
平成 16 年度 

(1)トッピクス紹介：異分野からの建設産業への新たな挑戦 

日時：平成 16 年 5 月 20 日（木），出席者：４７名 

(2)トッピクス紹介：建築･土木構造物の耐火・防火の設計及び材料施工技術 

日時：平成 16 年 7 月 15 日（木），出席者：６３名 

(3)６０周年記念シンポジウム：２１世紀の持続可能な社会基盤整備における

コンクリート構造物の役割とそのあり方 

６０周年記念講演：・コンクリートのリサイクル技術 

・コンクリート技術の革新 

・補修材料とその将来 

  ６０周年記念功労者表彰 

  ６０周年記念懇親会 

日時：平成 16 年 9 月 16 日（木），出席者：１０９名 

(4)６０周年記念調査見学会：国土交通省北海道開発局事務所（廣井勇博士の

つくられた函館港から引き上げられたコンクリートブロック）、函館漁港、

函館どつく、元町配水池、笹流ダム、ダム公園、函館市分庁舎（旧水道局

庁舎）、旧西警察署、弥生小学校、赤レンガ倉庫、わが国最古の鉄筋コン

クリート製電柱、旧戸井線アーチ橋、西部地区歴史的建造物他調査見学 

日時：平成 16 年 11 月 26 日（金）～27 日（土），出席者：５５名 

(5)パネル討論会：非破壊試験の現状と将来 

日時：平成 17 年 1 月 13 日（木），出席者：６１名 

(6)トピックス紹介：新潟県中越地震被害ならびにスマトラ沖地震による津波

被害の状況 

日時：平成 17 年 3 月２日（水），出席者：４４名 

 

平成 17 年度 

(1)シンポジウム：建設材料の品質規格と性能評価の動向 

日時：平成 17 年 5 月 19 日（木），出席者：６７名 

(2)トッピクス紹介：函館ドックの調査報告と EPMA の動向 

日時：平成 17 年 7 月 15 日（金），出席者：６７名 

(3)パネル討論会：コンクリート用再生骨材の普及促進 

日時：平成 17 年 9 月 22 日（木），出席者：４８名 

(4)調査見学会：親不知海岸高架橋（塩害対策＜表面被覆工法･防錆剤混入モル

タル吹付け工法・脱塩工法＞，波浪および橋脚磨耗対策，暴露試験），ア

ルカリ骨材反応(太田橋および熊野川橋のひび割れなどの損傷･被害状況お

よび断面修復工法などの対策工事)，黒部第四ダム（堤高日本 1 のアーチダ

ムの積雪時の厳しさに対する耐久性など）他調査見学 

日時：平成 17 年 11 月 18 日（金）～19 日（土），出席者：３２名 

(5)トピックス紹介：コンクリート構造物の収縮ひび割れ 

日時：平成 18 年 1 月 19 日（木），出席者：４８名 

(6)トピックス紹介：耐震計算偽装問題の背景と対応について 

日時：平成 18 年 3 月７日（火），出席者：６２名 



 

