時間：10:40-12:10（第２セッション）会場：K302教室  座長：岡田将治[高知工業高専]

(Ⅱ-17) 可視化粒子画像流速測定法の開発と縦列円柱周辺の平均流構造に関する研究

(Ⅱ-18) PIV解析とPTV解析による吉野川表面流速の計測

(Ⅱ-19) ADCPによる洪水時河川観測システムの開発

(Ⅱ-20)

(Ⅱ-21) 流れの非定常性と植生繁茂が蛇行流路形状に及ぼす影響

(Ⅱ-22) 竹林周辺の流れの数値解析法

(Ⅱ-23) 植生密生度の時空間分布を考慮した平面二次元流れの数値解析

野中兼山　三又分水路の流況計測と二次元解析

○三好　学［徳島県］，岡部健士[徳島大学]，和久田敦志[徳島大学(院)]

○夏見祐介［徳島大学(院)］，竹林洋史［徳島大学］，岡部健士［徳島大学］

喜多宏子[徳島大学]

○笹岡良治[高知工業高専]，岡田将治[高知工業高専]，山崎利文［高知工業高専］

○北大宅俊明[徳島大学(院)]，竹林洋史［徳島大学］，岡部健士［徳島大学］，

竹田一貴［徳島大学(院)］

○村上　真［愛媛大学(院)］，大黒　学［兵庫県庁］，門田章宏［愛媛大学］，

鈴木幸一［愛媛大学］

○和久田敦志[徳島大学(院)]，岡部健士［徳島大学］，竹林洋史［徳島大学］

○中田正人[(株)ｴｲﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ]，塩見政博[愛媛大学(院)]，伊福　誠[愛媛大学] 

中野　晋［徳島大学］，○木村剛士［徳島大学(院)］，天羽誠二［四国建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)］，

白川卓磨［国交省四国地方整備局］

○末永慶寛［香川大学］，掛川寿夫［香川大学］，岩原廣彦［(財)四国産業・技術振興ｾﾝﾀｰ］

山本房市［（株）四電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ］

○岡田将治[高知工業高専]，山崎利文[高知工業高専]，大年邦雄[高知大学]

○高橋賢司[徳島大学(院)，岡部健士［徳島大学］

○安井勝志[徳島大学]，安芸浩資[ﾆﾀｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)]，岡田直也[ﾆﾀｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)]

中野　晋［徳島大学］

○井藤信行［徳島大学（院）］，庄野武朗［兵庫県］，三宅正弘［武庫川女子大学］

○山岡摩耶[高知工業高専]，勇　秀憲[高知工業高専]，岡田将治[高知工業高専]

○越智有生[愛媛大学（院)]，藤森祥文[愛媛大学(院)]，白石　央［(株)荒谷建設ｺﾝｻﾙ］，

渡辺政広［愛媛大学(院)］



第Ⅱ部門④　時間：10:40-12:10（第２セッション）会場：K303教室  座長：畑田佳男[愛媛大学]

(Ⅱ-24) 海岸堤防に作用する津波波力に関する実験

(Ⅱ-25) ウェーブレット変換による昭和南海地震津波の振動解析

(Ⅱ-26) 台風および低気圧シミュレーションに基づく日本沿岸の波高極値の推定

(Ⅱ-27)

(Ⅱ-28)

(Ⅱ-29) 物部川河口での岸沖漂砂と河口閉塞

第Ⅱ部門⑤　時間：15:10-16:40（第３セッション）会場：K302教室  座長：田村隆雄[徳島大学]

(Ⅱ-30) 高知県における異常気象災害の頻発化と確率降雨劣化現象の評価

(Ⅱ-31) 吉野川池田・岩津間流域への分布型流出モデルの適用と洪水伝播特性

(Ⅱ-32) メコン川デルタ地帯における水質・水循環解析に関する基礎的研究

(Ⅱ-33) 貯留浸透施設を備えた水路の雨水流出解析

(Ⅱ-34) 圧力運用されている下水道管渠システムのマンホール蓋飛散

(Ⅱ-35) 豪雨時の下水道マンホール蓋浮上・飛散シミュレーション

第Ⅲ部門

第Ⅲ部門①　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K305教室  座長：木下尚樹[愛媛大学]

(Ⅲ-1) 地表面探索器を用いた表層地盤特性

○村上裕紀[愛媛大学(院)]，重本直人［(株)荒谷建設Ｃ]，藤森祥文[愛媛大学(院)]，

渡辺政広［愛媛大学(院)］

○寺尾直城[高松高専専攻科]，向谷光彦[高松高専]，

右近雄大[日本興業㈱]，藤原保夫[開発コンクリート㈱]

○右近雄大［日本興業(株)］，岡　佳宏［愛媛大学(院)］，藤森祥文［愛媛大学(院)］，

渡邊政広[愛媛大学(院)]

○重本直人［(株)荒谷建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ]，ｻﾛｼﾞ ｸﾏﾙ ﾊﾟﾝﾃﾞｨﾄ［愛媛大学(院)］，

藤森祥文[愛媛大学(院)]，渡辺政広[愛媛大学(院)]

○田中悠介［高知工科大学］，村上雅博［高知工科大学］

○穴水秀樹[徳島大学(院)]，端野道夫[徳島大学(院)]，田村隆雄[徳島大学(院)]

