 研究業績

 インフラ長寿命化センター委員の  年  月から  年  月までの研究業績を「研究
活動」、「招待講演等」、「学会賞の受賞」、「学会役員等」、「学会、学術講演会等の開催」の
項目に分類して次に示す。

 研究活動

Ａ 欧文

（学術雑誌に掲載された原著論文）


6KR]R 1DNDPXUD 7RVKLKLUR 2NXPDWVX 7DNDIXPL 1LVKLNDZD DQG 7DNDWRVKL
2NDED\DVKL )DWLJXH 'DPDJH RI D 'LDJRQDO 0HPEHU LQ D 6WHHO 7UXVV %ULGJH 'XH
WR:LQG,QGXFHG9LEUDWLRQ'HYHORSPHQWVLQ,QWHUQDWLRQDO %ULGJH(QJLQHHULQJ
SS  



6 ' &KLFDV DQG . 2PLQH )RUVW cover change and soil erpsion in Toredo’s
5LR*UDQGHZDWHUVKHG7KH,QWHUQDWLRQDO$UFKLYHVRIWKH3KRWRJUDPPHWU\5HPRWH
VHQVLQJDQG6SDWLDO,QIRUPDWLRQ6FLHQFHV;/:SS（）



<&DL<-LDQJ,'MDPDOXGGLQ7,XUDDQG7(VDNL$QDQDO\ WLFDOPRGHO
FRQVLGHULQJ LQWHUDFWLRQ EHKDYLRU RI JURXQG URFN EROWV IRU FRQYHUJHQFH
FRQILQHPHQWPHWKRGLQWXQQHOLQJGHVLJQ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI5RFN0HFKDQLFV
0LQLQJ6FLHQFHSS（）,)



% /L = =KDR < -LDQJ DQG / -LQJ &RQWDFW PHFKDQLVP RI D URFN IUDFWXUH
VXEMHFWHG WR QRUPDO ORDGLQJ DQG LWV LPSDFW RQ IDVW FORVXUH EHKDYLRU GXULQJ
LQLWLDO VWDJH RI IOXLG IORZ H[SHULPHQW ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO IRU 1XPHULFDO
DQG$QDO\WLFDO0HWKRGVLQ*HRPHFKDQLFVSS（）,)



0$]L]XO0RTVXG0$+DQQDQDQG.2PLQH$VVHVVPHQWRIIDFWRUVLQIOXHQFLQJ
ELRHOHFWULFLW\JHQHUDWLRQLQSDGG\SODQWPLFURELDOIXHOFHOOV*OREDO$GYDQFHG
5HVHDUFK-RXUQDORI$JULFXOWXUDO6FLHQFH  SS（）,)



1 <DVXIXNX . $UDNL . 2PLQH . 2NXPXUD DQG . ,ZDPL (YDOXDWLRQ RI
,QKLELWRU\(IIHFWE\$GDSWDWLRQ0HDVXUHVIRU5HG6RLO5XQRIIIURP)DUPODQGGXH
WR+HDY\5DLQIDOO-RXUQDORI'LVDVWHU5HVHDUFK9RO1RSS（ ）



< -LDQJ ; :X 5HVHDUFK SURJUHVV DQG SURVSHFW RI LQWHUD FWLRQ EHWZHHQ URFN
HQJLQHHULQJDQGJHRHQYLURQPHQWV-RXUQDORI5RFN0HFKDQLFVDQG*HRWHFKQLFD O
(QJLQHHULQJSS（）



7)XMLPRWR<<RVKLWDNHDQG'<DJ\X'HVLJQDQG6LPXODWLRQ%DVHG6WXGLHV
RI D 'XDO%DQG &LUFXODUO\3RODUL]HG 6TXDUH 0LFURVWULS $QWHQQD 3URJUHVV ,Q
(OHFWURPDJQHWLFV/HWWHUV9ROSS  
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（プロシーディングス）


4X :DQJ 6KR]R 1DNDPXUD %DRFKXQ &KHQ DQG 4LQJ[LRQJ :X )DWLJXH 'DPDJH RI D
+DOIWKURXJK &RQFUHWHILOOHG 6WHHO 7XEXODU 7UXVVHG $UFK %ULGJH LQ &KLQD
3URFHHGLQJVRI$6(0  



7DNDKLWR .RMLPD 7RVKLKLUR 2NXPDWVX 6KR]R 1DNDPXUD DQG 7DNDIXPL 1LVKLNDZD
,QYHVWLJDWLRQ RI WKH IDWLJXH GDPDJH LQ D KDOI WKURXJK VWHHO /RKVH EULGJH
3URFHHGLQJVRI$6(0  



. 2PLQH 6 6XJLPRWR DQG ' 7XWVXPL ,QIOXHQFH RI PLFUR RUJDQLVPV RQ JHR
HQYLURQPHQWDO HQJLQHHULQJ SURSHUWLHV RI VRLOV 3URF RI WK *OREDO -RLQW
6HPLQDURQ*HR(QYLURQPHQWDO(QJLQHHULQJ&'520（）