平成 18 年度 

(1)トピックス紹介：セメント製造における廃棄物・副産物の有効活用とセメ

ントの品質について建設材料の品質規格と性能評価の動向 

日時：平成 18 年 5 月 18 日（木），出席者：６２名 

(2)シンポジウム：コンクリート実環境暴露試験とその意義 

日時：平成 18 年 7 月 28 日（金），出席者：５５名 

(3)パネル討論会：環境と建設材料 

日時：平成 18 年 9 月 27 日（水），出席者：４１名 

(4)調査見学会：大井発電所およびダム＜土木学会近代土木遺産 A ランク：最

も 

重要な土木遺産、木曽川水系で最初に造られた重力式コンクリートダム＞、 

読書発電所＜完成当時我国最大で、稼動中として始めて重要文化財に指定 

された発電所>、柿其水路橋＜現存する戦前の水路橋では最大級の規模の水 

路橋で重要文化財＞、桃介橋＜我が国の土木技術の粋を集めた大正期最大 

級のめずらしい吊橋で、復元された近代化遺産で重要文化財に指定された 

最初の事例＞、妻籠宿＜江戸時代の街並みを残す貴重な財産＞、美濃橋＜ 

わが国最古の近代吊橋で、重要文化財・土木学会選奨土木遺産＞、明治村 

＜明治時代の貴重な建造物群＞、日本原子力研究開発機構 東濃地科学セ 

ンター瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事＜地表から地下約 1000ｍ程度 

までの深地層の科学的研究を行う目的で岐阜県瑞浪市に設置を計画してい 

る研究施設の工事＞他の調査見学 

日時：平成 18 年 11 月２日（木）～３日（金）， 出席者：１９名 

(5)パネル討論会：コンクリートの高性能・高強度化 

日時：平成 19 年 1 月 16 日（水），出席者：５５名 

(6)トピックス紹介：コンクリートの超長期安定性の評価技術 

日時：平成 19 年 3 月 6 日（火）、出席者：４９名 

 

平成 19 年度 

(1)トピックス紹介：歴史的建造物の保存と再生 

日時：平成 19 年 5 月 24 日（木），出席者：５０名 

(2)パネル討論会：各種材料によるコンクリートのひび割れ低減・制御技術 

日時：平成 19 年 7 月 26 日（木），出席者：６３名 

(3)シンポジウム：コンクリート－地盤系中間材料の現状と今後の課題 

日時：平成 19 年 9 月 25 日（火），出席者：４２名 

(4)調査見学会：清水エルエヌジーLNG 地下式貯曹工事＜ＰＣ構造剛結連続地中

壁による大型建設工事＞、三遠トンネル新設工事＜ 三遠南信自動車道の

静岡・愛知県境のトンネル工事＞、旧長浜駅舎＜我国初のコンクリート造

建築＞、旧金澤陸軍兵器支廠＜明治・大正期の計三棟がそれぞれ別の考え

方で耐震補強がなされた保存工学上重要な例示、国指定重要文化財＞他の

調査見学 

日時：平成 19 年 10 月 30 日（火）～31 日（水），出席者：１８名 



(5)パネル討論会：超高層 RC 集合住宅におけるプレキャスト化技術 

日時：平成 20 年 1 月 16 日（水），出席者：５０名 

(6)トピックス紹介：コンクリートの温度上昇測定と新規な高炉セ 

メントの開発 

日時：平成 20 年 3 月 6 日（木）、出席者：６０名 

 

平成 20 年度 

(1)トッピクス紹介：コンクリート用骨材の現状と動向 

日時：平成 20 年 5 月 14 日(水)，出席者：７９名 

(2)パネル討論会トッピクス紹介：かぶりコンクリートの品質とその評価技術 

日時：平成 20 年 7 月 18 日(金)，出席者：８３名 

(3)調査見学会：J－PARC＜大強度陽子加速器施設など世界最大規模の最先端の 

研究施設および施設をコンクリートへ適用した研究事例の紹介＞、横向大 

橋＜景観に優れた９径間連続曲線プレストレストコンクリート箱桁橋＞、 

安積疏水十六橋水門＜オランダ人技師ファン・ドールが担当したシンボル 

的存在＞、鶴ケ城＜鉄筋コンクリート造城建築＞、大河津分水＜戦前の放 

水路事業のシンボル的存在＞他の調査見学 

日時：平成 20 年９月 3～4日(水・木)，出席者：２２名 

(4)シンポジウム：セメント・コンクリート分野の新しい研究手法コンクリー

ト用再生骨材の普及促進 

日時：平成 20 年 11 月 27 日(木)，出席者：５６名 

(5)パネル討論会：コンクリートの複合劣化 

日時：平成 21 年 1 月 23 日(金)，出席者：７７名  

(6)トピックス紹介：海外(アジア地域)プロジェクトにおけるコンクリート事

情 

 