○藤森祥文[愛媛大学]，西村文武[愛媛大学]，渡辺政広[愛媛大学]，

ｻﾛｼﾞ ｸﾏﾙ ﾊﾟﾝﾃﾞｨﾄ［愛媛大学(院)］

山口正隆［愛媛大学］，○森　正憲［愛媛大学(院)］，大福　学［愛媛大学］

畑田佳男［愛媛大学］

○中野　晋［徳島大学］，石丸訓之［(株)Ｐ＆Ｇ］，岡本誠一郎［国交省高知河国事務所］

観測風を用いた瀬戸内海における2004年台風時波浪の推定

山口正隆［愛媛大学］，○畑田佳男［愛媛大学］，大福　学［愛媛大学］

野中浩一［愛媛大学］

観測風を用いた伊勢湾における長期波浪推算

○草刈　隆［阿南工業高専］，笹田修司［阿南工業高専］，島田富美男［阿南工業高専］

野中浩一［愛媛大学］，山口正隆［愛媛大学］，畑田佳男［愛媛大学］，

○畔柳和也［愛媛大学(院)］

○冨永数男［徳島大学(院)］，中野　晋［徳島大学］



(Ⅲ-2) 底版付き鉛直埋設管の設計法に関する研究

(Ⅲ-3) 法面緑化基材の強度特性評価法

(Ⅲ-4) 20g遠心模型実験 -変形挙動の比較-

(Ⅲ-5) 付加体の形成メカニズムに関する基礎的実験

(Ⅲ-6) 組み合せ荷重を受ける砂地盤上の帯基礎の支持力実験と荷重－変位モデル

二神治[愛媛大学]，和田俊彦[愛媛大学]

(Ⅲ-7) 矢板補強された斜面の組合せ荷重の支持力特性

第Ⅲ部門②　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K306教室  座長：岡林宏二郎[高知工業高専]

(Ⅲ-8) サンプリング試料の動的特性

(Ⅲ-9) 常時微動から推定した丸亀・坂出の地盤特性

(Ⅲ-10) 松山平野の砂質土地盤の液状化特性

(Ⅲ-11) 土佐市における軟弱地盤の不攪乱土の繰返し変形特性

(Ⅲ-12) 高松港湾域の上部更新統土の繰返し変形・強度特性

(Ⅲ-13) 細粒分を含む不飽和土の液状化強度に関する研究

(Ⅲ-14) 部分的に不飽和化した地盤の振動台実験による液状化対策効果の検討

第Ⅲ部門③　時間：10:40-12:10（第2セッション）会場：K305教室  座長：岡村未対[愛媛大学]

(Ⅲ-15) 高松港湾域の上部更新統土の土質特性

(Ⅲ-16) 多段階拘束圧載荷法を用いた土の変形特性

○田仲伊一[㈱東建ジオテック]，下元幸夫[高松港湾空港技術調査事務所]

○松下　怜[愛媛大学(院)]，森伸一郎[愛媛大学]，河田皓介[愛媛大学(院)]

下元幸夫［高松港湾空港技術調査事務所］，田仲伊一［㈱東建ジオテック］

○野口康平[愛媛大学]，岡村未対[愛媛大学]，藤原身江子［㈱ウエスコ］

○増田雅士[愛媛大学]，岡村未対[愛媛大学]，二神　治［愛媛大学］，芳之内信也［愛媛大学］

森伸一郎[愛媛大学]，河田皓一[愛媛大学]，

○川島壮仁[愛媛大学]，岡村未対[愛媛大学]，

藤原身江子[㈱ウエスコ]，山本浩二[地域地盤環境研究所]

○河田皓介[愛媛大学]，森伸一郎[愛媛大学]，松下　怜[愛媛大学(院)]

○森伸一郎[愛媛大学]，河田浩介[愛媛大学]，

○重松慎哉[愛媛大学(院)]，菅野靖幸[愛媛大学(院)]，岡村未対[愛媛大学]，

二神　治[愛媛大学]，山本健児［愛媛大学］

○河内義範[愛媛大学(院)]，岡村未対[愛媛大学]，藤原身江子[㈱ウエスコ]

○齋藤章彦[㈱四国総合研究所]，長谷川修一[香川大学]，山中　稔［香川大学］

○平尾智廣[徳島大学]，Sreng Sokkheang[徳島大学(院)]，

岩本有樹［徳島大学(院)］，上野勝利［徳島大学］

○六車晴子[徳島大学]，上野勝利[徳島大学]

○古川直樹[愛媛大学(院)]，岡村未対[愛媛大学]，

○杉本貴之[高知工業高専専攻科]，岡林宏二郎[高知工業高専]，

多賀谷宏三[(社)高知工業高専テクノフェロー]

○高良賀昭[徳島大学]，山本富晴[㈱マキノグリーン]，

井上裕介[㈱ケイエフ]，望月秋利[徳島大学]



(Ⅲ-17) 施工情報を有効活用した切土のり面の安定性

(Ⅲ-18) 層状岩盤の間隙水圧に着目した切土法面の安定性

(Ⅲ-19) アンカー工の維持管理に関する研究開発

(Ⅲ-20) 既設アンカー健全性評価のための磁歪法を活用した緊張力検出法について

(Ⅲ-21) 崩壊土砂による衝撃力と崩壊土砂量を考慮した擁壁工の設計について

第Ⅲ部門④　時間：10:40-12:10（第2セッション）会場：K306教室  座長：向谷光彦[高松高専]

