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海洋土木工学科

木村 至伸, 河野 健二 前・余震の影響を考慮した構造物の損傷評価に関する
基礎的研究

第61回年次学術講演会講演概要集,
pp.865-866 1-434

2006年9月

中村 ゆかり, 河野 健二, 木村 至伸 耐震性能評価に及ぼす動的相互作用の影響 第61回年次学術講演会講演概要集,
pp.369-370 1-185

2006年9月

K. Kawano, Y. Kimura Unceratainty effects on offshore structure to wave forces The nineteenth KKCNN symposium on civil
engineering, pp.429-432

2006年12月

鹿倉 良寿, 河野 健二, 木村 至伸 橋脚非線形の影響を考慮した免震橋梁構造物の地震応
答評価

土木学会西部支部研究発表会講演概要集,
pp.65-66 Ｉ-033

2007年3月

竹之内 徹, 木村 至伸, 河野 健二 本震-余震型による累積的損傷評価を用いた耐震性能
評価

土木学会西部支部研究発表会講演概要集,
pp.67-68 Ｉ-034

2007年3月

櫨原 弘貴, 武若 耕司, 能美 岳之 表面改質材の補修によるひび割れ部への遮水効果によ
る検討

土木学会第61回年次学術講演概要集,
V-006, pp.11-12

2006年9月

石田 健太, 前田 聡, 武若 耕司 鉄の腐食感受性および腐食発生限界塩化物濃度に関
する一考察

土木学会第61回年次学術講演概要集,
V-254, pp.505-506

2006年9月

佐藤 祐考, 武若 耕司, 前田 聡 実構造物を模した大型ＲＣ供試体の海洋曝露実験 土木学会第61回年次学術講演概要集,
V-295, pp.587-588

2006年9月

中崎 豪士, 武若 耕司, 前田 聡,
佐藤 祐考

海洋曝露されたシラスコンクリートの基礎的物性 土木学会西部支部研究発表会講演概要集,
V-20, pp.777-778

2007年3月

小出 美佐都, 武若 耕司, 前田 聡 シラスコンクリートの乾燥収縮特性に関する実験的検討 土木学会西部支部研究発表会講演概要集,
V-23, pp.783-784

2007年3月

遠山 裕一, 武若 耕司, 前田 聡,
中尾 好幸*

温泉環境下のシラスコンクリート中の劣化モニタリングに
関する実験的検討

土木学会西部支部研究発表会講演概要集,
V-24, pp.785-786

2007年3月

佐藤 祐考, 武若 耕司, 前田 聡 無機系表面含浸材のコンクリート内部への浸透深さに関
する検討

土木学会西部支部研究発表会講演概要集,
V-28, pp.793-794

2007年3月

吉田 誠, 櫨原 弘貴, 松元 淳一,
武若 耕司

石炭灰硬化体のホルムアルデヒド吸着性能に関する検
討

土木学会西部支部研究発表会講演概要集,
V-29, pp.795-796

2007年3月

岩永 真弘, 武若 耕司, 山口 明伸,
前田 聡

塩害劣化三次元シミュレーションモデルによる腐食因子
の浸透性評価に関する検討

土木学会西部支部研究発表会講演概要集,
V-35, pp.807-808

2007年3月

田中 昌宏*, 安達 貴浩,
G.E. Serafy*,  H. Gerritsen*

大阪湾湾奥を対象とした流況予報システムの精度向上
に関する研究

海岸工学論文集（海岸工学講演会） 2006年11月

登川 武司, 櫻井 仁人, 山城 徹 鹿児島湾の海洋構造（十管いそしお観測から） Ｈ18年度リモートセンシングシンポジウム
講演要旨集, pp.14-17

2006年9月

T. Yamashiro, D. Maki*,
M. Kawabe*

Characteristics of M2 Tidal Current in the Tokara Strait
South of Kyushu, Japan

International Conference on Coastal
Oceanography and Sustainable Marine
Aquaculture, Abstracts, ｐ.31