平成 21 年度 

(1)パネル討論会トピックス紹介：表面処理によるコンクリートの耐久性向上 

日時：平成 21 年 5 月 15 日(金)，出席者：６３名 

(2)パネル討論会シンポジウム：自己治癒・自己修復コンクリート 

日時：平成 21 年 7 月 22 日(水)，出席者：７７名 

(3)パネル討論会：先人の知恵と長寿命コンクリート 

日時：平成 21 年 9 月 10 日(木)，出席者：６３名 

(4)パネル討論会調査見学会：沖縄記念公園〈構造物の劣化調査〉、土木研究

所暴露試験場〈暴露試験の視察〉、大宜味村役場(旧庁舎)〈耐久的なコン

クリート構造物の代表〉、古宇利大橋〈通行料無料の一般道としては日本

最長の橋〉、万国津梁館〈九州沖縄サミットの首脳会合の会場〉、那覇港

臨港道路空港線・沈埋トンネル〈建設工事の視察〉、仲村渠樋川〈重要文

化財〉、琉球大学〈施設見学〉 

日時：平成 21 年 11 月 26～28 日(木～土)，出席者：２５名 

(5)シンポジウム：コンクリートの解体技術 

日時：平成 22 年 1 月 21 日(木)，出席者：５２名  



(6)シンポジウム：短繊維によるモルタル・コンクリートの靱性の改善  

日時：平成 22 年 3 月 5 日(金)，出席者：６２名 

 

平成 22 年度 

(1)シンポジウム：鉄筋コンクリート造に塗布する高分子系材料の保護効果と

劣化 

日時：平成 22 年 5 月 18 日(火)  

(2)シンポジウム：最近の省エネ・ＣＯ２削減型セメント 

日時：平成 22 年 7 月 27 日(火)  

(3)シンポジウム：コンクリートの乾燥収縮に関する最近の動向 

    日時：平成 22 年 10 月 12 日（火） 

(4)調査見学会：志津見ダムおよび周辺施設・橋梁、車中にて、松江高専高田

龍一先生より島根地区のコンクリート事情講演、出雲大社、島根原子力発

電所、３号機建設現場、松江城など見学、松江市内土木・建築構造物見学 

日時：平成 22 年 11 月 25（木）～26 日(金)  

(5)シンポジウム：コンクリート材料の相互作用（相性問題） 

日時：平成 23 年 1 月 26 日(水) 

(6)パネル討論会：建設材料の将来展開 

日時：平成 23 年 3 月 2 日(水) 

 

平成 23 年度 

(1)第 401 回： 

シンポジウム「道路橋床板の維持管理と長寿命化における防水工の有効性」 

日時：平成 23 年 5 月 31 日(火)，出席者：４３名 

(2)第 402 回： 

調査見学会「十勝大橋、糠平湖タウシュベツ川橋梁、大雪ダム、美瑛・富

良野、小樽防波堤」 

日時：平成 23 年 7 月 21～22 日(木～金)，出席者：３９名 

(3)第 403 回： 

シンポジウム「海外におけるコンクリート事情」 

日時：平成 23 年 9 月 16 日(金)，出席者：７７名 

「国際規格の現状と日本の対応」辻幸和（前橋工科大学） 

「海外におけるセメント事情」山田一夫（太平洋コンサルタント） 
「プロジェクト紹介(1)：ボスポラス海峡トンネルの建設」 
今石尚（大成建設） 
「プロジェクト紹介(2)：フーバーアーチ橋の建設」 
加藤敏明（大林組） 
「プロジェクト紹介(3)：シンガポールにおけるPCa複合建築の建設」 
徳田浩（清水建設） 