. 2PLQH DQG 6 6LJLPRWR 6LPSOH HVWLPDWLRQ PHWKRG RI LQ VLWX VWUHQJWK RI
VHGLPHQWDU\ VROLG ZDVWH JURXQG 3URF RI 7KH WK $VLDQ 5HJLRQDO &RQIHUHQFH
RQ6RLO0HFKDQLFVDQG*HRWHFKQLFDO(QJLQHHULQJ（）



66XJLPRWR<-LDQJ.2PLQH-,VKLGDDQG<+LJDVKL1XPHULFDOVWXGLHV
RQ VORSH VWDELOLW\ LQ WRUUHQWLDO UDLQIDOO E\ XVLQJ WZR SKDVH IORZ DQDO\VLV
3URFRI7KHWK$VLDQ5HJLRQDO&RQIHUHQFHRQ6RLO0HFKDQLFVDQG*HRWHFKQLFDO
(QJLQHHULQJ（）



- 7RQJ 1 <DVXIXNX DQG . 2PLQH ,QIOXHQFH RI PDJQLWXGHV RI QHJDWLYH
SUHVVXUHVRQGHZDWHULQJEHKDYLRURIXOWUDVRIWFOD\3URFRI7KHWK$VLDQ
5HJLRQDO&RQIHUHQFHRQ6RLO0HFKDQLFVDQG*HRWHFKQLFDO(QJLQHHULQJ（）



60L\DPRWRDQG.2PLQH6WUHQJWKHYDOXDWLRQRIVROLGZDVWHPDWHULDOLQFOXGHG
YDULRXVILEURXVPDWHULDOV3URFRI7KHWK$VLDQ5HJLRQDO&RQIHUHQFHRQ6RLO
0HFKDQLFVDQG*HRWHFKQLFDO(QJLQHHULQJ（）



.2PLQH66XJLPRWRDQG$<DPDZDNL,QVLWXWHVWVIRUVORSHVWDELOLW\RI
VROLG ZDVWH GHSRVLW 3URF RI 6HFRQG -DSDQ,QGLD :RUNVKRS LQ *HRWHFKQLFDO
(QJLQHHULQJ*HRWHFKQLFVIRU5HVLOLHQW,QIUDVWUXFWXUH（）



% /L 5 /LX < -LDQJ ([SHULPHQWDO DQG QXPHULFDO VWXG\ RQ IORZ
FKDUDFWHULVWLFV LQ URFN IUDFWXUH LQWHUVHFWLRQV FRQVLGHULQJ LQIOXHQFH RI
LQWHUVHFWLQJ DQJOH ,Q 3URF RI WKH WK ,QW &RQJU RQ 5RFN 0HFKDQLFV 
0RQWUHDO&DQDGD1R（）

 = =KDR % /L 2Q WKH UROH RI IUDFWXUH VXUIDFH URXJKQHVV LQ IOXLG IORZ DQG
VROXWH WUDQVSRUW WKURXJK IUDFWXUHG URFNV ,Q 3URF RI WKH WK ,QW &RQJU
RQ5RFN0HFKDQLFV0RQWUHDO&DQDGD1R（）
 < -LDQJ ; :X * :DQJ % /L 7 ,XUD ,QWHUDFWLRQ PHFKDQLVP RI \LHOGLQJ
URFNEROWDQGPDWUL[PDVV,Q3URFRIWKHWK,QW&RQJURQ5RFN0HFKDQLFV
0RQWUHDO&DQDGD1R（）
 -,VKLGD<-LDQJ%/L66XJLPRWR5,QRVKLWD6WDELOLW\DVVHVVPHQWRI
DGHIRUPLQJKLJKZD\VORSHFRQVLGHULQJWKHLQIOXHQFHRIUDLQIDOO,Q-HMX
1DWLRQDO 8QLYHUVLW\ – 1DJDVDNL XQLYHUVLW\ -RLQW 6\PSRVLXP RQ 6FLHQFH DQG
7HFKQRORJ\1DJDVDNL-DSDQ（）
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 &=KDR&%DR+0DWVXGD&0RULWD：([SHULPHQWDOVWXG\RQWKHGDPDJHDQGIDLOXUH
SURSHUWLHVRIEULWWOHPDWHULDOZLWKSUHH[LVWLQJGRXEOHIODZVXQGHUXQLD[LDO
FRPSUHVVLRQ，,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQWKH5HJHQHUDWLRQDQG&RQVH UYDWLRQRI
&RQFUHWH6WUXFWXUHV（）
 $'HPL]X<,WR+0DWVXGD&0RULWD636XPLWUR：'HYHORSPHQWRIGHIHFWPHWKRG
RIVWHHOVWUXFWXUHVE\GLJLWDOLPDJHFRUUHODWLRQPHWKRGXVLQJLQGXFWLRQKHDWLQJ
,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXP1RQ'HVWUXFWLYH7HVWLQJLQ&LYLO(QJLQHHULQJSS
（）
 +1DNDKDUD DQG < $VKLGD 7ULDO FRQVWUXFWLRQ IRU VHLVPLF UHWURILW E\ &)7
EUDFHRQDQLVRODWHGLVODQG3URFHHGLQJVRIWKHWK,QWHUQDWLRQDO6WUXFWXUDO
(QJLQHHULQJDQG&RQVWUXFWLRQ&RQIHUHQFHSS  
 <7RPLQR 7)XMLVKLPD 71DNDQR 7$PDQR 7)XUXVDWR DQG 7<DPDVKLWD 2]RQH
*HQHUDWLRQ &KDUDFWHULVWLF E\ 'LIIHUHQW 'LYLGHG 2XWHU (OHFWURGHV RI 6FUHZ
(OHFWURGH2]RQL]HU3URFHHGLQJVRI7KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ(OHFWULFDO
(QJLQHHULQJ ,&(( 3DSHU,',&(($SDJHV  
 71DNDQR 7)XMLVKLPD <7RPLQR 7$PDQR 7)XUXVDWR DQG 7<DPDVKLWD 2]RQH
*HQHUDWLRQ &KDUDFWHULVWLFV E\ 8VLQJ 'LYLGHG 2XWHU(OHFWURGHV ZLWK 'LIIHUHQW
,QWHUYDO RI 6FUHZ(OHFWURGH 2]RQL]HU DQG &DOFXODWLRQ RI (OHFWULF )LHOG
'LVWULEXWLRQ 3URFHHGLQJV RI 7KH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ (OHFWULFDO
(QJLQHHULQJ ,&(( 3DSHU,',&(($SDJHV  
 7$PDQR7)XMLVKLPD<7RPLQR71DNDQR7)XUXVDWRDQG7<DPDVKLWD&7YDOXH
'HSHQGHQFH RI 6RLO 6WHULOL]DWLRQ ZLWK 2]RQH JHQHUDWHG E\ 'LHOHFWULF %DUULHU
'LVFKDUJH 3URFHHGLQJV RI 7KH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ (OHFWULFDO
(QJLQHHULQJ ,&(( 3DSHU,',&(($SDJHV  
 7)XMLPRWR 77VXUXRND 7)XMLVKLPD <,VKL]XND DQG 66XJLPRWR &LUFXODUO\
3RODUL]HG6PDOO0LFURVWULS$QWHQQDIRU:LUHOHVV6HQVRU1HWZRUN,QWHUQDWLRQDO
6\PSRVLXPRQ$QWHQQDVDQG3URSDJDWLRQSS  
 7)XMLPRWRDQG<0DHPXUD'HVLJQRI2SWLFDO/HQVIRU4XDVL 'LIIUDFWLRQ)UHH
%HDP8VLQJ3DUWLDO6ZDUP2SWLPL]DWLRQ$GYDQFHG6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\/HWWHUV
&20&206 9ROSS  
 7)XMLPRWRDQG-7DJXUL:LGHEDQG3ULQWHG,QYHUWHG)$QWHQQDIRU0,026\VWHP
,((( $QWHQQDV DQG 3URSDJDWLRQ 6RFLHW\ ,QWHUQDWLRQDO 6\PSRVLXP SS 
 
