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機械工学科

小田 美紀男, 有冨 正男, 戸谷 眞之 初期界面き裂を有する接合板の動的界面破壊（ミックス
モード破壊）

日本機械学会M&M2006
材料力学カンファレンス講演論文集,
No.06-4, pp.439-440

2006年8月

西田 智幸，下窪 淳 黒鉛/ニッケルの界面強度の設計 2006年秋期（第139回）大会日本金属学会
講演概要，p.275

2006年9月

皮籠石 紀雄, 興 雅博*,
大園 義久*, 後藤 真宏*,
近藤 英二

異方性を有する時効硬化Al合金の超音波疲労 日本材料学会第55期学術講演会論文集,
pp.61-62

2006年5月

後藤 真宏*，韓 承傳*，
皮籠石 紀雄，金 昌周*

Cu-6Ni-2Mn-2Sn-2Al合金の疲労強度に及ぼす微量の
Zr添加の影響

日本機械学会M&M2006
材料力学カンファレンス講演論文集，
No.06-4, pp.129-130

2006年8月

皮籠石 紀雄, 興 雅博*,
大園 義久*, 後藤 真宏*,
近藤 英二

時効硬化Al合金の超音波疲労における破壊機構 日本機械学会M&M2006
材料力学カンファレンス講演論文集，
No.06-4, pp.219-220

2006年8月

松山 芳弘*, 皮籠石 紀雄，
中村 祐三, 近藤 英二,
森野 数博*

インコネル７１８の中高温下におけるき裂伝ぱに及ぼす
結晶粒径の影響

日本機械学会2006年度年次大会
講演論文集, Vol.1, pp.699-670

2006年9月

安達 充*，奥谷 公志*，
皮籠石 紀雄，前田 義和，
近藤 英二

Al合金溶湯鍛造材の疲労特性に及ぼす溶存水素の影
響

日本機械学会2006年度年次大会
講演論文集，Vol.1, pp.763-764

2006年9月

M. Goto*, S.Z. Han*, C.Y. Lim*,
H. Nisitani*, N. Kawagoishi

Fatigue damage of UFG copper processed by ECAP Abstracts of UFG-2006,  pp.3-1-3-3 2006年9月

N.Kawagoishi,　H.Nisitani*,
M.Goto*, Y.Nakamura,
Y.Kusumoto*

Propagation behavior of fatigue crack in fine-grained steel Abstracts of UFG-2006,  pp.3-22-3-24 2006年9月

森野 数博*, 松山 芳弘*，
皮籠石 紀雄, 大園 義久*，
山根 健作*，深田 一德*

DLCコーティング処理した軸受鋼の疲労強度 疲労シンポジウム講演論文集, pp.129-132 2006年10月

皮籠石 紀雄，中村 祐三 インコネル７１８の中高温疲労特性 日本材料学会中国・四国・九州支部
合同講演会, pp.1-3

2006年11月

Y. Matsuyama*, N. Kawagoishi,
Q. Y.Wang*, K. Morino*,
E. Kondo, Y. Nu*

Fatigue properties of Ni-basse superalloy in long life
region

Abstracts of APCFS'06 2006年11月

皮籠石 紀雄，永野 茂憲*，
森山 三千彦*

マルエージング鋼の疲労強度に及ぼすショットピーニング第283回疲労部門委員会,
第72回組織構造分科会研究討論会資料,
pp.44-54

2007年3月

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

Effects of Wear of Single Crystal Diamond Tool with
Large Nose Radius on Work Harding and Residual Stress

Proc. the 11th International Conference on
Precision Engineering, JSPE Publication Series
No. 5,  pp. 345-346

2006年8月

近藤英二，中野 寛，島名 賢児*，
皮籠石紀雄

主軸頭の振動測定によるエンドミル切削過程の動的安
定性の監視―主軸頭の振動による切削点でのエンドミル
の振動の推定―

2006年度精密工学会秋季大会講演論文集,
pp.295-296

2006年9月

山崎 将矢，近藤 英二，吉永 謙二 チタン合金のエンドミル加工における切削加工プロセス
の状態監視

2006年度精密工学会九州支部
福岡地方講演会講演論文集, pp.13-14

2006年12月

永山 聡女，近藤 英二，岩本 竜一* 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
工の状態監視―微小チャンファ付R刃バイトの場合―