(4)第 404 回： 

シンポジウム「東日本大震災における建設構造物の被害状況と復興に向け

た建設材料への期待」 



日時：平成 23 年 11 月 10 日(木)，出席者：６２名 

「東日本大震災における建築構造物の被害状況，および今後の復旧と災害 

対策」田中礼治（東北工業大学） 

「東日本大震災における鉄道構造物の被害状況,および今後の復旧と災害 

対策」石橋忠良（JR 東日本） 

「津波被害に伴う震災廃棄物処理の課題と展望」森口祐一（東京大学） 

「東日本大震災における一般住宅の被害状況,および今後の復旧と災害対 

策」藤田香織（東京大学） 

「東日本大震災における道路構造物の被害状況,および今後の復旧と災害 

対策」岩城一郎（日本大学） 

(5)第 405 回： 

パネルディスカッション「土木コンクリートの初期ひび割れ制御について

考える」 

日時：平成 24 年 1 月 27 日(金)，出席者：７６名 

｢初期ひび割れ制御システムの現状｣ 田村隆弘(徳山工専門) 

｢初期ひび割れ制御のための材料の現状｣ 細田暁(横浜国立大学) 

｢初期ひび割れが構造物の性能に及ぼす影響｣ 佐藤良一 (広島大学) 

パネル討論会 

「土木コンクリ-トの初期ひび割れは防止か制御か」 

パネラ-；上記３名,石橋忠良(JR),玉越隆史(国交省),二宮純(山口県) 

入矢桂史郎(大林組),坂田昇(鹿島建設) 

(6)第 406 回： 

シンポジウム「副産物利用や環境保全に関するコンクリート材料」 

日時：平成 24 年 3 月 6 日(火)，出席者：７１名 

｢エネルギ－政策転換に伴う石炭灰の発生動向と利用状況｣ 

山本武志 (電力中央研究所) 

｢セメント産業の循環型社会への貢献｣ 高橋茂(セメント協会) 

｢鉄鋼スラグの建設分野への利用状況と今後｣ 藪田和哉 (鉄鋼スラグ協

会) 

｢環境活性コンクリ-トの開発；アミノ酸を使用した環境活性コンクリー 

ト｣中西敬(日建工学) 

｢ECM セメント・コンクリ-トシステム｣ 米澤敏男(竹中工務店) 

 

平成 24 年度 

(1)第 407 回： 

調査見学会「軍艦島、雲仙砂防みらい館、雲仙復興工事事務所、諫早干拓

堤防展望所」 

日時：平成 24 年 5 月 17～18 日(木～金)，出席者：５４名 

(7)第 408 回： 

シンポジウム「自己治癒／自己修復コンクリート研究の最前線」 



日時：平成 24 年 7 月 20 日(金)，出席者：６３名 

｢自己治癒・自己修復材料研究の現状｣ 五十嵐心一(金沢大学) 

｢テーラ-メイドひび割れ自己治癒コンクリ-トシステムの確立に向けて｣ 

岸利治(東京大学) 

｢海洋環境に暴露されたコンクリ-トの自然治癒現象｣  

川端雄一郎(港湾空港技術研究所) 

｢合成繊維による繊維補強セメント材料の自己治癒現象の解明｣  

西脇智哉 (東北大学) 

(8)第 409 回： 

シンポジウム「構造物表層のコンクリート品質とその評価技術の動向」 

日時：平成 24 年 9 月 26 日(水)，出席者：５４名 

｢土木学会コンクリ-ト委員会 335 小委員会の活動について｣  

半井健一郎 (広島大学) 

｢表面吸水試験装置の開発とコンクリ-ト表層品質の評価｣  

細田暁 (横浜国立大学) 

｢RIREM TC230-PSC の活動について｣ 今本啓一 (東京理科大学) 

｢表層品質評価における透気試験の活用法｣ 蔵重勲 (電力中央研究所) 

