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　　　発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

機械工学科

白土 雄元, 大高 武士, 門 久義 水の蒸発潜熱を利用した加熱壁面の冷却に関する研
究

日本機械学会九州支部第61期総会・講演会, 
pp. 41-42

2008年3月

甲斐 智樹, 宮崎 靖大, 大高 武士, 
門 久義

矩形穴多孔板下流の流れ減衰特性　第2報 日本機械学会九州支部第61期総会・講演会, 
pp. 97-98

2008年3月

青木 繁*, 中西 佑二*, 富永 一利*, 
大高 武士, 西村 惟之*, 稲垣 光義, 
金澤 光雄*, 川口 澄夫*

摩擦軸受を用いた屋内設備の地震応答低減法 第6回構造物の安全性・信頼性に関する国内
シンポジウム, Vol. 6, pp. 539-544

2007年6月

福岡 和樹, 有冨 正男, 
小田 美紀男, 戸谷 眞之

大きさの等しい多重層間はく離を有する積層円板の軸
対称振動

日本機械学会沖縄講演会講演論文集, 
No. 078-2, pp. 59-60

2007年10月

小野 純平, 有冨 正男, 
小田 美紀男, 戸谷 眞之

異種材ＭＭＦ試験片の低速度衝撃応答 日本機械学会沖縄講演会講演論文集, 
No. 078-2, pp. 65-66

2007年10月

羽生 武晴, 戸谷 眞之, 有冨 正男, 
小田 美紀男

一様温度変化下における傾斜機能材料はりの端部き
裂のエネルギー解放率

日本機械学会沖縄講演会講演論文集, 
No. 078-2, pp. 67-68

2007年10月

福岡 和樹, 有冨 正男, 
小田 美紀男, 戸谷 眞之

大きさの等しい多重層間はく離を有する積層円板の自
由振動

日本航空宇宙学会西部支部講演会（2007）
講演集, pp. 185-188

2007年11月

近藤 英二, 山崎 将矢*, 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‐工具へ付着した切りくずの形態と動的切
削抵抗‐

2007年度精密工学会秋季大会講演論文集, 
pp. 565-566

2007年9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‐直刃エンドミル加工における加工誤差の
発生機構‐

2007年度精密工学会秋季大会講演論文集, 
pp. 573-574

2007年9月

近藤 英二, 岩本 竜一, 永山 聡女, 
皮籠石 紀雄

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―加工面粗さと切削過程のパラメータとの関係―

日本機械学会中国四国支部合同沖縄講演
会講演論文集, No. 078-2 , pp. 123-124

2007年10月

金田 英治, 中野 寛, 近藤 英二 エンドミリ加工におけるびびり振動の監視―振動解析
による動的安定性の評価―

計測自動制御学会第26回九州支部学術講
演会講演論文集, pp. 113-116

2007年12月

小原 裕也, 近藤 英二, 岩本 竜一* CBN工具による単結晶シリコンの超精密切削加工と状
態監視

計測自動制御学会第26回九州支部学術講
演会講演論文集, pp. 117-120

2007年12月

松元 健太*, 櫻庭 肇*, 中野 寛, 
近藤 英二

エンドミル加工の加工誤差に及ぼす工作機械系の振
動特性の影響

2007年度精密工学会九州支部長崎地方講
演会講演論文集, pp. 7-8

2007年12月

Y. Nakano, T. Nakae*,  T. Ryu*,
T. Yamasaki *, A. Sueoka*

Experimental investigation on countermeasure against 
squeal phenomena in a car disk brake by a dynamic 
absorber