(Ⅲ-22) 現場発泡ウレタンによる軽量盛土の長期変形挙動

(Ⅲ-23) 高温下における花崗岩および砂岩の一軸圧縮クリープ特性

(Ⅲ-24) スライド式油圧岩盤破砕機のウエッジおよび加圧板の形状について

(Ⅲ-25) 廃棄物を利用した粒状材料の防音性

(Ⅲ-26) 廃棄物の配合割合が断熱性に及ぼす影響

(Ⅲ-27) 廃ガラス発泡骨材の粒子破砕性とCBR特性

(Ⅲ-28) 現場実験による廃ガラスカレットの熱的特性

第Ⅲ部門⑤　時間：15:10-16:40（第3セッション）会場：K305教室  座長：上野勝利[徳島大学]

(Ⅲ-29) L型擁壁の地震時挙動の振動台実験による検討

(Ⅲ-30) 南海地震を想定した動的FEM解析による港湾構造物の被害予測

(Ⅲ-31) 動的FEM解析を用いた新潟県中越地震の堤防被害解析

(Ⅲ-32) MDM法による南海地震を想定した高知市の液状化予測

○岡林宏二郎［高知工業高専］・伊藤　誠[高知工業高専]，多賀谷宏三［高知工業高専］

○井上朋則［愛媛大学］，岡村未対［愛媛大学］，二神　治[愛媛大学]，船津真弥[愛媛大学]

○河添公洋[㈱晃立]，岡林宏二郎[高知工業高専]

岡林宏二郎［高知工業高専］，岡田将治[高知工業高専]，○野瀬竜男[高知工業高専]

稲田善紀・○木下尚樹・川口　隆［愛媛大学］，斉藤悦郎[㈱フジタ]，

難波日佐男[大王製紙㈱]，仁井岡弘司［東方金属㈱］，高岡敏雄［大野開発㈱］

○板坂悠司[徳島大学(院)]，鈴木　壽・中出雄介[徳島大学]，槙野積志[㈱槙野土木]

鈴木　壽・○中出雄介［徳島大学］，板坂悠司［徳島大学(院)］，槙野積志［㈱槙野土木］

稲田善紀・木下尚樹・川口　隆[愛媛大学]，○光山藍紀[愛媛大学(院)]，

高岡敏雄・向井重樹[オオノ開発㈱]

稲田善紀・木下尚樹・○川口　隆［愛媛大学］，斉藤悦郎［フジタ㈱］，

難波日佐男[大王製紙]，仁井岡弘司［㈱東武開発］，高岡敏雄［オオノ開発㈱］

○吉村和司・徳永光輝・森本茂雄[㈱荒谷建設コンサルタント]

○弓立　晃・須賀幸一・山本信一・川崎　始[㈱芙蓉コンサルタント]

木下尚樹［愛媛大学］，稲田善紀［愛媛大学］，○友永翔太[愛媛大学(院)]，

谷　光生・山田公雄［㈱芙蓉コンサルタント］

○野本太一・内田純二[西日本道路㈱徳島管理事務所]，

市原　健・山本定雄［応用地質㈱徳島支店］

酒井俊典［三重大学］，○中村和弘[㈱相愛]，福田雄治[㈱相愛]

○合田延寿[㈱四電技術コンサルタント]，坂本孝二[四国電力(㈱)]，廣田成人[四国電力㈱]

○大寺正宏[四国道路エンジニア(㈱)]，内田純二[西日本高速㈱]，

市原　健[応用地質㈱]，山本定雄[応用地質㈱]



(Ⅲ-33) GISとNewmark法に基づく地震時広域斜面崩壊予知法に関する研究(第三報)

(Ⅲ-34) DEMによる落石数値シミュレーションに関する一考察

第Ⅲ部門⑥　時間：15:10-16:40（第3セッション）会場：K306教室  座長：蒋　景彩[徳島大学]

(Ⅲ-35) 土石流氾濫解析の活用事例

(Ⅲ-36) 2004年台風21号等による香川県西部における崩壊土石流の発生過程

(Ⅲ-37) 2004年台風23号による香川県中部の土石流発生要因

(Ⅲ-38) ネパールの主要国道沿いの地すべりと道路防災

(Ⅲ-39) Landslide distribution along major highways of Nepal and clay mineralogical aspect  

(Ⅲ-40)

第Ⅳ部門

第Ⅳ部門①　時間：9:00-10:30（第１セッション）　会場：K405教室　座長：竹内光生[高知工業高専]

(Ⅳ-1) 体験型交通安全教材を用いた交通安全講習の効果計測に関する研究

(Ⅳ-2) 地区内一時停止交差点の進入挙動分析と一時停止ＩＴＳの開発

(Ⅳ-3) 第三者による委員会設立・運営方法について

(Ⅳ-4) 自転車用ハンプに対する自転車と車いすの体感評価分析

(Ⅳ-5) 幹線道路における旅行時間の解析

(Ⅳ-6) 実走行データを用いたＣＮＬ型経路選択モデル

(Ⅳ-7) 松山都市圏における環状線道路網の整備順序

Flow-Like Landslide Triggered by Extreme Rainfall of July in Southwest Kathmandu, Nepal

金築亮敦[オリエンタルコンサルタンツ]

○小林正明[福山大学]，吉田哲士[極東産機株式会社]

○森貴洋[愛媛大学]，羽藤英二[東京大学]

○山本朋広[愛媛大学]，羽藤英二[東京大学]，平口正雄[国土交通省]