2006年5月

中村 啓彦, 山城 徹, 仁科 文子,
市川 洋*

トカラ海峡での黒潮流軸位置の時系列の非定常性 2007年度日本海洋学会秋季大会
講演要旨集, p.5

2006年10月

H. Nakamura, T. Yamashiro,
A. Nishina, H. Ichikawa*

Time-frequency variability of the Kuroshio meanders in
Tokara Strait

American Geophysical Union, Fall Meeting
2006

2006年12月

繁原 俊弘, 山城 徹 西之表と大泊の潮位差からみた大隅分枝流の流速変動
特性

Ｈ18年度鹿児島リモートセンシング研究会
講演論文集, pp.10-14

2007年3月

Nan Myat Soe, 浅野 敏之 Boussinesq方程式を用いた複合断面海浜における不規
則波の変形計算

平成18年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, pp.329-330

2007年3月

西村 規宏, 浅野 敏之 浅瀬がある海域における津波の数値シミュレーション 平成18年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, pp.331-332

2007年3月
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藤宮 祐介, 伊藤 暖, 三嶋 俊樹,
浅野 敏之

樹木形状を考慮した防潮林の津波減災力の評価 平成18年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, pp.335-336

2007年3月

長山 昭夫, 浅野 敏之 桜島火山灰（流下土砂）の養浜材への応用に関する基
礎的研究

平成18年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, pp.345-346

2007年3月

Y. Harada, M. Sato Study of the Effects of a Tunnel Placed Under a Beach on
the Groundwater Flow Field Induced by Tide and Stability
of the Beach

International Conference on Coastal
Oceanography and Sustainable Marine
Aquaculture, Abstracts, ｐ.30