Proceedings of the 12th Asia-Pacific Vibration 
Conference

2007年8月

T. Nakae*, Y. Nakano, T. Ryu*, 
A. Sueoka*

Experiment and Analysis of Squeal Phenomena 
Generated in Bicycle Disc Brakes

Proceedings of the 12th Asia-Pacific Vibration 
Conference

2007年8月

中野 寛, 近藤 英二, 島名 賢児* エンドミル加工におけるびびり振動発生限界の実験的
考察

Dynamics and Design Conference 2007 2007年9月

上谷 俊平, 中西 賢二, 
シャルライル サミオン

平面工具表面に設けた微細溝による製品表面粗さ
の改善

軽金属学会第112回春期大会講演概要, 
pp. 137-138

2007年5月

上谷 俊平, 中西 賢二, 
シャルライル サミオン

平面ひずみ押出し加工実験によるすべり摩擦力の測
定

日本機械学会2007年度年次大会　講演論文
集, Vol. 1, pp. 627-628

2007年9月

植村 眞一郎*, 濵田 祐樹*, 
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2007年度年次大会　講演論文
集, Vol. 1, pp. 631-632

2007年9月

上谷 俊平, 中西 賢二,
吉留 昭人, 都築 知寛

銅および銅合金のビレット表面性状と加工硬化層に及
ぼす工具面摩擦の影響

第58回塑性加工連合講演会　講演論文集, 
pp. 177-178

2007年10月

中西 賢二, 松田 豪彦, 上谷 俊平, 
牟禮 雄二

側方押出し鍛造による軸付きフライホイール成形加工　
- 製品設計と型設計の統合最適化による高品位加工の
実現 -

第58回塑性加工連合講演会　講演論文集, 
pp. 291-292

2007年10月
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S. Syahrullail, S. Kamitani, 
K. Nakanishi 

Experimental Evaluation of RBD Palm Olein as 
Lubricant in Cold Metal Forming by Plane Strain 
Extrusion

Proceedings of  Malaysia-Japan International 
Symposium on Advanced Technology 2007 
(MJISAT2007), Kuala Lumpur, Malaysia

2007年11月

Y.-M. Guo A Forging Simulation by Using the Point Collocation 
Method with a Boundary Layer of Finite Element

Proceedings of International Conference on 
Advanced Manufacturing Technology 2007, 6 
Pages

2007年11月

Y.-M. Guo A Study on the Point Collocation Method with a 
Boundary Layer of Finite Element

Proceedings of Third Asian-Pacific Congress 
on Computational Mechanics in conjunction 
with Eleventh International Conference on 
Enhancement and Promotion of 
Computational Methods in Engineering and 
Science, 9 Pages

2007年12月

S. Syahrullail, S. Kamitani, 
K. Nakanishi 

The Performances of RBD Palm Stearin as Cold Metal 
Working Lubricant by Plane Strain Extrusion Test

Proceedings of the 1st Engineering 
Conference on Energy & Environment 
(EnCon2007) , Malaysia, pp. 92-96

2007年12月

伊波 正弘, 辻尾 昇三, 川平 和美, 
林 良太, 余 永

リハビリテーションに用いる手指タッピング検査・訓練
装置の開発

計測自動制御学会第26回九州支部学術講
演会, 予稿集, pp.285-288

2007年12月

余 永 ロボット３自由度能動回転球関節の開発 科学技術振興機構イノベーションサテライト
宮崎FS/シーズ研究成果報告会

2007年4月

余 永 3自由度能動回転球関節の開発 第６回産学官連携推進会議, 国立京都国際
会館

2007年6月

余 永, 吉満 大輔, 辻尾 昇三, 
林 良太

操作情報帰還型パワーアシストシステム 第２５回日本ロボット学会学術講演会予稿集, 
1E23

2007年9月

余 永，成田 佳貴，原田 好則*，　　　　
辻尾 昇三

３自由度能動回転球関節の開発 第２５回日本ロボット学会学術講演会予稿
集，1M33

2007年9月

余 永 ロボット３自由度能動回転球関節の開発 科学技術振興機構シーズ発掘成果報告会　　　　　　 
ｉｎ かごしま

2007年11月

林 良太, 後迫 慎二, 辻尾 昇三, 
余 永

切換え制御系を用いた回転翼機の飛行制御 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス
講演会`07, 講演論文集, 2A2-B03