○滑川達[徳島大学]，村上香奈[積水ハウス]，山中英生[徳島大学]

喜多順三[NPO法人コモンズ]，本田肇[国土交通省]

○大下剛[徳島大学]，塩飽洋平[徳島大学]，滑川達[徳島大学]，山中英生[徳島大学]

○香山卓也[徳島大学]，早川晴雄[（株）間組]，上田誠[復建調査設計（株）]

近藤光男[徳島大学]

○秀浦光[徳島大学]，三谷哲雄[流通科学大学]，入谷忠光[徳島大学]，山中英生[徳島大学]

長谷川修一[香川大学]，中島淳子［愛媛大学］

○Netra P. Bhandary・R Yatabe［Ehime University］，H. Inagaki［Kankyo-chishitu Co］

S. Hasegawa［Kagawa University］，J. Nakajima［Ehime University］ 

○Ranjan Kumar Dahal［Tribhuvan Univesity］, S. Hasegawa,T.Masuda, M. Yamanaka［Kagawa University］ 

○白石　央・崎田博史・山本和宏[㈱荒谷建設コンサルタント]

○増田英太郎・長谷川修一・山中　稔・野々村敦子[香川大学]

○西村俊明・長谷川修一・山中　稔・野々村敦子[香川大学]

○矢田部龍一・ネトラ・バンダリー［愛媛大学］・稲垣秀輝[環境地質]，

○杉本章人［徳島大学(院)］，蒋　景彩[徳島大学]，山上拓男[徳島大学]

○山城公人[徳島大学(院)]，蒋　景彩[徳島大学]，能野一美[㈱基礎建設コンサルタント]，

山上拓男［徳島大学］



(Ⅳ-8)

第Ⅳ部門②　時間：10:40-12:10（第２セッション）　会場：K405教室　座長：加藤研二[阿南工業高専]

(Ⅳ-9) 交通施設整備が地域間交流に及ぼす影響分析

(Ⅳ-10) ＰＣまくらぎ６Ｓ号の経年性能試験

(Ⅳ-11) CVMによる鉄道駅におけるバリアフリー化の経済価値の算定

(Ⅳ-12) 視覚障害の疑似体験に基づく歩行空間のバリア評価に関する研究

(Ⅳ-13) 都市政策におけるプロスポーツの役割－アメリカと日本の比較分析－

(Ⅳ-14) 開発途上国における土地利用計画支援システムの開発

(Ⅳ-15) 緑地による大気浄化度を評価指標とした郊外部の市街化規制方策の検討

(Ⅳ-16) 許容満足距離に基づく混合施設の配置評価と整備計画に関する研究

第Ⅳ部門③　時間：15:10-16:50（第３セッション） 会場：K405教室　座長：安富英樹[ニタコンサルタント（株）]

(Ⅳ-17)

(Ⅳ-18) ペトリネットシナリオシミュレータを用いた中山間防災計画に関する研究

(Ⅳ-19) 防火樹木を考慮した地震時火災シナリオシミュレータの開発

(Ⅳ-20) 自然災害に対する意識の差異に関する基礎的研究

(Ⅳ-21) 由岐町における南海地震を想定した２次避難計画への取り組み

(Ⅳ-22) 津波避難困難地域抽出における避難場所の優先度の検討

(Ⅳ-23) 豪雨災害時における斜面崩壊発生と住民対応行動の特性分析

(Ⅳ-24) MASを用いた漁村地区における津波避難シミュレーションモデルの構築

(Ⅳ-25)

シミュレーション型広域交通量配分モデルを用いた自動車交通が大気環境に及ぼす影響分析

○町田雄基[豊橋技術科学大学]，杉本龍一[（株）システムサービス]，竹内光生[高知工業高専]

防災ゲームを用いた行政職員の行動原理分析－徳島県由岐町「被災後の対応を考えるWS」－

○森本恵美[徳島大学]，上月康則[徳島大学]，山中英夫[徳島大学]，滑川達[徳島大学]

浜大吾郎[徳島県美波町]，三好憲[ニタコンサルタント（株）]

○花住陽一[ニタコンサルタント（株）]，杉本卓司[ニタコンサルタント（株）]

○藤川直毅[高松工業高専]，及川康[群馬大学]

○谷志穂[阿南工業高専]，加藤研二[阿南工業高専]

○杉本卓司[ニタコンサルタント（株）]，花住陽一[ニタコンサルタント（株）]

○二神透[愛媛大学]，寺田一雄[愛媛大学]

○二神透[愛媛大学]，末廣文一[愛媛大学]

○内藤俊平[徳島大学]，近藤光男[徳島大学]，周葵[徳島大学]，和田録樹[徳島大学]

○利根浩文[高知工業高専]，竹内光生[高知工業高専]

震災時の道路閉塞・移動距離制限・施設容量を考慮した最適配置解析の

MIP手法に関する研究

○長﨑浩紀[徳島大学]，渡辺公次郎[徳島大学]，近藤光男[徳島大学]

○池田寛之[徳島大学]，渡辺公次郎[徳島大学]，近藤光男[徳島大学]

○栗山智嗣[徳島大学]，近藤光男[徳島大学]，渡辺公次郎[徳島大学]

○宮田大揮[徳島大学]，三宅正弘[武庫川女子大学]

○高原正樹[四国旅客鉄道株式会社]

○土江憲弘[徳島大学]，近藤光男[徳島大学]，渡辺公次郎[徳島大学]