 +LURVKL .LPXUD 7VX\RVKL (QRPRWR 6KXQML +DFKLVXND 7HWVXR +DUDGD DQG .HQML
6DVDNL /RQJ WHUP RXWGRRU WHVWV RI &)53 VWUDQG FDEOH &)&&  XQGHU 89 UD\
H[SRVXUHDQGZDWHULPPHUVLRQ3URFHHGLQJVRIWKH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ
WKH5HJHQHUDWLRQDQG&RQVHUYDWLRQRI&RQFUHWH6WUXFWXUHV)  
 <DVXNL\R,NXWD7HWVXR+DUDGD.HQML6DVDNLDQG0\R.KLQ7RNX\DPD'HYHORSPHQW
RILQWHUPHGLDWHDQFKRULQJGHYLFHIRU3&WHQGRQVXVLQJKLJKO\H[SDQVLYHPDWHULDO
DQG LWV DQFKRULQJ PHFKDQLVP 3URFHHGLQJV RI WKH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ
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WKH5HJHQHUDWLRQDQG&RQVHUYDWLRQRI&RQFUHWH6WUXFWXUHV))  
 <RVKLND]X $NLUD 7DNDVKL +DEXFKL 7DNDKLUR 6DNDL .HQML 6DVDNL DQG 2VDPX
.L\RPL\D $ VWXG\ RQ TXDOLWLHV DQG GXUDELOLW\ RI FRQFUHWH IRU UHYHWPHQW LQ
*XQNDQMLPD LVODQG DIWHU ORQJWHUP VHUYLFH 3URFHHGLQJV RI WKH ,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFHRQWKH5HJHQHUDWLRQDQG&RQVHUYDWLRQRI&RQFUHWH6WUXFWXUHV))
 