2007年5月

林 良太, 岡山 祐也, 辻尾 昇三, 
余 永

振子式跳躍機械による階段移動の実現 第25回日本ロボット学会学術講演会, 
予稿集, 3K15

2007年9月

林 良太, 内村 もも, 中村 一郎, 
辻尾 昇三, 余 永

可撓性シャフトを用いた管内探査用クローラロボットの
開発

計測自動制御学会第26回九州支部学術講
演会, 予稿集, pp.269-272

2007年12月

林 良太, 福留 俊哉, 余 永, 
辻尾 昇三

電磁石の位置制御による力覚提示方法の一考察 第8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, 1A1-2

2007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流動様式とボイド
率に関する研究

日本機械学会創立110周年記念2007度年次
大会講演論文集 No. 07-1, Vol. 2, pp. 
137-138

2007年9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液体塊速度と平均
ボイド率

日本混相流学会シンポジウム2007年会講演
会講演論文集, D313, pp.213-214

2007年6月

H. Katanoda, M. Fukuhara, N. Iino* Numerical Study of Combination Parameters for Particle 
Impact Velocity and Temperature in Cold Spray

Proc. International Thermal Spray Conference 
2007, May 14-16, Beijing, pp. 72-77

2007年5月

J. Katakita*, M. Watanabe*, 
S. Kuroda*, H. Katanoda

Densification of Ti Coatings by Bi-modal Size 
Distribution of Feedstock Powder during Warm 
Spraying

Proc. International Thermal Spray Conference 
2007, May 14-16, Beijing,  pp. 43-47

2007年5月

J. Kawakita*, H. Katanoda, 
M. Watanabe*, K. Yokoyama*, 
T. Wu*, S. Kuroda*

Fabrication of Ti Coatings by an Improved Atmospheric 
Spray Process

Proc. 11th World Conference on Titanium, 
June 3-7, Kyoto, 4pages

2007年5月

片野田 洋, 福原 稔, 飯野 直子* 減圧コールドスプレーにおける粒子の衝突速度に関す
る考察

日本溶射協会2007年度春季全国講演大会
講演論文集, pp. 20-21

2007年6月
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甲斐 淳一郎, 福原 稔, 片野田 洋, 
飯野 直子*, 亀田 昭雄

同軸二重円管を用いた衝突噴流の伝熱および流動特
性に及ぼす管径比の影響

第35回可視化情報シンポジウム講演論文集, 
Vol. 27, Suppl. No. 1, pp. 95-96

2007年7月

池口 昌宏, 福原 稔, 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空気輸送特性に及ぼす張
出し長さの影響

