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機械系

小田 美紀男, 戸谷 眞之, 有冨 正男 衝撃荷重を受ける積層材料棒の動的挙動 日本機械学会2004年度年次大会講演論文

集, Vol.1，pp.213-214
2004年9月

中川 和久, 小田 美紀男,
有冨 正男, 戸谷 眞之

異種材ENF試験片の低速度衝撃応答 日本機械学会中国・四国支部（九州支部・中
国四国支部合同企画）山口地方講演会講演
論文集, No.045-2(I), pp.7-8

2004年11月

西田 智幸, 末吉 秀一,
中村 祐三

炭素とニッケルの固相接合体の分離現象 日本金属学会春期講演大会（2005）, (532),
pp.308

2005年3月

森野 数博*, 興 雅博, 西村 太志*,
皮籠石 紀雄, 深田 一徳*

マルテンサイト系ステンレス鋼SUS420J2の疲労強度に

及ぼす表面処理の影響

日本材料学会第53期学術講演会, pp.262-263 2004年5月

西村 太志*, 森野 数博*,
皮籠石 紀雄, 深田 一徳*

ラジカル窒化を施した高強度鋼の疲労特性と延性の関
係

日本材料学会第53期学術講演会, pp.264-265 2004年5月

近藤 英二，大久保 徳之，

岩本 竜一*，市来 浩一*
超精密切削加工面性状の間接的方法による監視 生産システム部門講演会2004講演論文集，

No. 04-22, pp. 37-38
2004年6月

森野 数博*, 山北 剛士,
皮籠石 紀雄, 田尻 康之,
深田 一徳*

マルエージング鋼の疲労強度に及ぼす窒化の影響 日本機械学会M&M2004材料力学カンファレ

ンス, pp.11-12
2004年7月

皮籠石 紀雄, 燕 怒*, 陳 強*,
西谷 弘信*, 大園 義久*

超長寿命域におけるNi基超合金の中高温疲労 日本機械学会M&M2004材料力学カンファレ

ンス, pp.1３５－１３６

2004年7月

皮籠石 紀雄, 山北 剛士,
森野 数博*, 深田 一徳*, 近藤 英二

ラジカル窒化したSNCM439鋼の疲労特性 日本機械学会2004年度年次大会, pp.171-172 2004年9月

島名 賢児*，近藤 英二，

松尾 章弘，萩原 孝一

切削抵抗による小径エンドミル加工での加工誤差の推
定

2004年度精密工学会秋季大会講演論文集,
pp. 279-280

2004年9月

近藤 英二, 春口 良行, 吉永 謙二,
出石 隆行

チタン合金の断続切削加工プロセスの状態監視 2004年度精密工学会秋季大会講演論文集,
pp. 285-286

2004年9月

岩本 竜一*, 近藤 英二,
市来 浩一*, 皮籠石 紀雄,
大久保 徳之

ダイヤモンド工具による単結晶シリコンの超精密切削加
工状態監視―工具すくい角の影響―

2004年度精密工学会秋季大会講演論文集 ,
pp. 289-290

2004年9月

松尾 章弘，近藤 英二，萩原 孝一，

島名 賢児*
小径エンドミルのたわみに起因する加工誤差の切削抵
抗による監視

2004年度精密工学会九州支部宮崎地方講演

会講演論文集 , pp. 5-6
2004年12月

枇杷　聡，近藤 英二，李　臣強，

岩本 竜一*，市来 浩一*
真空チャックを用いた薄板の超精密切削加工の高精度
化

2004年度精密工学会九州支部宮崎地方講演

会講演論文集, pp. 41-42
2004年12月

E. Kondo, R. Iwamoto*, I. Tanaka*,
N. Kawagoishi

Monitoring of Wear of Single Crystal Diamond Tools
using Static Cutting Forces

Proc. 7th International Conference on Progress
of Machining Technology, pp. 576-581

2004年12月

K. Shimana*, E. Kondo, K. Hagihara,
N. Kawagoishi

Monitoring of Stability of Dynamic Cutting Process in
End-Milling by Measurement of Spindle Head Vibrations

Proc. 7th International Conference on Progress
of Machining Technology, pp. 622-627