2006年5月

北村 良介, 林 健太郎*,
宇都 洋一*, 塚元 伸一*

しらすを用いた河川堤防の不飽和浸透特性観測事例 第41回地盤工学研究発表会, pp.99-100 2006年7月

北村 良介, 中田 文雄*,
板井 秀典*, 末吉 哲也*,
片山 辰雄*, 半田 駿*,
馮 少孔*,　宮本 賢治*,
山口 淑人*, 吉田雄司*

しらす中の特殊地下壕を捜索するための物理探査法の
実証実験

第41回地盤工学研究発表会, pp.139-140 2006年7月

大野 雅幸*, 片桐 雅明*, 角 南進*,
片上 典久*, 北村 良介, 林 健太郎*

サクション計測のためのコーン貫入試験装置の試作と現
地貫入試験

第41回地盤工学研究発表会, pp.175-176 2006年7月

新屋敷 和明, 北村 良介,
後藤 両一*

石灰系固化材と石膏混合物によるため池泥土のコア材
への活用

第41回地盤工学研究発表会, pp.701-702 2006年7月

大坪 智博*, 北村 良介 不飽和まさ土のせん断特性に関する一考察 第41回地盤工学研究発表会, pp.825-826 2006年7月

深見 健一*, 竹原 晋平, 北村 良介 奄美諸島に分布する風化残積土（赤土等）の土質特性
について

第41回地盤工学研究発表会, pp.879-880 2006年7月

松元 真一, 塩屋 真帆*, 北村 良介 不飽和二層土の浸透数値解析に関する一考察 第41回地盤工学研究発表会, pp.1225-1226 2006年7月

宮本 裕二*, 酒匂 一成*, 北村 良介 不飽和土の水分保持特性・透気透水特性のモデル化に
関する一考察

第41回地盤工学研究発表会, pp.1229-1230 2006年7月

塚元 伸一*, 宇都 洋一*, 北村良介,
林 健太郎*

しらすを盛土材料とする河川堤防の浸透対策工法現地
実験

第61回土木学会年次学術講演会(III部),
pp.485-486

2006年9月

松元 真一, 北村 良介 不飽和土質力学に基づく版築技術の復興に向けて 第61回土木学会年次学術講演会(III部),
pp.785-786

2006年9月

鈴木 隆文, 松元 真一, 北村 良介 南九州に分布する降下軽石（ぼら）・古土壌の土質特性
について

第61回土木学会年次学術講演会(共通セッ
ション), pp.433-434

2006年9月

大野 雅幸*, 片桐 雅明*, 角 南進*,
片上 典久*, 北村 良介, 林 健太郎*

負圧の測定が可能なコーン貫入試験装置の開発－堤防
盛土斜面における現地試験－

降雨時の斜面モニタリング技術とリアルタイム
崩壊予測に関するシンポジウム発表論文集,
pp.7-12

2006年11月

酒匂 一成*, 里見 知昭*,
深川 良一*, 安川 郁夫*, 北村 良介

京都市東山山麓周辺に立地する重要文化財周辺斜面
における間隙水圧の計測結果

降雨時の斜面モニタリング技術とリアルタイム
崩壊予測に関するシンポジウム発表論文集,
pp.113-118

2006年11月

岩佐 直人*, 北村 良介, 松元 真一 台風14号による鹿児島県垂水地区の土砂災害調査報
告

降雨時の斜面モニタリング技術とリアルタイム
崩壊予測に関するシンポジウム発表論文集,
pp.131-136

2006年11月

和田 卓, K.K. Parvathy, 北村 良介 砂のような粒状体の力学モデル（北村モデル）について 平成18年度土木学会西部支部研究発表会,
pp.457-458

2007年3月

駒走 裕二, 鈴木 隆文, 北村 良介 大隅降下軽石の土質特性に関する一考察 平成18年度土木学会西部支部研究発表会,
pp.373-374

2007年3月

下川 大介, 竹原 晋平, 北村 良介 テンシオメータ、ADRを用いたサクションと含水量の測定
について

平成18年度土木学会西部支部研究発表会,
pp.399-400

2007年3月

竹之内 憲史, 城本 一義, 和田 卓,
北村 良介

二重セル型三軸試験装置による体積変化測定に関する
一考察

平成18年度土木学会西部支部研究発表会,
pp.511-512

2007年3月

白石 裕一, 松元 真一, 北村 良介 不飽和地盤の浸透数値解析に関する一考察 平成18年度土木学会西部支部研究発表会,
pp.517-518

2007年3月
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藤崎 賢次郎, 松元 真一,
宇都 洋一*, 北村 良介

盛土しらすの不飽和浸透挙動に関する一考察 平成18年度土木学会西部支部研究発表会,
pp.519-520

2007年3月

三隅 浩二，吉村 公孝*, 木村 裕樹*,
秋吉 智文*

しらす三軸供試体における構造喪失と過圧密解消のメカ
ニズム

第４１回地盤工学研究発表会
平成１８年度発表講演集, pp.395-396

2006年7月

三隅 浩二, 秋吉 智文*,
大川内 一博*

圧縮から膨張に転ずる時点で得られる砂質土
の弾塑性パラメータ～砂質土の弾塑性パラ
メータを均質な応力とひずみの状態で決定す
る試み～

土木学会全国
大会第61回年
次学術講演会
講演概要集3-

山本 健太郎, A.V. Lyamin*,
S.W. Sloan*, A.J. Abbo*

地下空洞を有する地盤の数値極限解析 第41回地盤工学研究発表会, pp.1369-1370 2006年7月

山本 健太郎 斜面地盤における直接基礎の地震時支持力 平成18年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, Ⅲ-094, pp.545-546

2007年3月

畦坪 伸一郎, 山本 健太郎,
北村良介, 平 瑞樹*

浅層双設空洞を有する砂質土地盤の支持力機構に関
する研究

平成18年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, Ⅲ-073, pp.503-504

2007年3月

三角 幸寛*, 山本 健太郎,
北村 良介, 平 瑞樹*

地下空洞を有する砂質土地盤の安定性評価に関する研
究

平成18年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, Ⅲ-037, pp.431-432

2007年3月