第35回可視化情報シンポジウム講演論文集, 
Vol. 27, Suppl. No. 1, pp. 97-98

2007年7月

久木野 政和, 福原 稔, 片野田 洋, 
飯野 直子*, 亀田 昭雄

複合旋回噴流の流動特性に及ぼすノズル深さの影響 第35回可視化情報シンポジウム講演論文
集，Vol. 27，Suppl. No.1，pp. 99-100

2007年7月

山本 秀樹*，片野田 洋，
松尾 一泰*

数値シミュレーションによる高速フレーム溶射ガンから
の超音速噴流の可視化

第35回可視化情報シンポジウム講演論文集, 
Vol. 27, Suppl. No. 2, 2007, pp. 191-194

2007年9月

片野田 洋 コールドスプレーにおける粒子温度の一様性に関する
数値シミュレーション

日本機械学会M&M材料力学カンファレンス
講演論文集，2 pages

2007年10月

榊 和彦*, 片野田 洋, 清水 保雄* コールドスプレーの皮膜特性に及ぼすノズル長さの影
響

日本機械学会M&M材料力学カンファレンス
講演論文集，2 pages

2007年10月

西町 明仁, 飯野 直子*, 福原 稔, 
片野田 洋

後退流跡線解析を用いた黄砂の鉛直方向情報の考
察-2006年4月の黄砂-

平成19年度リモートセンシングシンポジウム
講演要旨集, pp. 15-17

2007年10月

大田 慎介, 片野田 洋, 福原 稔, 
飯野 直子*

低密度音速噴流により加速される粒子速度のシミュ
レーション

日本機械学会第85期流体工学部門講演会
講演概要集，4 pages

2007年11月

新名 巧, 片野田 洋, 福原 稔, 
飯野 直子*, 桐明 拓郎

2段高速フレーム溶射ガン内の高速流の混合に関する
基礎研究

日本機械学会第85期流体工学部門講演会
講演概要集，4 pages

2007年11月

片野田 洋 コールドスプレー粒子の温度の非一様性に与える粒子
噴射位置の影響

2007年度溶射合同講演大会講演論文集, 
pp. 1-2

2007年11月

川喜多 仁*, 小松 誠幸*, 
片野田 洋, 黒田 聖治*

ウォームスプレーにより熱的劣化を抑制した不浸透性
ポリエチレンコーティングの作成

2007年度溶射合同講演大会講演論文集, 
pp. 55-56

2007年11月

新名 巧, 片野田 洋, 福原 稔, 
飯野 直子*, 桐明 拓郎

2段高速フレーム溶射ガン内の高速流の混合に関する
気体力学的研究

日本機械学会熱工学コンファレンス2007講演
論文集, pp. 289-290

2007年11月

羽田 遼二, 木下 英二, Thet MYO,
浜崎 和則

バイオディーゼル燃焼に及ぼす不飽和脂肪酸組成の
影響

日本機械学会第12回動力・エネルギー技術
シンポジウム講演論文集, No. 07-9, 
pp. 305-308 

2007年6月

植田 裕, 木下 英二, 浜崎 和則,
九万田 祐介

パーム油ブチルエステルのディーゼル燃焼特性 日本機械学会2007年度年次大会講演論文
集(3), No. 07-1, pp. 219-220

2007年9月

塚田 真琴, 木下 英二, 藤本 將仁,
亀田 昭雄

バイオディーゼルの燃料性状・燃焼特性に及ぼす酸化
劣化の影響

日本機械学会九州支部・中国四国支部合同
企画沖縄講演会講演論文集, No. 078-2, 
pp. 233-234

2007年10月

張 汝坤*, 牧内 大樹, 木下 英二,
塚田 真琴

桐油メチルエステルのディーゼル燃焼特性 日本機械学会九州支部・中国四国支部合同
企画沖縄講演会講演論文集, No. 078-2, 
pp. 235-236

2007年10月

張 汝坤*, 黒木 浩太, 木下 英二 ひまし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第45期総会・講
演会講演論文集, No. 087-1, pp. 249-250

2008年3月

藤本 將仁, 木下 英二, 亀田 昭雄 乳化ココナッツ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第45期総会・講
演会講演論文集, No. 087-1, pp. 251-252