○嶋田秀昭[徳島大学]，近藤光男[徳島大学]，渡辺公次郎[徳島大学]，近藤明子[徳島大学]

○萬浪善彦・近藤光男・渡辺公次郎・近藤明子[徳島大学]，安富英樹[ニタコンサルタント（株）]



第Ⅴ部門

第Ⅴ部門①　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K403教室  座長：松島　学[香川大学]

(Ⅴ-1) ２段配筋上段部の付着割裂強度とその補強方法に関する実験的研究

(Ⅴ-2) Schmidt 型試験体による腐食鉄筋の付着割裂強度の評価

(Ⅴ-3) 化学系繊維ネットを用いたＲＣ梁のせん補強効果の検討

(Ⅴ-4) 化学系繊維ネットを配置したＲＣ梁の耐久性および剥落防止効果の検討

(Ⅴ-5) 繊維補強高靱性セメントで補強した鉄筋コンクリートの力学的挙動に関する研究

(Ⅴ-6) 配合条件が高じん性セメント複合材料の基礎的物性に与える影響

(Ⅴ-7) 高じん性セメント複合材料を陽極システムに用いた電気化学的補修工法の開発

第Ⅴ部門②　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K404教室  座長：横井克則[高知工業高専]

(Ⅴ-8) 道路舗装におけるアセットマネジメントについて

(Ⅴ-9)

(Ⅴ-10) 砂防ダム用有スランプCSGの配合と硬化特性

(Ⅴ-11) 新しい破砕処理機を用いた骨材の粒形改善に関する研究

(Ⅴ-12) 破砕骨材モルタルに関する基礎的研究

石炭灰を主原料とした粒状地盤材料の液状化特性について

（下水道開削管路・マンホール部への埋戻し材料として）

○井川理智・竹下治之・柿原貴一[高松工業高専]，吉田幸稔[香川県砕石事業協同組合]

○小杉洋平[(株)戸田建設]，橋本紳一郎[函館工業高専]，石丸啓輔[徳島大学]，

渡辺　健[徳島大学]

佐々木勝教[四国電力(株)]，合田延寿[(株)四電技術コンサルタント]

○中村俊夫[(株)四電技術コンサルタント]，岩原廣彦[(財)四国産業・技術振興センター]

○坂本侑士[徳島大学(院)]，水口裕之[徳島大学]，牛尾　仁[(株)セイア]，

石丸啓輔[徳島大学]

○衛藤佳弘[清水建設(株)]，上田隆雄[徳島大学]，稲岡和彦[徳島大学(院)]，

芦田公伸[電気化学工業(株)]

○岡本將昭・玉井昭典・西岡真一・岡村貴通[金亀建設(株)]

石丸啓輔[徳島大学]，渡辺　健[徳島大学]

○十河　浩[愛媛大学(院)]，高須賀大祐[愛媛大学]，氏家　勲[愛媛大学]，

小西吉満[(株)愛橋]

○稲岡和彦[徳島大学(院)]，上田隆雄[徳島大学]，水口裕之[徳島大学]

横田　優[(株)四国総合研究所]，松島　学[香川大学]

○福島誉央[阪神高速道路(株)]，橋本紳一郎[函館工業高専]，橋本親典[徳島大学]，

渡辺　健[徳島大学]

○多田和弘[全国農業協同組合連合会]，橋本紳一郎[函館工業高専]，

○妻鹿千鶴[高松工業高専]，長友克寛[高松工業高専]，佐藤裕一[京都大学]，

松原三郎[高松工業高専]

○山口詩織[高松工業高専]，長友克寛[高松工業高専]，



(Ⅴ-13) 振動付与２軸強制練りミキサを使用した再生骨材コンクリートに関する基礎的研究

(Ⅴ-14) ブレード表面の圧力による局部交錯流動の定量的評価に関する基礎的研究

第Ⅴ部門③　時間：10:40-12:１0（第２セッション）会場：K403教室  座長：長友克寛[高松工業高専]

(Ⅴ-15) 中性子水分計によるコンクリートの単位水量評価に用いる校正式について

(Ⅴ-16) セメントおよび高炉スラグ微粉末を用いた硬化体の透気性に関する研究

(Ⅴ-17) 液体窒素を用いた急速凍結融解試験の基礎的研究

(Ⅴ-18) 衝撃弾性波法における弾性波伝播速度の検討と部材長さの同定に関する考察

(Ⅴ-19) アルカリ骨材反応によるコンクリート構造物のひび割れ幅の予測

(Ⅴ-20)

(Ⅴ-21) ＬＣＣを考慮したコンクリート構造物の最適補修レベルの考察

第Ⅴ部門④　時間：10:40-12:１0（第２セッション）会場：K404教室  座長：島　弘[高知工科大学]

(Ⅴ-22)

(Ⅴ-23) 高性能AE減水剤の使用量がコンクリートのひび割れ抑制に及ぼす影響

(Ⅴ-24) 廃棄コンクリートを全量用いた高流動再生コンクリートの力学特性

(Ⅴ-25) 製鋼スラグ骨材を刺激材としたスラグ石膏モルタルについて

EFFECT OF LIMESTONE POWDER ON DOSAGE OF SUPER-PLASTICIZER 

PROVIDING MAXIMUM STRENGTH

塩害と中性化の複合劣化を受けるコンクリート中にある鉄筋の腐食速度の推定式の構築

松島　学[香川大学]