 1RULDNL .RVH 7VX\RVKL (QRPRWR .HQLFKL 8VKLMLPD 7HWVXR +DUDGD DQG .HQML
6DVDNL6WXGLHVRQIOH[XUDOWHQVLOHVWUHQJWKIRUH[WHUQDOFDEOHWHQGRQ XVLQJ
&)53VWUDQGV3URFHHGLQJVRIWKH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQWKH5HJHQHUDWLRQ
DQG&RQVHUYDWLRQRI&RQFUHWH6WUXFWXUHV))  
 <DVXQRUL 2]DVD 7VX\RVKL .DWD\DPD .HQML 6DVDNL DQG 7HWVXR +DUDGD 6WXG\ RQ
DFFHOHUDWHGFDUERQDWLRQGHSWKRIFRQFUHWHVXEMHFWHGWRKLJKWHPSHUDWXUHKLVWRU\
VLPXODWHG VWHDP FXULQJ 3URFHHGLQJV RI WKH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ WKH
5HJHQHUDWLRQDQG&RQVHUYDWLRQRI&RQFUHWH6WUXFWXUHV))  
 66XJLPRWR <-LDQJ .2PLQH -,VKLGD DQG <+LJDVKL 1XPHULFDO 6WXGLHV RQ
6ORSH 6WDELOLW\ LQ 7RUUHQWLDO 5DLQIDOO E\ 8VLQJ 7ZR 3KDVH )ORZ $QDO\VLV
3URFHHGLQJV RI WKH WK $VLDQ 5HJLRQDO &RQIHUHQFH RQ 6RLO 0HFKDQLFV DQG
*HRWHFKQLFDO(QJLQHHULQJ &'520 -3（）

Ｂ邦文

（学術雑誌に掲載された原著論文）


奥松俊博，中村聖三，西川貴文，松本拓賢，小島孝仁：ソールプレート 補強に伴う中路
アーチ橋の振動計測，鋼構造年次論文報告集，第  巻，SS  



西川貴文，三井好古，奥松俊博，中村聖三：実稼働モード解析の精度と運用性に対する
同定計算パラメータの影響，鋼構造年次論文報告集，第  巻，SS  



中村聖三，井上洋介，山下真史，奥松俊博，西川貴文：無補剛箱形断面柱の連成座屈強
度に対する初期たわみの影響，鋼構造年次論文報告集，第  巻，SS  



村山康雄，元井邦彦，福永靖雄，松井隆行，中村聖三：アルミニウム・マグネシウム合
金溶射を施した溶射ボルトの摩擦接合継手に関する研究，構造工学論文集， 9RO$
 



川井豊，中村聖三，阿部忠：信頼度を考慮した道路橋 5& 床版の疲労耐久設計について，
構造工学論文集，9RO$  



西川貴文，田代大樹，中村聖三，岡林隆敏：実稼働モード推定のための構造同定条件に
関する解析的検討，構造工学論文集，9RO$  



宮本慎太郎 安福規之 大嶺聖 石藏良平 川井晴至 山脇敦 組成割合の異なる埋
立廃棄物の変形・強度特性 土木学会論文集 &（地圏工学）9RO 1R  SS
  



佐々木謙二，片山強，原田哲夫：3&D 製品を想定した初期温度履歴を与えたコンクリー
トの塩化物イオン浸透抵抗性，コンクリート工学年次論文集，9RO，1R，SS
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（ 


安武敦子，大脇佳歩，藤木玲：長期経過した戸建て住宅地における居住実態に関する研
究 長崎市とその近郊の戸建て住宅地を事例として その ，日本建築学会大会学術講
演・建築デザイン発表梗概集 ( 分冊，SS（）

 安部知佳子安武敦子：環長崎港地域アーバンデザインシステムの景観および建物の
コントロールについて，日本建築学会研究報告九州支部計画系  SS
（）
 大脇佳歩安武敦子：地方都市における経年的戸建て住宅地の居住実態  長崎市と
その近郊の現状と課題，日本建築学会研究報告九州支部計画系  SS
（）
 藤木玲安武敦子：戸建住宅地の街区デザインの展開とその評価  継続的な更新を
可能とする街区モデルの検討日本建築学会研究報告  九州支部  計画系  
SS（）
 高橋和雄： 年  月広島土石流災害後の地域防災計画の見直し，自然災害研究協議
会西部支部地区部会報・論文集， 号，SS（）
 高橋和雄： 年  月広島土石流災害後の土砂災害対策の見直し，自然災害研究協議
会西部支部地区部会報・論文集， 号，SS（）
 高橋和雄： 年長崎豪雨災害に関する記念碑等の調査，自然災害研究協議会西部支
部地区部会報・論文集， 号，SS（）

（プロシーディングス）


山下真史，中村聖三，奥松俊博，西川貴文：無補剛箱形断面柱の連成座屈強度に対する
初期たわみの影響評価式の提案，第  回九州橋梁・構造工学研究会シンポジウム論文
集，SS  



中村聖三，原田宗育，池末和隆，武田啓夢：沿岸部の耐候性鋼橋梁における保護性さび
生成促進処理の適用性調査，鋼構造年次論文報告集，第  巻，SS  



田中栄一，蒋宇静，石田純平，杉本知史，李博，沿岸都市部津波シミュレーションに基
づく地下シェルターの可能性の検討，土木学会第  回年次学術講演会，1RⅢ，岡
山 ）