2008年3月

植田 優也, 木下 英二, 吉本 康文*,
植田 裕

植物油着火二元燃料によるディーゼル機関の燃焼特性日本機械学会北陸信越支部第45期総会・講
演会講演論文集, No. 087-1, pp. 255-256

2008年3月

今林 良太, 木下 英二, 浜崎 和則* １-ブタノール混合廃食油メチルエステルのディーゼル
燃焼特性

日本機械学会九州支部第61期総会・講演会
講演論文集, No. 088-1, pp. 331-332

2008年3月

九万田 祐介, 木下 英二, 植田 裕,
靍 英憲

パーム核油ブチルエステルのディーゼル燃焼特性 日本機械学会九州支部第61期総会・講演会
講演論文集, No. 088-1, pp. 329-330

2008年3月

小山 隆行，寺師 甲子郎 案内板付サボニウス風車の性能特性 第29回30周年記念風力エネルギー利用シン
ポジウム,  pp. 305-308

2007年11月
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電気電子工学科

土井 俊哉, 兼田 あすか, 
濱崎 翔太,中川 甲子郎, 
白樂 善則

ガラス基板上への2軸配向シリコン薄膜の作製 2007年（平成19年度）秋季
第68回応用物理学会

2007年9月

佐藤 信也, 土井 俊哉, 
種子田 賢宏, 川原 一浩, 徳留 誠, 
富安 亮太, 白樂 善則, 
鹿島 直二*, 長屋 重夫*

YBa2Cu3O7薄膜のO2アニール時間による臨界電流密
度変化

2007年（平成19年度）秋季
第77回低温工学・超電導学会

2007年11月

川原 一浩, 土井 俊哉, 富安 亮太, 
徳留 誠, 種子田 賢宏, 佐藤 信也, 
白樂 善則, 嶋 邦弘*, 窪田 秀一*, 
鹿島 直二*, 長屋 重夫*

配向Cuテープ上に形成した2軸配向YBCO薄膜のJc-B
特性

2007年（平成19年度）秋季
第77回低温工学・超電導学会

2007年11月

富安 亮太, 土井 俊哉, 徳留 誠, 
川原 一浩, 種子田 賢宏, 
佐藤 信也, 白樂 善則, 嶋 邦弘*, 
窪田 秀一*, 鹿島 直二*, 
長屋 重夫*

配向Cuテープ上に形成したYBCO超伝導薄膜特性に
与えるYSZバッファ層厚さの影響

2007年（平成19年度）秋季
第77回低温工学・超電導学会

2007年11月

徳留 誠, 土井 俊哉, 川原 一浩, 
富安 亮太, 白樂 善則, 嶋 邦弘*, 
窪田 秀一*, 鹿島 直二*, 
長屋 重夫*

Niめっき配向Cuテープ上へのYBCO薄膜の作製 2007年（平成19年度）秋季
第77回低温工学・超電導学会

2007年11月

束野 豊, 土井 俊哉, 山下 裕生, 
日高 佑貴, 白樂 善則, 
北口 仁*, ハリニ ソシアティ*, 
波多 聰*, 池田 賢一*, 中島 英治*

組成を変化させて作製したMgB2+X薄膜の超伝導特性 2007年（平成19年度）秋季
第77回低温工学・超電導学会

2007年11月

山下 裕生, 土井 俊哉, 束野 豊, 
日高 佑貴, 白樂 善則, 北口 仁*, 
高橋 健一郎*, ハリニ ソシアティ*, 
波多 聰*, 池田 賢一*, 中島 英治*

MgB2/B多層膜のJcの磁場依存性 2007年（平成19年度）秋季
第77回低温工学・超電導学会

2007年11月

堀江 雄二,神川 隆博,東 武志, 
酒井 龍一,野見山 輝明

酸化チタン/グラファイトナノファイバ 薄膜電極の光蓄
電性

第68回応用物理学会学術講演会 秋季講演
会

2007年9月

野見山 輝明, 早淵 裕哉, 
堀江 雄二

色素の光触媒脱色を利用した TiO2 /炭素電極の光蓄
電過程の分析

第68回応用物理学会学術講演会 秋季講演
会

2007年9月

神川 隆博, 東 武志, 酒井 龍一, 
野見山 輝明, 堀江 雄二

PLD法でグラファイトナノファイバ上に担持した酸化チタ
ン薄膜の光蓄電性

レーザー学会第365回研究会 RTM-07-28 2007年9月

染川 正一, ボシール アハッマド, 
神脇 崇臣, 堀江 雄二, 楠元 芳文

気相レーザーアブレーション法を用いた光触媒薄膜の
作製と評価

レーザー学会第365回研究会 RTM-07-31 2007年9月

楊 海龍, 
モハッマド アブデュッラ アル マモ
ン, 
池田 美幸, 堀江 雄二, 楠元 芳文

液相レーザーアブレーション法を用いたナノ粒子の作
製と応用

レーザー学会第365回研究会 RTM-07-33 2007年9月

S. Somekawa, Y. Kusumoto, 
K. Miyamae, T. Kamiwaki, 
Y. Horie

A novel type of solar cell based on visible-light 
responsive photocatalyst films