○田中大博[香川大学(院)]，横田　優[(株)四国総合研究所]，

佐々木孝彦[(財)鉄道総合技術研究所]，松島　学[香川大学]

○田中秀周[香川大学(院)]，横田　優[(株)四国総合研究所]，松島　学[香川大学]

渡辺　健[徳島大学]

渡辺　健[徳島大学]

○三岩敬孝[和歌山工業高専]，天羽和夫[阿南工業高専]，横井克則[高知工業高専]，

中本純次[和歌山工業高専]

○Virak HAN[高知工科大学]，Hiroshi SHIMA[高知工科大学]

○河野高司[徳島大学]，笹岡信孝[徳島大学(院)]，水口裕之[徳島大学]，

上田隆雄[徳島大学]

○筒井博之[徳島大学]，水口裕之[徳島大学]，上田隆雄[徳島大学]，

○野上　茜[徳島大学(院)]，渡辺　健[徳島大学]，橋本紳一郎[函館工業高専]，

橋本親典[徳島大学]

○岡　孝二[香川大学(院)]，横田　優[(株)四国総合研究所]，吉田秀典[香川大学]，

○岡田拓也[愛媛大学]，氏家　勲[愛媛大学]，大内教正[愛媛大学]，

柿平将次[住重試験検査(株)]，有井一晃[住重試験検査(株)]

○土屋　崇[愛媛大学]，氏家　勲[愛媛大学]

○園山琢磨[大豊建設(株)]，橋本紳一郎[函館工業高専]，石丸啓輔[徳島大学]，

○藤井慎二[(株)志多組]，橋本紳一郎[函館工業高専]，石丸啓輔[徳島大学]，

渡辺　健[徳島大学]

○西山信也[(株)長谷工コーポレーション]，橋本紳一郎[函館工業高専]，

石丸啓輔[徳島大学]，渡辺　健[徳島大学]



(Ⅴ-26) スラグ石膏セメントを使用したポーラスコンクリートの耐凍害性（その２）

(Ⅴ-27) セメントを使用しないポーラスコンクリートの開発に関する基礎的実験

(Ⅴ-28) 各種材料を用いたポーラスコンクリートの力学的性質

第Ⅴ部門⑤　時間：15:10-16:40（第３セッション）会場：K403教室 座長：橋本親典[徳島大学]

(Ⅴ-29) 木質バイオマス混焼灰を使用したコンクリートの特性

(Ⅴ-30) 建設汚泥固化物を細骨材補充材として用いたコンクリートの品質

(Ⅴ-31) インターロッキングブロックの白華試験方法の検討

(Ⅴ-32) 産業副産物をセメント代替とした即脱成型平板の性能評価

(Ⅴ-33)

(Ⅴ-34) 細骨材代替でフライアッシュを混和したモルタル中の鉄筋腐食性状

(Ⅴ-35) 産業廃棄資源のみからなるコンクリート用の補強材に関する検討

第Ⅵ部門

第Ⅵ部門①時間：15:10-17:00（第３セッション）会場：K304教室  座長：滑川達[徳島大学]

(Ⅵ-1) ブロック積擁壁模型の動的安定性に及ぼす背面土の影響

(Ⅵ-2) 低コストを実現した大型ブロックの開発

松山哲也[日本興業]，松原三郎[高松工業高専]

○渡邊誠晶[ランデックス工業株式会社]，中山憲士[ランデックス工業株式会社]，

金正卓也[ランデックス工業株式会社]

七澤　章[電気化学工業(株)]

○堀井克章[阿南工業高専]，粟飯原典央[高知工科大学]，

真田武士[日亜化学工業(株)]，佐野祐樹[日亜化学工業(株)]

○渕靖文[高松工業高専専攻科]，長友克寛[高松工業高専]，

橋本親典[徳島大学]

○馬場勇太[徳島大学(院)]，上田隆雄[徳島大学]，山口圭亮[西松建設(株)]，

水口裕之[徳島大学]

○田中慎吾[徳島大学(院)]，上田隆雄[徳島大学]，水口裕之[徳島大学]，

ASRで劣化したコンクリート中の鉄筋曲げ加工部が鉄筋遅れ破壊特性に与える影響

三岩敬孝[和歌山工業高専]，天羽和夫[阿南工業高専]

○長尾敏之[日本道路(株)]，橋本紳一郎[函館工業高専]，石丸啓輔[徳島大学]，

橋本親典[徳島大学]

○山本雄一郎[前田道路(株)]，橋本紳一郎[函館工業高専]，渡辺　健[徳島大学]，

上田隆雄[徳島大学]

○加地　貴[(株)四国総合研究所]，亀田　進[(株)四国総合研究所]，

石井光裕[四国電力(株)]，菊池文孝[(株)四電技術コンサルタント]

○久保脇ひとみ[阿南工業高専]，宮崎健治[宮崎基礎建設(株)]，

天羽和夫[阿南工業高専]

○佐々木政和[阿南工業高専]，久保脇ひとみ[阿南工業高専]，

横井克則[高知工業高専]，天羽和夫[阿南工業高専]

○西川浩史[徳島大学]，本田陵二[徳島大学(院)]，水口裕之[徳島大学]，

○前田　傑[高知工業高専]，横井克則[高知工業高専]，三岩敬孝[和歌山工業高専]，



(Ⅵ-3) 多用途破砕機の破砕チェーンの形状に関する研究

(Ⅵ-4) 伝播速度自動解析型電磁波レーダ鉄筋かぶり検知器の現場適応性の検証

(Ⅵ-5) かとう機能を有するボックスカルバートの開発

(Ⅵ-6) 石炭灰粒状材の路面温度低減効果について

(Ⅵ-7) 新入生教育『スタデイスキルズ』について(第３報)