李博，蒋宇静，大嶺聖，杉本知史，トンネル耐震性向上のための )53 グリッドを用いた
覆工内面補強効果の評価，土木学会第  回年次学術講演会，1R．Ⅲ，岡山（）



梶原志保，蒋宇静，大嶺聖，杉本知史，李博，亀裂交差部での流れの非線形特性に関す
る考察，土木学会第  回年次学術講演会，1R．Ⅲ，岡山（）



郭雪寧，蒋宇静，李博，石田純平，高精度数値標高データを用いた三次元地形モデルの
構築と斜面安定評価への適用，土木学会第  回年次学術講演会，1R．Ⅲ，岡山（）



;6KL<-LDQJDQG%/L1XPHULFDOVLPXODWLRQRIGHEULVIORZ$*,6 EDVHG
PRGHODQGSDUDPHWULFDQDO\VLV第  回西日本岩盤シンポジウム熊本（）



1+XDQJ<-LDQJ%/LDQG5/LX(VWDEOLVKPHQWRIDQXPHULFDOPHWKRGIRU
IOXLGIORZVLPXODWLRQWKURXJK'GLVFUHWHIUDFWXUHQHWZRUNV第  回西日本岩
盤シンポジウム熊本（）
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大嶺聖 杉本知史アレクセイコノプリョフ，放射性セシウムの土壌および有機物への
吸着・脱着特性，SS（）

 宮本慎太郎 安福規之 石藏良平  笠間清伸，大嶺聖，繊維粒子複合材料における
繊維材料の変形・強度特性に関する考察，第  回環境地盤工学シンポジウム発表論文
集，SS（）
 古川全太郎，安福規之，大嶺聖丸居篤亀岡廉，緑化土質材料内の水分環境及び化学
的環境が薬用植物「カンゾウ」種子の発芽に与える効果，第  回環境地盤工学シンポ
ジウム発表論文集，SS（）
 大嶺聖 杉本知史アレクセイコノプリョフ，土壌や有機物に吸着した放射性セシウ
ムの溶出特性，第  回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会（ ）
 森田千尋 本田航 出水享 松田浩 長島和輝，岩吹啓史：橋梁の遠隔非接触振動計
測のためのレーザ照射ターゲットの検討，第  回応用力学シンポジウム，SS
（）
 木本啓介松田浩森田千尋 出水享：6I0 を用いた橋梁点検手法の検証，第  回応
用力学シンポジウム，SS（）
 森田千尋，松田浩，出水享，梅崎俊樹，木本啓介：耐候性鋼橋梁の劣化環境評価に関す
る研究，平成  年電気学会電子・情報・システム部門大会，SS（）
 長島和輝，松田浩，森田千尋，出水享，岩吹啓史：遠隔非接触振動計測の測定手法及び
実橋梁への適用に関する検討，土木学会第  回年次学術講演会，,，SS
（ ）
 安波博道，中島和俊，加納勇，田崎智，田中和幸，森田千尋：長崎県瀬戸中央橋におけ
るワッペン式暴露試験結果，土木学会 第  回年次学術講演会， ,，SS
（）
 草野壱俊，出水享，森田千尋，松田浩，伊藤幸広：誘導加熱装置を用いたデジタル画像
相関法による鋼材の亀裂検知に関する研究，土木学会第  回年次学術講演会，,，
SS（）
 小宮允人，木本啓介，西川貴文，出水享，森田千尋，松田浩：近接目視に相当するイン
フラ構造物の外観劣化情報の取得法の開発，土木学会第  回年次学術講演会，9，
SS（）
 博多屋智志，松田浩，森田千尋，出水享，趙程，鮑冲：一軸圧縮力を受ける欠陥を有す
る石膏板のひび割れ発生・進展に関する実験及び解析，土木学会第  回年次学術講演
会，9，SS（）
 岩城英朗，稲田裕，松竹由樹，松田浩，森田千尋：簡易な振動計測による自治体管理橋
梁の性能評価に向けた検討，土木学会第  回年次学術講演会，9,，SS
（）
 高倉弓彩子，梅崎俊樹，森田千尋：耐候性鋼材の画像解析によるさび外観評価に関する
検討，平成  年度土木学会西部支部研究発表会講演概要集，,（）
 江崎圭，森田千尋，松田浩，稲田裕，丹博美，甲斐紀行：地方公共団体における橋梁の
維持管理の現状と点検の効率化に向けた考察，平成  年度土木学会西部支部研究発表
会講演概要集，,（）
 尾崎崇史，藤島友之，古里友宏，山下敬彦：遠隔モニタリング用避雷ケージの開発の試
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み，平成  年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集，0&SS
（）
 貞松孝洋，市川大吾，蒲ケ原健，山下翔太郎，是枝弘行，古里友宏，藤島友之，山下敬
彦：ナノ秒パルスパワーによる水上沿面放電の生成，平成  年度電気・情報関係学会
九州支部連合大会講演論文集，3S（）
 山下寛人，藤本孝文，竹中隆，田中俊幸，森山敏文：乳がん検出用アンテナシステム，
電子情報通信学会宇宙・航空エレクトロニクス研究会技術報告 9RO  1R 
SS（）
 谷山力哉，藤本孝文，田中俊幸，牧島慎一：フレッシュコンクリート成分評価用アンテ
ナシステム，電子情報通信学会宇宙・航空エレクトロニクス研究会技術報告9RO
1RSS（）
 田栗淳平，藤本孝文：反射板付き広帯域プリント基板型逆 ) アンテナ，映像情報メディ
ア学会放送技術研究会技術報告9RO1RSS（）
 石窪稜也 藤本孝文：単方向性を有する広帯域円偏波プリント基板型三角形モノポー
ルアンテナ第  回電気・情報関係学会九州支部連合大会論文集S  
 久富大輝 藤本孝文：プリント基板型モノポールアンテナの高利得化に関する一検討
第  回電気・情報関係学会九州支部連合大会論文集S  
 + <DPDVKLWD 7 )XMLPRWR 7 7DNHQDND 7 7DQDND DQG 7 0RUL\DPD ：$QWHQQD
6\VWHPIRU%UHDVW&DQFHU'HWHFWLRQ 第  回電気・情報関係学会九州支部連合大会
論文集S  
 7 7XUXRND 7 )XMLPRWR 7 )XMLVKLPD < ,VKL]XND 6 6XJLPRWR DQG 7
6DVDPXUD：&LUFXODUO\ 3RODUL]HG 6PDOO 0LFURVWULS $QWHQQD IRU *+] ,60 %DQG
$SSOLFDWLRQV第  回電気・情報関係学会九州支部連合大会論文集S  
 -7DJXULDQG7)XMLPRWR：:LGHEDQG3ULQWHG,QYHUWHG)$QWHQQD第  回電気・
情報関係学会九州支部連合大会論文集S  
 藤本孝文，石窪稜也，鶴岡拓真，久富大輝：円偏波アンテナおよび円偏波放射特性を理
解するための講義補助教材の検討電気学会 電子・情報・システム部門大会論文集，
SS  
 野村謙次，田口光雄，田中俊幸，藤本孝文，森山敏文：自主学習用 :HE 教材の作成，電
気学会 電子・情報・システム部門大会論文集SS  
 藤本孝文：無線センサーネットワークのための円偏波用小型マイクロストリップアン
テナ
 電気学会 電子・情報・システム部門大会論文集SS  
 田栗淳平，藤本孝文：0,02 用広帯域プリント基板型逆 ) アンテナ，電子情報通信学会
アンテナ伝搬研究会技術報告9RO1RSS（）
 谷山力哉，藤本孝文，田中俊幸，牧島慎一：フレッシュコンクリート成分評価用アンテ
ナ シ ス テ ム ， 電 子 情 報 通 信 学 会 ア ン テ ナ 伝 搬 研 究 会 技 術 報 告  9RO  1R
SS（）
 山下寛人，藤本孝文，竹中隆，田中俊幸，森山敏文：乳がん検出用アンテナシステム，
電子情報通信学会アンテナ伝搬研究会技術報告9RO1RSS（ ）
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 土田徹，上繁義史，柳生大輔：ネットワークのログ監視に基づく学外からの脅威分析の
実践，第  回国公立大学情報システム研究会総会，大阪  
 石田純平，蒋宇静，大嶺聖，杉本知史，池田翔：室内斜面模型実験による地盤内浸透流
の挙動解明および数値解析による再現性の検証，第  回地盤工学研究発表会発表講演
集 &'520 ，SS（）
 杉本知史，丹田実花，大嶺聖，蒋宇静：再生石膏とベッドアッシュを用いた低アルカリ
固化材の地盤改良材としての力学的・化学的特性の評価，第  回地盤工学研究発表会
発表講演集 &'520 ，SS（）
 高橋和雄：浦上川の河川改修の歴史，土木学会第  回年次学術講演会 平成  年度 ，
第４部，SS，岡山市  
 高橋和雄：上川の河川改修の歴史，第  回日本自然災害学会学術講演会講演概要集，
SS，山口  
 高橋和雄： 年  月広島土石流災害後の地域防災計画の見直し，平成  年度土木学
会西部支部研究発表会概要集、Ⅳ部門，SS，福岡  