ISES Solar World Congress 2007年9月

網中 浩太, 瀬戸下 誠, 森本 秀信, 
安永 慎也, 野見山 輝明, 
堀江 雄二

多孔質 TiO2 とポリアニリンの複合電極の光蓄電性 応用物理学会九州支部学術講演会 2007年12月

東 章敏, 堀之内 祐介, 
野見山 輝明, 堀江 雄二

光励起CVD法による酸化チタン薄膜の作製 応用物理学会九州支部学術講演会 2007年12月

神川 隆博, 東 武志, 野見山 輝明, 
堀江 雄二

グラファイトナノファイバ上に担持した酸化チタン薄膜
の光蓄電性

応用物理学会九州支部学術講演会 2007年12月
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村尾 聡, 堀江 雄二, 野見山 輝明 WO3 のエレクトロクロミック現象を利用した光蓄電池電
極の作製

第55回応用物理学関係連合講演会 春季講
演会

2008年3月

野見山 輝明, 網中 浩太, 
瀬戸下 誠, 森本 秀信, 安永 慎也, 
堀江 雄二

酸化チタンと導電性高分子ポリアニリンの複合膜電極
の光蓄電性

第55回応用物理学関係連合講演会 春季講
演会

2008年3月

福島 大和, 軸園 昭宏, 川越 明史, 
住吉 文夫, 高橋 雅也*, 
田中 和英*, 岡田 道哉*, 
辺見 努*, 柳 長門*, 三戸 利行*,

高い断面アスペクト比のMgB2多芯テープ線材の開発 第76回2007年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 41

2007年5月

中濵 佑允, 川畑 秋馬, 川越 明史, 
住吉 文夫

高温超伝導大型導体の電磁特性評価装置の開発（４）
‐内挿デュワ内での超伝導電流トランスの実験結果‐

第76回2007年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 102

2007年5月

大輪 美沙, 川越 明史, 住吉 文夫, 
式町 浩二*, 平野 直樹*, 
長屋 重夫*

絶縁なしＹＢＣＯ素線２本で構成した導体の交流損失
特性

第76回2007年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 107

2007年5月

下玉利 篤, 田代 信人, 川畑 秋馬, 
川越 明史, 住吉 文夫, 塩原 融*

ピックアップコイル群による高温超伝導テープ線材の電
流分布測定

第76回2007年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 108

2007年5月

佃 信児, 川越 明史, 住吉 文夫,
三戸 利行*, 力石 浩孝*, 
辺見 努*, 馬場 智澄*, 
横田 光弘*, 森田 佳隆*, 
小川 英樹*, 阿部 亮*, 
中村 昭*, 奥村 嘉賀男*, 
久下 敦子*, 岩熊 成卓*

伝導冷却型 １ ＭＷ 級 ＬＴＳ パルスコイルの熱伝特性 第76回2007年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 110

2007年5月

三戸 利行*, 力石 浩孝*, 
辺見 努*, 前川 龍司*, 
馬場 智澄*, 横田 光弘*, 
森田 佳隆*, 小川 英樹*, 
山内 健冶*, 川越 明史, 
住吉 文夫, 奥村 嘉賀男*, 
久下 敦子*, 阿部 亮*, 
中村 昭*, 岩熊 成卓*