2006年度精密工学会九州支部
福岡地方講演会講演論文集 , pp.15-16

2006年12月

岩本 竜一*，永山 聡女，近藤 英二 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
工の状態監視―微小チャンファ付R刃バイトによる延性
モードと脆性モード切削―

2007年度精密工学会春季大会
講演論文集 , pp.623-624

2007年3月



口頭発表 （*印は学外者）

　　　発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

島名 賢児*，近藤 英二，河野 良弘* エンドミルのたわみに起因する加工誤差の間接的方法
による監視―直刃エンドミルを用いた加工誤差に関する
基礎的検討―

2007年度精密工学会春季大会
講演論文集 , pp. 627-628

2007年3月

中野 寛, 末岡 淳男, 劉 孝宏,
川原 大輔

自動車用ディスクブレーキの動吸振器による鳴き抑制 日本機械学会, Dynamics and Design
Conference 2006，No.131

2006年8月

中江 貴志, 中野 寛, 末岡 淳男,
劉 孝宏, 折居 利昭

自転車用ディスクブレーキの鳴き現象の解明と解析 日本機械学会, Dynamics and Design
Conference 2006，No.131

2006年8月

上谷 俊平, 中西 賢二,
シャルライル サミオン, 関 勇一

微細ピット平面工具を用いた平面ひずみ押出し加工実
験によるパーム油の潤滑評価

平成18年度塑性加工春季講演会
講演論文集, pp.325-326

2006年5月

松田 豪彦, 中西 賢二, 上谷 俊平,
亀村 佑輔

側方押出し鍛造による軸付円盤形状品の成形加工
- 型鍛造の形状転写能向上をはかる成形品と型の
連携設計 -

平成18年度塑性加工春季講演会
講演論文集, pp.327-328

2006年5月

Y.-M. Guo A Metal Forming Analysis Using the Point Collocation
Method with a Boundary Layer of Finite Elements

Proceedings of the Fifth International
Conference on Engineering Computational
Technology, Edited by B. H. V. Topping, G.
Montero and   R. Montenegro, 13 Pages

2006年9月

上谷 俊平, 中西 賢二, 福本 弥生,
シャルライル サミオン, 大迫 良人

平面ひずみ押出し加工実験による微細溝列を設けた工
具が製品表面平滑化に及ぼす影響

日本機械学会2006年度年次大会
講演論文集, Vol. 1, pp.337-338

2006年9月

牟禮 雄二*, 中西 賢二 成形加工物理シミュレーションによる３次元非定常塑性
流動の実時間測定と可視化

日本機械学会2006年度年次大会
講演論文集, Vol. 1, pp.345-346

2006年9月

植村 眞一郎*, 寺田 翼*, 中西 賢二 スリーブかしめ締結におけるパンチ形状とスリープのねじ
溝への塑性流れに関する研究

日本機械学会2006年度年次大会
講演論文集, Vol. 1, pp.347-348

2006年9月

S. Kamitani, K. Nakanishi,
S. Syahrullail

The Effect of Micro-Grooves Formed on Tool Surface on
Friction Behavior under Bulk Plastic Deformation

Proceedings of The Third Asia International
Conference on Tribology , Kanazawa, Japan,
Vol. 2,  pp.693-694