（学術雑誌に掲載された総説）


松田浩，森田千尋，中村聖三，池田正樹：長崎県のインフラ維持管理の現状と長崎大学
の道守養成講座，橋梁と基礎， 月号，SS（）


（著書）


一社 溶接学会溶接疲労強度研究委員会編（中村聖三（分担執筆））
：溶接構造の疲労，
産報出版  



河村一樹，柳生大輔ほか：これからの大学の情報教育，日経 %3 マーケティング  



高橋和雄：玄界島の震災復興に学ぶ 年福岡県西方沖地震、古今書院（）
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 招待講演等



松田浩：
「光学的計測法の土木分野への利活用について」，日本技術士長崎県支部 &3' 研
修会，長崎（）



松田浩：光学的手法によるコンクリート構造物の点検法の開発，第  回プレストレス
コンクリート技術講習会，福岡（）



松田浩：「地方の道路は誰が守っていくのか～地域住民と ,&57 による長寿命化～」，平
成  年度長崎県農村振興技術連盟夏期研修会，長崎（）



松田浩：インフラ長寿命化への挑戦・長崎県，平成  年度三重県職員協働研修「土木
施設の生涯を考えるセミナー」，三重（）



松田浩：長崎大学の道守養成講座の特徴と活用，鋼橋の点検・診断資格の課題と展望，
土木学会平成２７年度全国大会研究討論会，岡山（）



松田浩：地域の教育機関を中心とした取組み，社会インフラメンテナンスの人材育成を
考え る－ 技術 者の 育成 と課 題－ ，土 木 学会 平成 ２７ 年度 全国 大会 研究 討論 会 ，岡山
（）