(Ⅵ-8) 世代間交流における高齢化の進む地方都市の活性化に関する研究

(Ⅵ-9) 少子化対策としての乳幼児保育支援システムに関する研究

(Ⅵ-10) 我が国における工業団地の活用状況に関する研究

第Ⅶ部門

第Ⅶ部門①　時間：9:00-10:30（第１セッション）会場：K401教室  座長：多川正[高松工業高専]

(Ⅶ-1)

(Ⅶ-2)

(Ⅶ-3)

(Ⅶ-4)

(Ⅶ-5)

(Ⅶ-6)

宮崎洋一[（有）創友]

○服部祐嘉[愛媛大学(院)]，西村文武[愛媛大学]

オキシデーションディッチ法による実下水からの窒素除去に及ぼす好気

UASB-接触酸化処理システムにおける槽内微生物の硫酸還元活性と硫黄脱窒活性

○片岡　功[高知工業高専(専攻科)]，田原実[高知工業高専(専攻科)]

山崎慎一[高知工業高専]，山口隆司[呉工業高専]，原田秀樹[長岡技術科学大学]

ビーチウェルシステムを用いた海水淡水化事業について

○鍋島悠作[高知工科大学]，岡田茂[高知工科大学]，草柳俊二[高知工科大学]

UASB-接触酸化処理システムの処理性能に及ぼすHRTと循環比の影響

○稲森奨・藤原拓・大年邦雄[高知大学]，

吉野正章［前澤工業(株)]，西村文武[愛媛大学]

○梅津靖弘[高知工科大学]，村上雅博[高知工科大学]

コンクリート付着微生物による窒素処理特性に関する実験的研究

○小野智晴[愛媛大学(院)]，山田登志夫[開発コンクリート(株)]

超音波による下水汚泥の液化特性と液化液の微生物代謝性に関する研究

・無酸素ゾーン比の影響

○田原実[高知工業高専(専攻科)]，片岡　功[高知工業高専(専攻科)]

山崎慎一[高知工業高専]，山口隆司[呉工業高専]，原田秀樹[長岡技術科学大学]

○伊藤綱男[高知工科大学]

○高橋賢多[高知工科大学]，日浦裕志[高知工科大学]，草柳俊二[高知工科大学]

○加藤勧[高知工科大学]，草柳俊二[高知工科大学]

○安藤幹也[西日本高速道路（株）]，窪田和裕[西日本高速道路（株）]，

冨田雄一[西日本高速道路（株）]，林詳悟[四国道路エンジニア（株）]

○松山哲也[日本興業（株）]，矢田部龍一[愛媛大学]，長友克寛[高松工業高専]，

○山中稔・佐野正徳・長谷川修一[香川大学]，岩原廣彦[(財)四国産業・技術振興ｾﾝﾀｰ]

○柿原貴一[高松工業高専専攻科]，竹下治之[高松工業高専]，

井川理智[高松工業高専専攻科]，上田聡史[高松工業高専専攻科]



第Ⅶ部門②　時間：9:00-10:30（第1セッション）会場：K402教室  座長：藤原択[高知大学]

(Ⅶ-7)

(Ⅶ-8)

(Ⅶ-9)

(Ⅶ-10)

(Ⅶ-11)

(Ⅶ-12)

(Ⅶ-13)

第Ⅶ部門③　時間：10:40-12:10（第2セッション）会場：K401教室  座長：山崎慎一[高知工業高専]

(Ⅶ-14)

(Ⅶ-15)

(Ⅶ-16)

(Ⅶ-17)

(Ⅶ-18)

(Ⅶ-19)

藤原拓[高知大学]，小野芳朗[岡山大学(院)］

シュレッダーダストからのビスフェノールAの溶出速度に関する検討

○玉田徹[高知大学(院)]，藤原拓[高知大学]，大年邦雄[高知大学]，福田称子[伊予銀行]

小野芳朗[岡山大学(院)］，西村文武[愛媛大学]

○時政博昭[愛媛大学(院)]，西村文武[愛媛大学]

藤原拓[高知大学]，小野芳朗[岡山大学(院)］

ポリ塩化ビニル製品からのフェノール類の溶出とそれに及ぼす影響に関する基礎的研究

○大西豊[愛媛大学(院)]，時政博昭[愛媛大学(院)]，西村文武[愛媛大学]

廃棄用瓦の有効利用に関する研究

○上田聡史[高松工業高専(専攻科)]，竹下治之[高松工業高専]

井川理智[高松工業高専(専攻科)]，池上元広[（株）クレイル]

廃棄物埋立地内でのフェノール類の溶出・吸着特性

トンネルズリのすり減り特性に関する基礎的研究

○和田梓[土佐市]，多賀谷宏三[(社)高知高専テクノフェロー]

野村史江[(株)西日本科学技術研究所]，福永秦久[(株)西日本科学技術研究所]

坂本裕之[高知県中村土木事務所]，武内和彦[高知県中村土木事務所]

内湾の環境修復材料としての各スラグの物性評価実験

上月康則[徳島大学(院)]，村上仁士[徳島大学(院)]，大森稔寛[徳島大学(院)]

