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海洋土木系

出雲 誓也, 野本 陽介, 浅野 敏之 現地波浪の伝搬に伴う風波から長周期波へのエネル
ギーの遷移に関する研究

平成１６年度土木学会西部支部研究発表会、
ＩＩ、pp.169-170.

2005年3月

原口 征士, 浅野 敏之 宍道湖における湖岸植生の繁茂状況と来襲波浪の関
係

平成１６年度土木学会西部支部研究発表会、
ＩＩ、pp.217-218.

2005年3月

西村 規宏, 浅野 敏之 神西湖における湖岸植生の繁茂と来襲波浪の関係 平成１６年度土木学会西部支部研究発表会、
ＩＩ、pp.221-222.

2005年3月

Akbarpour Jannat M. R.  and
T. Asano

A prediction model of wind and infragravity waves
generated in surf and swash zones

平成１６年度土木学会西部支部研究発表会、
ＩＩ、pp.261-262.

2005年3月

浅野 敏之, 猿木 雄三, 藤宮 祐介 河川から海岸への流入土砂量に関する数値計算 平成１６年度土木学会西部支部研究発表会、
ＩＩ、pp.263-264.

2005年3月

吉田 征司, 浅野 敏之 1993年鹿児島豪雨で発生した甲突川の洪水氾濫計算 平成１６年度土木学会西部支部研究発表会、
ＩＩ、pp.335-336.

2005年3月

西　隆一郎 水難事故予防を目的とした離岸流啓発教育について 第14回九州山口地区海岸工学者の集い 2004年9月

山口 博, 細谷 和範, 西　隆一郎 海浜地形の数値モデリングと浜崖予測への応用 第14回九州山口地区海岸工学者の集い 2004年9月

山口 博, 西 隆一郎, 細谷 和範 浜崖形成予測のための擬似三次元海浜変形モデルの
開発と応用に関する基礎的研究

平成16年度土木学会西部支部研究発表会
第II部門　pp. 265-266.

2005年3月

石野 孝樹, 北村 良介, 城本 一義,
角南 進*, 片桐 雅明*

コーン貫入試験装置によるシラスの内部摩擦角の同定
に関する一考察

第39回地盤工学研究発表会、pp.99-100 2004年7月

荒木 功平, 祝迫 龍一, 牛嶋 國雄,
北村 良介, 加藤 喜則*, 山邊 晋*

攪乱飽和二次シラスの力学特性について 第39回地盤工学研究発表会、pp.845-846 2004年7月

牛嶋 國雄, 祝迫 龍一, 荒木 功平,
北村 良介, 加藤 喜則*, 山邊 晋*

攪乱二次シラスのセン断強度パラメータの不確定性に
関する一考察

第39回地盤工学研究発表会、pp.847-848 2004年7月

中野 裕二郎, 酒匂 一成*,
北村 良介

シラスの保水性に関する一考察 第39回地盤工学研究発表会、pp.1225-1226 2004年7月

竹下 祐二*, 小林 延行*,
神谷 浩二*, 北村 良介

河川堤防における非破壊地盤調査方法に関する検討
例

第39回地盤工学研究発表会、pp.1231-1232 2004年7月

K. Kamiya*, R. Bakrie*,
H. Shibayama*, Y. Takeshita*
and R.Kitamura

Consideration of non-destructive testing of river alevee
by thermal infrared camera

第39回地盤工学研究発表会、pp.1233-1234 2004年7月

酒匂 一成*, 北村 良介 降雨時におけるシラス斜面の安定性の定量的評価に関
する一考察

第39回地盤工学研究発表会、pp.2111-2112 2004年7月

中野 裕二郎, 北村 良介 南九州の不飽和火山灰質土の保水・浸透特性 流体? 不飽和土系ダイナミクスの最近の進歩
と環境防災への適用に関する研究集会要旨
集、p.19