2004年12月

森野 数博*, 深地 誠吾*,
皮籠石  紀雄, 山根 健作*,
深田 一徳*

ラジカル窒化した高強度鋼SNCM439の疲労特性の検

討

日本熱処理技術協会第59回講演大会, pp.53-
54

2004年12月

森野 数博*, 皮籠石 紀雄 高強度鋼の疲労特性に及ぼすラジカル窒化の影響 日本材料学会疲労部門委員会分科会第19回
表面改質材料強度研究分科会,pp.1-11

2005年1月

Y.-M. Guo, Y. Yokouchi* and
K. Nakanishi

A Solution to Rigid-Plastic Deformation Problems Using
the Hybrid Element Method

Proceedings of the Fourth International
Conference on Engineering Computational
Technology, CD-ROM(ISBN 0-948749-97-0),
pp.1-13

2004年9月

郭 永明, 横内 康人*, 中西 賢二 境界層有限要素を有する選点法による据込みの解析 第５５回塑性加工連合講演会講演論文集,
pp.47-48

2004年11月

大坪 秀正, 中西 賢二, 上谷 俊平 ダイスに設けるダイベアリングおよびフロ－ガイドによる
押出し加工の塑性流れ制御

日本塑性加工学会九州支部第75回技術懇談

会資料, pp.4-7
2004年11月

久木原 教嗣, 中西 賢二,
上谷 俊平

ボ－ルボンディングプロセスの解析とキャピラリツ－ルの
最適化設計

日本塑性加工学会九州支部第75回技術懇談

会資料, pp.8-11
2004年11月

山下 康平, 中西 賢二, 上谷 俊平 側方押出し型鍛造の形状転写能向上をはかる塑性流
れ制御法

日本塑性加工学会九州支部第75回技術懇談

会資料, pp.14-17
2004年11月

牟禮 雄二*, 中島 康雄*, 中西 賢二,
小川 益冶*, 松田 豪彦*

モデル法によるボルト鍛造の型と材料の弾性・塑性連成
解析技術

日本塑性加工学会九州支部第75回技術懇談

会資料, pp.18-21
2004年11月

上谷 俊平, A. カプール*,
D.I. フレッチャー*, F.J. フランクリン*

鉄道用レール表面損傷と硬さについて 第11回鉄道技術連合シンポジウム

（J-RAIL2004）講演論文集, pp.425-426
2004年12月
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林 良太, 辻尾 昇三 切換え制御による倒立振子を有する台車の移動制御 ロボティクス・メカトロニクス講演会’０４講演論

文集, CD-ROM (2P2-L1-74)
2004年6月

余 永，茶園 尚志，辻尾 昇三 歪拡大メカニズムを用いた高剛性・高感度指先型３軸力
覚センサ

計測自動制御学会システムインテグレーション
部門講演会論文集，CD-ROM (1G1-4)