１ＭＷ，１秒補償瞬低対策 SMES の開発研究（２）-１Ｍ
Ｊコイルの冷却励磁試験-

第76回2007年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 111

2007年5月

徳田 将展, 川越 明史, 住吉 文夫 ポインチングベクトル法によるＨＴＳコイルの異常監視と
診断

第76回2007年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 207

2007年5月

徳田 将展, 川越 明史, 住吉 文夫 ポインチングベクトル法によるＨＴＳコイルの異常検出 平成19年度電気関係学会九州支部連合大
会 03-1Ａ-15, p. 20

2007年9月

田代 信人, 川畑 秋馬, 川越 明史, 
住吉 文夫, 塩原 融*

ピックアップコイル群によるソレノイドHTSコイルの
電流分布測定

低温工学協会 九州・西日本支部 第１回研究
会 支部研究成果報告会 発表資料集， p.47

2007年10月

徳田 将展, 川越 明史, 住吉 文夫 ポインチングベクトル法による超伝導コイルの異常検出 低温工学協会 九州・西日本支部 第１回研究
会 支部研究成果報告会 発表資料集， p.54

2007年10月

田代 信人, 川畑 秋馬, 川越 明史, 
住吉 文夫, 塩原 融*

ピックアップコイル群による単層ソレノイドHTSコイルの
電流分布測定

第77回2007年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.3

2007年11月

瀬之口 諭,　川越 明史, 
川畑 秋馬, 住吉 文夫, 
式町 浩二*, 平野 直樹*,
長屋 重夫*

絶縁なしＹＢＣＯ素線２本で構成した導体の結合損失
特性

第77回2007年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.4

2007年11月

徳田 将展, 川越 明史, 住吉 文夫 ポインチングベクトル法によるＨＴＳコイルの異常監視と
診断２-異常発生場所の測定-

第77回2007年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p5３

2007年11月

岡元 洋*, 林 秀美*, 住吉 文夫, 
和泉 輝明*, 山田 穣*, 塩原 融*

フィラメント加工したＹＢＣＯテープ線材の磁化損失特
性

第77回2007年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.146

2007年11月

福島 大和, 川越 明史, 住吉 文夫, 
高橋 雅也*, 岡田 道哉*, 
柳 長門*, 三戸 利行*

高い断面アスペクト比のMgB2多芯テープ線材の開発２
‐結合損失特性‐

第77回2007年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p.240

2007年11月
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川越 明史, 住吉 文夫, 川畑 秋馬, 
岡田 道哉*, 高橋 雅也*, 
三戸 利行*, 柳 長門*

核融合装置用先進超伝導導体の開発 核融合科学研究所・共同研究 研究会 2008年3月

大平 怜, 飯盛 憲一 平滑回路なし変換回路による瞬時停電時の誘導機の
運転方法について

平成19年度電気関係学会九州支部連合大
会講演論文集，05-1P-07，CD-ROM

2007年9月

大平 怜, 飯盛 憲一 瞬時停電時における平滑回路なし変換回路による誘
導機の制御法について

平成20年度電気学会全国大会講演論文集，
4-126，pp.209-210

2008年3月

荒木 慎太郎, 飯盛 憲一 零電圧ベクトル時における直流中間電圧を利用したコ
モンモード電圧抑制法について

平成20年度電気学会全国大会講演論文集，
4-136，pp.226-227

2008年3月

木下 孝祥, 田中 哲郎 ディジタル化ΔΣ変調制御を用いた降圧形コンバータ
の特性について

電子情報通信学会技術研究報告, 
Vol. 107, no. 492, EE2007-65

2008年2月

古川 大介, 田中 哲郎 多相降圧形コンバータ向けディジタル化ΔΣ変調制御
回路のＦＰＧＡ実装

電子情報通信学会技術研究報告, 
Vol. 107, no. 492, EE2007-66

2008年2月

本部 光幸*, 大山 和宏*, 
山本 吉朗

マトリックスコンバータの主回路方式,パワーデバイスと
その駆動回路

平成19年電気学会産業応用部門大会，1-
S2-2, pp.I-29 - I-34

2007年8月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森 辰也, 
市川 智哉

マトリックスコンバータの空間変調における低変調率時
の定常特性

平成19年電気学会産業応用部門大会，
1-11，pp.I-207-I-210

2007年8月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 
今給黎 明大

電気二重層コンデンサにより回生機能を強化した電流
可逆チョッパ付PWMインバータの最適動作点

平成19年電気関係学会九州支部連合大会，
03-2P-11，p.432

2007年9月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 濱 一路, 
栗原 貴史, 池田 稔, 宮川 隆寛