(9)第 410 回： 

パネルディスカッション「東日本大震災にともなう原発事故による放射性

物質汚染物の処分とコンクリート材料の適用～主に土壌と接するコンクリ

ートの耐久性について～」 

日時：平成 24 年 11 月 21 日(水)，出席者：８１名 

｢震災復旧・復興に期待されるコンクリ-ト技術｣  

久田真 (東北大学)特別講演 

｢放射性物質の除染に向けた取り組み｣ 山田裕久 (物質・材料研究機構) 

パネルディスカッション 

｢セシウムの形態｣大貫敏彦 (日本原子力研究開発機構) 

｢放射性廃棄物埋設施設のコンクリ-トに求められる性能｣  

庭瀬一仁 (日本原燃) 

｢コンクリート中の物質移動とコンクリートの耐久性設計｣  

閑田氏 (鹿島建設) 

｢硫酸塩土壌におけるコンクリートの劣化現象｣  

吉田夏樹 (日本建築総合試験所) 

(5)第 411 回： 

シンポジウム「超高強度コンクリート研究の最前線」 

日時：平成 25 年 1 月 23 日(水)，出席者：７８名 

｢超高強度を実現する高性能結合材の最新研究成果｣  



坂井悦郎 (東京工業大学) 

｢超高強度コンクリート用化学混和剤研究の進歩｣  

木之下光男 (竹本油脂) 

｢Fc300N/mm2 の超高強度コンクリートの開発｣三井健郎 (竹中工務店) 

｢高粘度の高強度コンクリートのポンプ圧送性評価技術と適用例｣ 

依田和久(鹿島建設) 

(6)第 412 回： 

シンポジウム「コンクリート用混和剤の現状と将来」 

日時：平成 25 年 3 月 5 日(火)，出席者：７０名 

｢収縮低減に向けた混和剤の最新開発動向｣ 名和豊春 (北海道大学)                  

｢高分子系分散剤の分散機構に関する最新研究｣ 新大軌(東京工業大学) 

｢増粘効果を付与した高性能 AE 減水剤｣ 馬場勇介 (BASF ジャパン) 

｢シールドを用いた場所打ち支保システム(SENS)における一覆工コンクリ 

ートの特徴｣ 小川淳 (鉄道建設) 

 

平成 25 年度 

(1)第 413 回： 

調査見学会「姫路城大天守保存工事・兵庫耐震工学研究センターほか」 

日時：平成 25 年 5 月 9～10 日(木～金)，出席者：３９名 

(2)第 414 回： 

シンポジウム「軍艦島建造物の材料学的位置づけと保存・活用のための調

査について」 

日時：平成 25 年 7 月 17 日(水)，出席者：６４名 

｢日本建築学会としての調査の総括と軍艦島調査の今後の展開｣ 

野口貴文(東京大学)                   

｢世界遺産登録に向けて軍艦島の取りきみ｣ 岡田保良 (国士舘大学) 

｢軍艦島構造物の材料的特徴｣ 山本一雄 (太平洋コンサルタント) 

｢軍艦島の構造物における環境劣化外力と構造物の劣化｣  

山田義智 (琉球大学) 

(3)第 415 回： 

パネルディスカッション「20 年後の構造物の維持管理を考える－維持管理

の過去、現在、未来－」 

日時：平成 25 年 10 月 1 日(火)，出席者：７０名 

基調講演 

｢土木構造物の維持管理の重要性｣ 魚本健人 (土木研究所) 

｢建築物の補修，改修｣ 桝田佳寛 (宇都宮大学) 

話題提供 

｢高速道路の老朽化と長期保全対策について｣ 松坂敏博(NEXCO) 

｢RC 造集合住宅(UR 賃貸住宅)の維持管理の現状と今後の課題｣  



田沼毅彦 (都市再生機構) 

｢改修工事後のタイル張り仕上げ外壁の維持管理｣  

本橋健司 (芝浦工業大学) 

｢構造物の部材の分析や観察による診断 その現状と課題今後望まれる検 

査技術｣ 沢木大介 (太平洋コンサルタント) 