2004年12月

井手 英夫, 藤原 敬正, 門 久義 長方形細管内気液二相流のホールドアップと摩擦圧力
損失（鉛直上昇流と水平流の差異およびアスペクト比の
影響について）

日本混相流学会年会講演会２００４講演論文
集

2004年8月

木村 龍二, 井手 英夫, 門 久義 鉛直長方形細管内気液二相流の流体塊速度とホール
ドアップ

日本機械学会九州支部九州学生会総会講演
会講演論文集

2005年3月

古里 拓也, 井手 英夫, 矢野 利明,
伊東 克郎

旋回燃料流による拡散火炎の燃焼特性 日本機械学会九州支部第58期総会講演会講

演論文集, No.058-1, pp.135-136
2005年3月

西原 義和, 門 久義, 矢野 利明,
中留 卓朗

燃料噴流による予混合機能をもつ同軸二重円管バーナ
の保炎性能

日本機械学会九州支部第58期総会講演会講

演論文集, No.058-1, pp.137-138
2005年3月

飯野 直子, 芝 貴章, 矢野 利明,
木下 紀正

植生指数画像による三宅島島内火山ガスハザードマッ
プの試作

日本リモートセンシング学会第36回学術講演

会論文集, pp.33-34
2004年5月

阿多 洋輔, 福原 稔, 加藤 隆樹,
濱之上 誠

ダブレット型吸込みノズルに関する研究（ノズル高さが粒
子輸送に及ぼす影響）

第32回可視化情報シンポジウム講演論文集,
Vol.24, Suppl. No.1, pp.321-322

2004年7月

坂本 昌弥, 金柿 主税*,
木下 紀正, 飯野 直子

噴煙・火山ガス情報のインターネット公開と防災教育 2004年度京都大学防災研究所共同研究研究

集会（一般）16K-01講演要旨・寄稿集, pp.45-
54

2004年8月

飯野 直子, 木下 紀正 三宅島高濃度火山ガスハザードマッピング ―衛星画像

による植生指数変化と八丈島高層風との関係―
第23回日本自然災害学会学会学術講演会講

演概要集, pp.111-112
2004年9月

宮内 章行, 飯野 直子, 福原 稔,
矢野 利明, 木下 紀正

PIV計測法による衛星画像を用いた黄砂移流解析の試

み

日本気象学会2004年度秋季大会講演予稿

集,p.183
2004年10月

N. Iino and K. Kinoshita Streakline analysis of the 18 August 2000 eruption cloud
of Miyakejima

日本気象学会2004年度秋季大会講演予稿

集, p.426
2004年10月

加藤 隆樹, 福原 稔, 阿多 洋輔,
野﨑 勉*

吹出し口を備えた粉粒体吸込みノズルの性能に関する
研究（ノズル深さの影響）

日本機械学会中国四国支部・九州支部合同
企画山口地方講演会講演論文集, No.045-
2(I), pp.79-80

2004年11月

N. Iino, K. Kinoshita, A. Tupper*
and T. Yano

Short-wave and mid-infrared imagery to distinguish
silicate dusts and volcanic aerosols from meteorological
clouds

SPIE 4th International Asia-Pacific
Environmental Remote Sensing Symposium,
Remote Sensing of the Atmosphere, Ocean,
Environment, and Space, Abstract book, p.33

2004年11月

K. Kinoshita, S. Hamada, N. Iino,
H. Kikukawa, J. Dulam*,
T. Batmunkh*, W. Ning*, Z. Gang*

Interval Camera Recordings of 2004 Asian Dusts in
Mongolia, Northeast China and Southwest Japan

Proc. 4th ADEC Workshop - Aeolian Dust
Experiment on Climate Impact-, pp.349-352

2005年1月

宮内 章行, 飯野 直子, 福原 稔,
矢野 利明, 木下 紀正

粒子画像流速計測法による黄砂の輸送解析 鹿児島リモートセンシング研究会講演論文集,
pp.9-12

2005年3月

木下 紀正, 飯野 直子, 坂本 昌弥 噴煙映像観測と火山ガス防災 科研費特定領域「火山爆発のダイナミックス」
2004年度報告書, pp.372-378

2005年3月

上坂元 亨, 福原 稔, 飯野 直子 円形吸込流を付加した環状噴流の流動特性 日本機械学会九州支部第58期総会講演会講

演論文集, No.058-1, pp.355-356
2005年3月

加藤 隆樹, 福原 稔, 阿多 洋輔,
椎 保幸*, 飯野 直子

吹出し口を備えた微粒体吸込みノズルの性能に関する
研究（管径比の影響）

日本機械学会九州支部第58期総会講演会講

演論文集, No.058-1, pp.363-364
2005年3月

徳満 智和*, 椎 保幸*, 福原 稔 円筒型サイクロン分離器内の流動特性（入口流速の影
響）

日本機械学会九州支部第58期総会講演会講

演論文集, No.058-1, pp.365-366
2005年3月

宮内 章行, 飯野 直子, 福原 稔,
矢野 利明, 木下 紀正

PIVによる衛星画像を用いた黄砂の移流解析 日本機械学会九州支部第58期総会講演会講

演論文集, No.058-1, pp.367-368
2005年3月

木下 英二，浜崎 和則，増永 大樹，

森永 聡，亀田 昭雄

バイオディーゼル燃焼に及ぼすメタノール濃度の影響 日本機械学会九州支部講演論文集, No.058-
1, pp.161-162

2005年3月

浜崎 和則，石川 卓志，木下 英二，

Thet MYO
乳化バイオディーゼルのディーゼル燃焼特性 日本機械学会九州支部講演論文集, No.058-

1, pp.163-164
2005年3月

木下 英二，浜崎 和則，孟 志国，

Thet MYO
植物油エチルエステルのディーゼル燃焼特性 日本機械学会関東支部講演論文集, No.050-

1, pp.39-40
2005年3月