○小倉貴文[徳島大学(院)]，笹田純司[徳島大学]，野田巌[高松港湾空港技術調査事務所]

石炭灰を利用した傾斜土槽法による生活雑排水浄化対策

○生地正人[(株)四電技術コンサルタント]，杉山秀明 [(株)四電技術コンサルタント]

岩原廣彦[(財)四国産業・技術振興センター]，佐々木勝教[四国電力(株)]

○千頭麻子[高知工科大学]，村上雅博[高知工科大学]

石炭灰を主原料とした粒状地盤材料の緑化基盤性能

○山本雅志[香川大学(院)]，増田拓朗[香川大学]

岩原廣彦[(財)四国産業・技術振興センター]，佐々木勝教[四国電力(株)]

馬宿川流域における溶質流出特性について

○星川豪[徳島大学(院)]，田村隆雄・端野道夫[徳島大学]

空芯菜を用いた二次(植物)生産型水質浄化

○松田宗洋[旭シンクロテック(株)]，谷脇基文[須崎市役所]，山崎慎一[高知工業高専]

藤原拓[高知大学]，大年邦雄[高知大学]，山口隆司[呉工業高専]

重信川流域における有機物および栄養塩の挙動に関する調査研究

○菅谷真美[愛媛大学(院)]，西村文武・島田高伸・渡邊政広[愛媛大学]

1浮遊成分を考慮した分布型土研モデルによる雨天時汚濁負荷流出解析

○永吉光一[日本上下水道設計(株)]，川田真美[愛媛大学(院)]

李大民[(株)NIPPOコーポレーション]，渡辺政広[愛媛大学]

四万十川流域における面源汚濁の流出負荷原単位に関する研究



(Ⅶ-20)

第Ⅶ部門④　時間：10:40-12:10（第2セッション）会場：K402教室  座長：大田直友[阿南工業高専]

(Ⅶ-21)

(Ⅶ-22)

(Ⅶ-23)

(Ⅶ-24)

(Ⅶ-25)

(Ⅶ-26)

(Ⅶ-27)

(Ⅶ-28)

第Ⅶ部門⑤　時間：15:10-16:40（第3セッション）会場：K401教室  座長：西村文武[愛媛大学]

(Ⅶ-29)

(Ⅶ-30)

(Ⅶ-31)

(Ⅶ-32)

(Ⅶ-33)

(Ⅶ-34)

循環型社会形成にむけた食品廃棄物からのエネルギー回収

○藤本弥生・多川正[高松工業高専]

ため池再生を題材とした環境教育への試み

○荻田典佳・内田勝也・大西孝典・多川正[高松工業高専]

木村泰之[徳島市社会福祉協議会]，中野晋[徳島大学]

自然再生事業における環境教育の取り組みについての一報告（第２報）

○安芸浩資[ニタコンサルタント（株）]，吉崎仁美[ニタコンサルタント（株）]

岸本信和[海部郡宍喰町立宍喰小学校]，中野晋[徳島大学]

軽量盛土のエネルギ－消費とリサイクル

中村和弘[ウレタン土木技術研究会]，○三田部均[イノアック特材(株)]

中学生を対象とした防災教育の現状と有効的手法

○黒崎ひろみ[徳島大学]，山本博之[(株)錢高組]

水流発生装置の連続運転による貯水池の水温躍層破壊実験

○秋山達[香川大学(院)]，角道弘文[香川大学]，野々村敦子[香川大学]

上月康則[徳島大学(院)]，村上仁士[徳島大学(院)]，三好順也[徳島大学(院)]

柴田大介[徳島大学(院)]，○石田達憲[徳島大学]，野田厳[高松港湾空港技術調査事務所]

絶滅危惧種（ﾍﾞﾆｵｸﾞﾗｺｳﾎﾈ･ﾅｶﾞｴﾐｸﾘ）の水界生態環境特性－高知県奥田川を例として－

○坪田恵美[高知工科大学(院)]，村上雅博[高知工科大学]

干潟底生微細藻類からヤマトオサガニへの転換効率について

上月康則[徳島大学(院)]，大谷壮介[徳島大学(院)]

○石山哲[徳島大学]，村上仁士[徳島大学(院)]

秋冬期における海岸構造物周辺に生息する肉食性巻貝二種の摂餌，成長量

○峰松勇二[愛媛大学(院)]，土肥唱吾[愛媛大学(院)]，三宅洋[愛媛大学]

重信川下流の瀬切れ上流－下流間における河川生物群集の比較

○土肥唱吾[愛媛大学(院)]，峰松勇二[愛媛大学(院)]

井上幹生[愛媛大学]，三宅洋[愛媛大学]

○藤田真人[徳島大学(院)]，中野晋[徳島大学]，寺澤直晃[(株)共栄電業]

コンクリート基質－自然基質間における河川性底生動物の群集構造の比較

○金澤康史[愛媛大学(院)]，三宅洋[愛媛大学]

重信川における河川性底生動物群集の流程分布：瀬切れと水質の影響

絶滅危惧種ドジョウの生態に配慮したため池改修計画の検討

○小島好視[香川大学(院)]，角道弘文[香川大学]

四国におけるシオマネキ属の生息環境特性

オゾン添加活性汚泥法によるフェノールの除去に関する研究

○西村文武[愛媛大学]，吉越真人[大鉄工業(株)]

岡田由希子[(株)四電技術コンサルタント]，藤原拓[高知大学]