2006年10月

上谷 俊平, 中西 賢二, 福本 弥生,

シャルライル サミオン, 鸙野 大樹

押出し製品表面性状に及ぼす工具面溝列の影響 日本機械学会九州支部第60期総会講演会
講演論文集, No. 078-1, pp.313-314

2007年3月

中西 賢二 塑性加工技術の活用法－目標は高品位・低コスト成形
加工－

鹿児島県工業技術センタ－
講習会資料，pp.1-9

2007年3月

余 永, 裴 占武*, 窪園 拓真,
辻尾 昇三

パラレルリンク機構の順ヤコビアンに基づく力学特性解
析

日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス
講演会２００６　講演予稿集，1A1-B03

2006年5月

余 永 高剛性・高感度３軸力覚センサ 第5回全国産学官連携推進会議,
国立京都国際会館

2006年6月

余 永 ３自由度能動回転関節 第5回全国産学官連携推進会議,
国立京都国際会館

2006年6月

余 永, 成田 佳貴, 小久保 省志*,
辻尾 昇三

３自由度能動回転関節の研究 第24回日本ロボット学会学術講演会
予稿集 3B11

2006年9月

余 永 ロボット３自由度能動回転球関節の開発 南九州発 新技術説明会,
科学技術振興機構 JSTホール

2006年11月

林 良太, 辻尾 昇三, 余 永 可撓性シャフトを用いた瓦礫内探査用クローラロボット
―移動機構に用いる可撓性シャフトの特性―

日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス
講演会‘０６ 講演論文集, 2P2-D26

2006年5月

林 良太, 辻尾 昇三, 余 永,
堀ノ内 啓介, 川平 和美

誤差低減表示法を用いた上肢運動療法システムの
臨床応用

第７回計測自動制御学会
システムインテグレーション部門講演会
講演論文集, pp. 690-691

2006年12月

井手 英夫, 木村 龍二, 川路 正裕* マイクロチャンネル内気液二相流の研究（光ファイバプ
ローブを用いたボイド率と気泡寸法分布計測）

日本混相流学会年会講演会2006（金沢）,
E-141, pp.194-195

2006年8月

井手 英夫, 木村 龍二, 川路 正裕* マイクロチャンネル内気液二相流のボイド率と気泡寸法
分布の光学的計測

日本機械学会全国大会2006（熊本）年次大会
講演論文集(2),  No.06-1, pp.443-444

2006年8月

宮崎 靖大，大高 武士，門 久義 矩形穴多孔板下流の乱れ減衰特性 日本機械学会九州支部講演論文集,
No.078-1, pp.91-92

2007年3月
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笹本 光久，大高 武士，門 久義 管内圧力波動を用いたカプセル輸送の基礎研究 日本機械学会九州支部講演論文集,
No.078-1, pp.183-184

2007年3月

青木 繁*，大高 武士，
中西 佑二*，西村 惟之*，
稲垣 光義*，金澤 光雄*

摩擦軸受を用いた地震応答低減法（第１報、基礎実験） 日本機械学会関東支部第12期総会講演会,
pp.485-486

2006年3月

青木 繁*，大高 武士，
中西 佑二*，西村 惟之*，
稲垣 光義*，金澤 光雄*，
川口 澄夫*，古田 智基*

摩擦軸受を用いた地震応答低減法（第２報，球形の軸受
を用いた場合）

日本機械学会Dynamics and Design
Conference 2006, (CD-ROM)