(4)第 416 回： 

シンポジウム「高じん性繊維補強セメント複合材料の現状と将来」 

日時：平成 25 年 11 月 27 日(水)，出席者：５５名 

｢繊維補強コンクリートの最近の動向と将来展望 数値解析による FRC の 

性能評価を目指して｣ 国枝稔 (岐阜大学) 

｢高じん性補強セメント複合材料の材料開発について｣  

田中敏嗣(太平洋セメント) 

｢超高強度繊維補強コンクリート実用化における光と影 日本および世界 

の動向｣ 武者浩透 (大成建設) 

｢複数微細ひび割れ型繊維補強セメント複合材料の実用化における課題へ 

取り組みと今後の展開｣ 閑田徹志 (鹿島建設) 

(5)第 417 回： 

シンポジウム「コンクリート関連の国際規格（ISO）化の我が国の現状と課

題」 

日時：平成 26 年 1 月 17 日(水)，出席者：５２名 

｢国際標準化に向けた我が国の対応と今後の期待｣ 辻幸和 (前橋工科大) 

｢コンクリートに関連する国際規格(ISO)の最新動向｣  

野口貴文(東京大学) 

｢国際規格(ISO)化に向けたコンクリート用化学混和剤の取組み｣ 

緑川雅之(コンクリート用化学混和剤協会) 

｢セメント関連の標準化に関する活動｣ 田中久順 (セメント協会) 

(6)第 418 回： 

シンポジウム「環境配慮としての低炭素型コンクリート技術の最新動向と

展望」 

日時：平成 26 年 2 月 24 日(月)，出席者：６０名 

｢産業廃棄物・副産物のセメントへの有効利用に関する研究の系譜と今後 

の展望｣坂井悦郎 (東京工業大学) 

｢低 CO2セメントの開発経緯と海外の事情｣ 米澤敏男 (竹中工務店) 

｢セメントを使用しないスラグ系混和材を用いたコンクリート｣ 

大脇英司 (大成建設) 

｢北陸地方におけるフライアッシュコンクリートの有効利用の経緯と実 

績｣ 鳥居和之 (金沢大学) 

｢CO2排出量ゼロ以下の環境配慮型コンクリートの適用事例と展望｣  



横関康祐 (鹿島建設) 

｢混和材を大量使用した低炭素型のコンクリートの適用事例｣  

小林利充(大林組) 

  

平成 26 年度 

(1)第 419 回： 

パネルディスカッション「コンクリート構造物の品質を確保・向上できる

施工技術 －いま、施工に求められるもの－」 

日時：平成 26 年 5 月 9 日(金)，出席者：６５名 

基調講演 

｢コンクリート施工～そのあるべき姿～｣ 十河茂幸 (広島工業大学) 

話題提供 

｢コンクリートの品質確保の施工性評価技術｣ 浦野真次 (清水建設) 

｢型枠面からのフレッシュコンクリートの充填性評価技術｣ 

瀬古繁喜 (愛知工業大学) 

｢コンクリートの品質確保に向けた養生の理解と新規技術紹介｣  

伊与田岳史 (芝浦工業大学) 

｢建築生産・維持管理における IC タグの活用技術の開発事例の紹介｣  

大久保孝昭 (広島大学) 

｢東北復興コンクリート構造物の長寿命化を目指して｣  

岩城一郎 (日本大学) 

(2)第 420 回： 

調査見学会「道頓堀川の名橋等の見学（船上、約９０分）」 

橋梁：昭和橋、玉江橋、大江橋、水晶橋、難波橋、天神橋、高麗橋、 
本町橋、日本橋、相合橋、戎橋等 

  他の構造物：道頓堀川水門、京セラドーム大阪、中央卸売市場、大阪国際 

会議場、大阪市中央公会堂、八軒家船着場跡、東横堀川水門、 

道頓堀沿岸等 

日時：平成 26 年 6 月 12～13 日(木、金)，出席者：延べ７６名 

(3)第 421 回： 

シンポジウム「C-S-H の性質に基づくコンクリートの性能評価の現状と展望」 

日時：平成 26 年 9 月 3 日(水)，出席者：６８名 

｢コンクリートの性能評価における C-S-H 研究の重要性｣ 

名和豊春 (北海道大学) 