松田浩：「地方のインフラは誰が守るか～道守と ,&7 によるインフラ長寿命化への挑
戦～」，平成  年度麻生生コンユーザー会講演，福岡（）



松田浩：
「長崎市の世界遺産（軍艦島 ' 映像等）」，～世界文化遺産登録記念講座～わが
まちの誇り世界遺産の魅力と学びを伝えよう，福岡（）



松田浩：
「光学的計測による大型構造物の点検・検査手法の開発とその適用例」，日本鉄
鋼協会計測・制御・システム工学部会シンポジウム「画像計測に基づく設備診断技術」，
東京（）

 松田浩：
「インフラ長寿命化への挑戦・長崎県の取組」，北海道土木技術会建設マネジメ
ント研究委員会アセットマネジメント小委員会， 北海道（）
 松田浩：人口減時代の道路インフラ維持管理の課題～*,6 への期待～，地理空間情報
活用推進に関する長崎産学官連携セミナー（国土地理院），長崎（）
 松田浩：長崎県のインフラ維持管理の現状、長崎大学の取り組み、新技術導入の現状と
課題など，戦略的イノベーション創造プログラム 6,3 「インフラ維持管理・更新・マ
ネジメント技術」，東京（）
 松田浩：長崎県のインフラ維持管理の現状と長崎大学インフラ長寿命化センターの取
組み，3& 建設業協会九州支部賀詞交換会，福岡（）
 森田千尋：鋼橋梁の維持管理に関する研究紹介，平成  年度第  回産業基盤維持管理
技術研究会，長崎（）
 森田千尋：長崎県内の橋梁の維持管理と人材育成，平成  年度長崎県土木施工管理技
士会通常総会研修会，長崎（）
 森田千尋：長崎県における人材育成の取組みについて（道守について），土木学会関西
支部，大阪（）
 森 田 千 尋 ： 長 崎 県 に お け る イ ン フ ラ 維 持 管 理 に 関 す る 人 材 育 成 （ 道 守 に つ い て ），
L0HF フォーラム，京都（）
 高橋和雄：斜面地の火災と避難，1+. 長崎放送局，長崎市（）

－ 171 －

 高橋和雄：対馬市における道守補養成講座の説明，対馬市建設業協会説明会， 対馬市
（）
 高橋和雄：気象災害（土砂災害），平成  年度長崎県防災推進員 自主防災リーダー 
養成講座、長崎市（）
 高橋和雄：火山災害と復興，平成  年度未来の科学者夏季合宿特別講座，島原市
（）
 高橋和雄：1DWXUDO 'LVDVWHU DQG 0HDVXUHV LQ -DSDQ、-,&$「ラオス人民民主共和国
道路維持管理能力強化プロジェクト」本邦研修、長崎市（）
 高橋和雄：$GYRFDF\RI9ROFDQLF(URVLRQ&RQWURODQG9ROFDQLF(QJLQHHULQJ -,&$
「ラオス人民民主共和国道路維持管理能力強化プロジェクト」本邦研修，長崎市
（）
 高橋和雄：火山噴火と社会災害対策と復興，平成  年度「キャンプ砂防 LQ 雲仙」，
島原市（）
 高橋和雄：九州で発生しうる自然災害と道守の紹介，安心力を高め、未来へつなぐパネ
ルディスカッション，平成  年度日本青年会議所九州地区  諫早大会」，諫早市
（）
 高橋和雄：土砂災害と地域防災計画，平成  年度自然災害に関するオープンフォーラ
ム「 年  月豪雨により広島市で発生した土石流災害の実態解明と防災対策」，山口
市（）
 高橋和雄：パネルディスカッション～広島土石流災害報告と復興に向けての課題～，平
成  年度自然災害に関するオープンフォーラム「 年  月豪雨により広島市で発生
した土石流災害の実態解明と防災対策」，山口市（）
 高橋和雄：九州の自然災害に学ぶ～九州の防災対策，土木研究所ショーケース LQ
福岡，福岡市（）
 高橋和雄：局地的豪雨災害と防災対策，斜面工法・校技術講習会，諫早市（）
 高橋和雄：溶岩ドームの崩壊に備えた防災訓練に関するコメント，島原市（）
 高橋和雄：気象災害（土砂災害），平成  年度長崎県防災推進員 自主防災リーダー 養
成講座，島原市（）
 高橋和雄：公開講座「地域防災と大学生のかかわり～地域において大学生がどのような
貢献ができるか～」アドザイザー，長崎大学学園祭，長崎市（）
 高橋和雄：火山災害にどう備えるか，日本テレビ系列九州ブロックアナウンス研修会，
長崎市  
 高橋和雄： 年  月  日豪雨災害を踏まえた広島市地域防災計画の修正と復興まち
づくりプラン＜気象条件が急激に変化する局地的豪雨＞，国土交通省九州地方整備局
土砂災害懇話会，福岡市  
 高橋和雄：日本自然災害学会「学際的な学会が果たしてきたこと、果たせなかったこ
と」，日本学術会議主催学術フォーラム最終回・第  回連続シンポジウム「巨大災害か
ら生命と国土を護る」防災学術連携体の設立と東日本大震災の総合対応の継承，東京
 