2006年8月

青木　繁*，大高 武士*，
中西 佑二*，西村 惟之*，
稲垣 光義*，金澤 光雄*，
川口 澄夫*，古田 智基*

摩擦軸受を用いた地震応答低減法（第３報，ラックの防
振効果）

日本機械学会2006年度年次大会,
pp.531-532

2006年9月

T. Wu*, S. Kuroda*, J. Kawakita*,
H. Katanoda, R. Reed*

Processing and Properties of Titanium Coating Produced
by Warm Spraying

Proc. International Thermal Spray Conference
2006

2006年5月

飯野 直子, 八田 明夫 自然災害学習・環境教育に果たす理科教育の役割 日本理科教育学会九州支部大会
発表論文集, 34巻, pp.13-16

2006年5月

片野田 洋, 福原 稔, 飯野 直子,
松尾 一泰*

超音速自由噴流の半実験式を用いた高速フレーム溶射
の粒子挙動の理論解析

日本溶射協会2006年度春季全国講演大会
講演論文集

2006年6月

山内 孝太, 福原 稔, 片野田 洋,
飯野 直子, 亀田 昭雄

排砂促進板を用いた水力輸送特性に関する研究－促進
板設置間隔の影響－

第34回可視化情報シンポジウム講演論文集
Vol.26, Suppl. No.1, pp.81-82

2006年7月

大牟礼 智弘, 福原 稔, 加藤 隆樹*,
片野田 洋, 飯野 直子, 亀田 昭雄

ダブレット型吸込みノズルの粒子輸送特性に関する研究
－管径比の影響－

第34回可視化情報シンポジウム講演論文集
Vol.26, Suppl. No.1, pp.83-84

2006年7月

片野田 洋, 福原 稔,
飯野 直子, 黒田 聖治*,
川喜多 仁*, 松尾 一泰*

2段高速フレーム溶射ガンにおける燃焼ガスと窒素ガス
の混合状態の理論解析

日本機械学会2006年度年次大会講演論文集 2006年9月

山尾 壮一, 片野田 洋, 福原 稔,
飯野 直子, 松尾 一泰*

高速フレーム（HVOF）溶射ガン内の準一次元流動解析
（ノズル形状が粒子挙動に与える影響）

日本機械学会2006年度年次大会講演論文集 2006年9月

佐貫 祥吾, 福原 稔, 片野田 洋,
飯野 直子, 甲斐 淳一郎

環状衝突噴流の伝熱および流動特性－流速比の影響
－

可視化情報全国講演会(神戸2006)
講演論文集 Vol.26, Suppl. No.2,
pp.327-328

2006年9月

金柿 主税*, 木下 紀正, 土田 理,
飯野 直子, 福澄 孝博*

西南日本とマヨン火山における噴煙自動観測 日本火山学会2006年度秋季大会
講演予稿集, pp.161

2006年10月

H. Katanoda, M. Fukuhara, N. Iino Numerical Simulation on Impact Velocity of Ceramic
Particles Propelled by Supersonic Nitrogen Gas Flow in
Vacuum Chamber

Proc. 2nd Asian Thermal Spray Conference 2006年11月

片野田 洋, 川喜多 仁*, 黒田 聖治*,
福原 稔, 飯野 直子

2段高速フレーム溶射ガンにおける粒子挙動の数値解析日本溶射協会2006年度秋季全国講演大会 2006年11月

川喜多 仁*, 黒田 聖治*, 片野田 洋 バイモーダルな粒子径を有する固体金属粒子の衝突に
よる堆積層の緻密化

日本溶射協会2006年度秋季全国講演大会 2006年11月

西町 明仁, 飯野 直子,
福原 稔, 片野田 洋,
木下 紀正, 後藤 あずみ*

2006年春の黄砂輸送の静止気象衛星による解析 第41回日本リモートセンシング学会
学術講演会論文集, pp.103-104

2006年11月

飯野 直子, 金柿 主税*, 木下 紀正,
土田 理, 福原 稔, 片野田 洋

桜島とマヨン火山の2006年夏季火山活動のリモートセン
シング

第41回日本リモートセンシング学会
学術講演会論文集, pp.189-192

2006年11月

飯野 直子, 木下 紀正, 福原 稔,
片野田 洋, 金柿 主税*

三宅島島内火山ガス濃度の経年変化―2001年1月～
2006年10月―

第7回大気環境学会九州支部研究発表会
講演要旨集, pp.17-18

2007年1月

片野田 洋, 木下 英二, 窪田 廣吉*,
松尾 一泰*

超音速噴流を用いるジェットバーナーの気体力学的特
性に関する数値シミュレーション

平成18年度衝撃波シンポジウム講演論文集 2007年3月

川越 知明, 飯野 直子, 福原 稔,
片野田 洋, 木下 紀正, 金柿 主税*

桜島噴煙映像を用いた風向・風速算出の試み 2006年度日本気象学会九州支部発表会
要旨集, pp.17-18

2007年3月
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浜崎 和則, 下之門 智史, 木下 英二,
鹿倉 秀文*

農業用温風暖房機燃料としてのバイオディーゼルの燃
焼特性

日本機械学会2006年度年次大会
講演論文集,
No. 06-1, Vol. 3, pp.363-364

2006年9月

木下 英二, 西 章吾, 浜崎 和則,
Thet Myo

ココナッツ油エチルエステルのディーゼル燃焼特性 日本機械学会2006年度年次大会
講演論文集,
No. 06-1, Vol. 7, pp.207-208

2006年9月

木下 英二, 靏 英憲, 浜崎 和則,
Thet Myo

パーム核油メチルエステルのディーゼル燃焼特性 日本機械学会北陸信越支部講演論文集,
No. 077-1, pp.269-270

2007年3月

木下 英二, 植田 裕, 浜崎 和則,
Zhang Ru Kun*

パーム油プロピルエステルのディーゼル燃焼特性 日本機械学会北陸信越支部講演論文集,
No. 077-1, pp.271-272

2007年3月

浜崎 和則, 切手 政貴, 木下 英二,
亀田 昭雄

バイオディーゼル混合軽油の乳化燃料によるディーゼル
燃焼

日本機械学会九州支部講演論文集,
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