2004年9月

荒木 功平, 深見 健一, 中野 裕二
郎,
北村 良介

間隙モデルにおける水分特性曲線の評価に関する一
考察

流体? 不飽和土系ダイナミクスの最近の進歩
と環境防災への適用に関する研究集会要旨
集、p.20

2004年9月

酒匂 一成*, 中野 裕二郎,
北村 良介

不飽和浸透挙動に対する数値力学モデルの改良（その
１）

第59回土木学会年次学術講演会（第Ⅲ部），
pp.115-116

2004年9月

中野 裕二郎, 酒匂 一成*,
北村 良介

不飽和浸透挙動に対する数値力学モデルの改良（その
２）

第59回土木学会年次学術講演会（第Ⅲ部），
pp.117-118

2004年9月

石野 孝樹, 荒木 功平, 北村 良介,
酒匂 一成*

斜面安定解析におけるせん断強度パラメータの安全率
への影響について

第59回土木学会年次学術講演会（第Ⅲ部），
pp.313-314

2004年9月

荒木 功平, 牛嶋 國雄, 北村 良介,
酒匂 一成*

粒子接点の発生・消滅に関する一考察 第59回土木学会年次学術講演会（第Ⅲ部），
pp.337-338

2004年9月

牛嶋 國雄, 荒木 功平, 北村 良介,
祝迫 龍一, 加藤 喜則*

締固め度の異なる二次しらすのせん断特性に関する一
考察

第59回土木学会年次学術講演会（第Ⅲ部），
pp.355-356

2004年9月

松元 真一, 北村 良介, 酒匂 一成*,
柴田 智*

前之浜における雨水浸透現地計測とその数値解析 平成16年度土木学会西部支部研究発表会、
pp.471-472

2005年3月

和田 卓, 牛嶋 國雄, 荒木 功平,
北村 良介

不撹乱二次シラスのせん断特性に関する一考察 平成16年度土木学会西部支部研究発表会、
pp.467-468

2005年3月
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山本 健太郎 偏心荷重を受けた砂質土地盤における剛性基礎の極

限解析
第39回地盤工学研究発表会, pp.1407-1408 2004年7月

山本 健太郎, 楠田 弘治* 粘性土上に砂質土を有する二層地盤上の基礎の支持
力解析

第39回地盤工学研究発表会, pp.1409-1410 2004年7月

山本 健太郎 偏心及び傾斜荷重を受けた砂地盤上の剛性基礎の極
限解析

土木学会第59回年次学術講演会講演概要
集, 第Ⅲ部門, pp.917-918

2004年9月

山本 健太郎, 北村 良介 上層砂質土? 下層粘性土からなる二層地盤上の剛性
基礎の有限要素解析

平成16年度土木学会西部支部研究発表会講
演概要集, Ⅲ-060, pp.487-488

2005年3月

小川 信考*, 山本 健太郎,
北村 良介

二層粘性土地盤上の剛性基礎の支持力解析 平成16年度土木学会西部支部研究発表会講
演概要集, Ⅲ-064, pp.495-496

2005年3月

三隅 浩二,  秋吉 智文, 木村 裕樹,
吉村 公孝

三軸せん断試験による砂質土の圧縮指数の決定 土木学会西部支部研究発表会,  pp.463-464 2005年3月

前田 聡, 戸高 規行, 山口 明伸,
武若 耕司

塩害劣化モデル用パラメータとしてのコンクリート比抵
抗の特性

土木学会第59回年次学術講演会, pp.223-
224

2004年9月

山口 明伸, 武若 耕司, 前田 聡,
戸高 規行

塩害劣化シミュレーションモデルにおける各種パラメー
タ設定に関する検討

土木学会第59回年次学術講演会, pp.227-
228

2004年9月

松元 淳一, 審良 善和, 山口 明伸,
武若 耕司

塩害と中性化が複合した場合の鉄筋腐食と鉄筋自然電
位

土木学会第59回年次学術講演会, pp.417-
418

2004年9月

西山 理子, 武若 耕司, 清川 秀樹*,
中尾 好幸*, 渕田 和樹

高温高圧環境下へのシラスコンクリートの適用に関する
実験的検討

土木学会第59回年次学術講演会, pp.471-
472

2004年9月

K.Takewaka Overview on Maintenance Part of Asian Concrete Model
Code

ACMC Workshop on Maintenance Code in the
First International Conference of Asian
Concrete Federation

2004年10月

松元 淳一,  武若 耕司, 山口 明伸,
櫨原 弘貴

高炉スラグ微粉末を用いたモルタル部材の酸性雨と中
性化の複合劣化に関する基礎的研究

土木学会西部支部研究発表会, pp.803-804 2005年3月

櫨原 弘貴, 武若 耕司, 松元 淳一,
山口 明伸

アルカリ骨材反応に及ぼす無機系表面改質材の影響 土木学会西部支部研究発表会, pp.807-808 2005年3月

山口 明伸, 佐藤 祐考, 武若 耕司,
渕田 和樹

シラスの含水率がモルタルの特性に与える影響 土木学会西部支部研究発表会, pp.827-828 2005年3月

K.Takewaka Maintenance Plan for 100 Years of Service Life on a
Newly Constructed Structure

Proceedings of the International Workshop on
Service Life of Concrete Structures – Concept
and Design, pp.13-20

2005年2月

木村 至伸, 河野 健二, 稲村 政史 必要強度スペクトルに基づいた残留変位の特性につい
て

土木学会　第59回年次学術講演会、I-289、
pp.577-578

2004年9月

奥平 洋一郎, 木村 至伸,
河野 健二

性能評価法を用いた橋梁構造物の耐震解析に関する
基礎的研究

平成16年度　土木学会西部支部研究発表
会、Ｉ-52、pp.103-104

2005年3月

中迎 正彦, 河野 健二 不確定量を考慮した海洋構造物の動的応答評価に関
する基礎的研究

平成16年度　土木学会西部支部研究発表
会、Ｉ-52、pp.135-136

2005年3月