 高橋和雄：長崎の防災、そこが知りたい，1+. 長崎放送局，長崎市  
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 高橋和雄：長崎県国土強靭化地域計画について，長崎県国土強靭化地域計画説明会，長
崎市  
 高橋和雄：総合防災の立場から、地震・防災フォーラム LQ 長崎、長崎  
 小島健一：どぼくカフェ「小さな島とドボク」土木学会関西支部  
 小島健一：「池島カフェ」長崎市チトセピアホール  
 小島健一：「おもしろがりの巻き込み力」神戸大学  
 小島健一：『ソーシャルアクションの学校』、
『ソーシャルアクションの学校』実行委員
会  
 小島健一：「地域おこし協力隊九州サミット」ムラの暮らし研究所  
 小島健一：「まち・ひと・できごと

おもしろがり を原動力につくる新たなフィール

ド」日本都市計画学会  

 学会賞の受賞

1） 松田浩，高江晃，森田千尋，出水亨，小島健一：三次元、バーチャルリアリティ 軍艦
島 ' プロジェクト，グッドデザイン賞（）
2） 山下真史（指導教員：中村聖三）：第  回九州橋梁・構造工学研究会シンポジウム論
文賞（）
3） 7 )XMLPRWR DQG < 0DHPXUD 'HVLJQ RI 2SWLFDO /HQV IRU 4XDVL'LIIUDFWLRQ
)UHH %HDP 8VLQJ 3DUWLDO 6ZDUP 2SWLPL]DWLRQ ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ
&RPSXWHUDQG&RPSXWLQJ6FLHQFH%HVW3DSHU$ZDUG  
4） 佐々木謙二：空隙構造の貫通･連続性に着目したセメント系硬化体の物質移動特性評
価，平成  年度土木学会吉田研究奨励賞  
5） 高橋和雄：名誉会員表彰、日本災害情報学会  
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 学会役員等

氏名

学協会名

土木学会

役員名
構造工学委員会委員

現在

コンクリート委員会委員

現在

コンクリート構造物の安全確保のためのシステムに
関する研究小委員会

九州橋梁構造
工学研究会
松田 浩

九州橋梁構造
工学会
日本実験力学
会

ート工学会

現在

論文集編集委員会委員

現在

全視野計測研究分科会委員

現在

理事

現在

コンクリート分野における海水の有効利用研究委員
会通信委員
委員会
鋼構造委員会委員
鋼構造委員会鋼・合成構造標準示方書総則・設計編小
委員会委員

一社 溶接学

現在
現在

年次研究発表会小委員会副委員長

現在

一社 九州橋

運営委員会委員長

現在

梁･構造工学

既設橋梁の耐震補強手順の整理とデータベース化に

構造協会

研究会
九州橋梁・構

関する研究分科会副査
運営委員

森田千尋

構造工学論文集編集小委員会第一部門主査
土木学会

社会インフラ維持管理・更新の重点課題検討特別委員
会第三部会委員

日本リモート
センシング学
会
日本写真測量
学会
電気学会

現在
現在

造工学研究会 シンポジウム実行委員会委員長

藤島友之

 現在 

現在

一社 日本鋼

森山雅雄

 現在 

溶接疲労強度研究委員会幹事

会
中村聖三

現在

運営委員会委員

コンクリート構造物のインフラドック構築調査研究
日本コンクリ

任期

現在


現在

情報委員会幹事
九州支部幹事長

 

評議員

 

九州支部協議員

現在

代議員

現在

－ 174 －

査読委員
電子情報通信
学会

現在

アンテナ伝搬ワークショップ（小型アンテナの理論と
実際）実行委員  
アンテナ伝搬ワークショップ（円偏波アンテナ）実行
委員    

藤本孝文
ＩＥＥＥ

,((( $QWHQQD

九州大学

現在

 3URSDJDWLRQ 6RFLHW\ )XNXRND 

&KDSWHU9LFH&KDLU
,QWHUQDWLRQDO

現在



-DSDQ(J\SW

&RQIHUHQFH

RQ

(OHFWURQLFV &RPPXQLFDWLRQV DQG &RPSXWHUV ，

現在

7HFKQLFDO3URJUDPFRPPLWWHH
佐々木謙二

杉本知史

日本コンクリ

供用不可まで劣化破損が進行したコンクリート構造

ート工学会

物の補修・補強工法に関する研究委員会委員

地盤工学会

土木学会

九州支部総務企画委員会委員

現在

九州支部国際委員会委員

現在

九州支部表彰委員会副主査

現在

九州支部研究委員会主査

現在

九州支部長崎地区幹事

現在

長崎地盤研究会企画幹事

現在

地盤工学委員会委員

現在

住宅計画小委員会 委員

現在

コミュニティ居住小委員会 委員

現在

日本建築学会 男女共同参画推進委員会 幹事
安武敦子
国際女性建築
家会議

現在

現在

作品選集九州支部選考部会 委員

現在

九州支部 常議員

現在

日本支部 総務理事

現在



 学会、学術講演会等の開催

（学会・研究会等）
開催学会等名

主催学会等

産 業 基 盤 維 持 管 理 技 術 



研 究 会 （ 年  回 開 催 ）
長 崎 地 盤 研 究 会
（ 年



回 開 催 ）



世話人等
奥松・西川・
蒋・大嶺・

（長崎地区活動）



杉本

－ 175 －

延べ約  名

蒋・大嶺





参加者数

中 村 ・ 森 田 ・ 

地盤工学会九州支部




会期

延べ約  名