｢C-S-H 研究および分析方法に関する海外の動向｣  

松井久仁雄 (旭化成建材) 

｢C-S-H の性質と化学的コンクリートの耐久性｣ 

山田一夫 (国立環境研究所環境研) 



｢C-S-H の性質とコンクリート中の物質移動性状｣ 佐伯竜彦(新潟大学) 

｢C-S-H の性質とコンクリートの収縮特性｣ 丸山一平 (名古屋大学) 

(4)第 422 回： 

７０周年記念講演会 

７０周年記念講演:「建築におけるコンクリートの強度規定と構造体コン 

クリート強度に関する研究」 

桝田佳寛（日本大学） 

「コンクリート構造物の維持・管理」 

魚本健人（土木研究所） 

「低炭素化社会資本整備におけるセメント系材料」 

坂井悦郎（東京工業大学） 

    ７０周年記念功労者表彰 

７０周年記念祝賀会 

日時：平成 26 年 11 月 7 日(金)，出席者：７０名 

(5)第 423 回： 

シンポジウム「外装材・付帯設備の落下防止再考－外壁タイル張りとあと

施工アンカー－」 

日時：平成 27 年 1 月 29 日(木)，出席者：６４名 

｢外壁タイル張りのはく落安全性の向上を目指して｣  

名知博司 (清水建設) 

｢市民権を得た外壁タイル接着張りシステム｣ 本橋健司 (芝浦工大学) 

｢笹子トンネル事故の教訓と土木学会｢あと施工アンカー工法指針(案)｣ 

中村光 (名古屋大学) 

｢あと施工アンカーの耐久性に対する協会の取組み｣  

大垣正之 (日本建築あと施工ｱﾝｶｰ協会) 

(6)第 424 回： 

シンポジウム「土木・建築用コンクリート構造物における耐火技術の現状

と将来」 

日時：平成 27 年 3 月 10 日(火)，出席者：６０名 

｢建築物の耐火構造・耐火設計・火害診断｣ 池田憲一 (東京理科大学) 

｢土木構造物の耐火技術（耐火設計・施工事例）｣ 土橋浩 (首都高技術) 

｢土木学会トンネル構造物のコンクリートに対する耐火工設計施工指 

(案)の概要｣岩波光保 (東京工業大学) 

｢火災時におけるコンクリートの爆裂メカニズムに関する研究｣  

小澤満津雄 (群馬大学) 

 

平成 27 年度 

(1)第 425 回： 



パネル討論会「高性能 AE 減水剤（増粘剤一液タイプ）を使用したコンクリ

ートの技術開発の現状と展望」 

日時：平成 27 年 5 月 29 日(金)  

基調講演 

｢高性能 AE 減水剤（増粘剤一液タイプ）について｣ 菅俣匠 (BAS ジャパ

ン) 

｢気泡潤滑型自己充填コンクリートにおける増粘剤の役割｣ 

大内雅博 (高知工科大) 

(2)第 426 回： 

シンポジウム「各地のコンクリートの事情～北から南まで～」 

日時：平成 27 年 8 月 5 日(水)   

「寒冷地のコンクリート～寒中施工と凍害劣化予測～」 

濱幸雄（室蘭工業大学） 

「暑中コンクリートに関する近年の話題と動向」 

小山智幸（九州大学） 

「北陸地方におけるASR 劣化橋梁の現状と維持管理の課題」 

鳥居和之（金沢大学） 

「東日本大震災で発生した震災廃棄物の処理と利活用～コンクリートにで 

きること～」久田真（東北大学） 

 