巻線形誘導発電機を用いた風力発電システムのタワー
シャドー効果抑制法について

平成19年電気関係学会九州支部連合大会，
03-2P-10，p.431

2007年9月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 栗原 貴史, 
池田 稔, 濱 一路, 宮川 隆寛

 巻線形誘導発電機を用いた風力発電システムの定常
特性について

平成19年電気関係学会九州支部連合大会，
03-2P-08，p.430

2007年9月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 田嶋 大輔  誘導電動機における高調波電流重畳時の回転子電
流波形の計算

平成19年電気関係学会九州支部連合大会，
03-2A-16，p.288

2007年9月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 加藤 大輔, 
清武博文

誘導電動機速度センサレスベクトル制御におけるスロッ
ト高調波を利用した速度検出法について

平成19年電気関係学会九州支部連合大会，
03-2A-15，p.287

2007年9月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 原田 圭司, 
張本 毅*

多重チョッパを介して電解コンデンサを接続した瞬時
電圧低下補償装置

平成19年電気関係学会九州支部連合大会，
03-2A-12，p.284

2007年9月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森 辰也, 
市川 智哉

マトリックスコンバータの出力特性を重視した変調方式
の比較

平成19年電気関係学会九州支部連合大会，
03-2A-08，p.280

2007年9月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森 辰也, 
市川 智哉

マトリックスコンバータの空間ベクトル変調において零
電圧ベクトル実現に用いる入力相電圧の選択

平成19年電気関係学会九州支部連合大会，
03-2A-05，p.277

2007年9月

篠原 勝次, 栗原 貴史, 池田 稔, 
宮川 隆寛, 山本 吉朗, 濱 一路

巻線形誘導発電機を用いた風力発電システムの過渡
特性

平成20年電気学会半導体電力変換研究会
資料　SPC-08-66，pp.37-42

2008年3月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 加藤 大輔, 
清武 博文

誘導電動機速度センサレスベクトル制御におけるスロッ
ト高調波を利用した運転特性

平成20年電気学会半導体電力変換研究会
資料　SPC-08-63，pp.19-24

2008年3月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 原田 圭司, 
張本 毅*

多重チョッパを介して電解コンデンサを接続した瞬時
電圧低下補償装置

平成20年電気学会半導体電力変換研究会
資料　SPC-08-71，pp.25-29

2008年3月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森 辰也, 
市川 智哉

パルスパターンを改善した空間ベクトル変調方式を用
いたマトリックスコンバータの実験特性

平成20年電気学会半導体電力変換研究会
資料　SPC-08-56，pp.25-30

2008年3月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 原田 圭司, 
張本 毅*

多重チョッパを介して電解コンデンサを接続した瞬時
電圧低下補償装置

平成20年電気学会全国大会講演論文集，
4-159, pp.265-266

2008年3月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 
今給黎 明大

電気二重層コンデンサにより回生機能を強化した電流
可逆チョッパ付PWMインバータの運転特性

平成20年電気学会全国大会講演論文集，
4-143,  pp.239-240

2008年3月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 田嶋 大輔 誘導電動機における高周波電圧重畳時のスロット高調
波の計算

平成20年電気学会全国大会講演論文集，
4-123, pp.204-205

2008年3月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 加藤 大輔, 
清武 博文

誘導電動機速度センサレスベクトル制御におけるスロッ
ト高調波を利用した運転特性について

平成20年電気学会全国大会講演論文集，
4-122, pp.202-203

2008年3月
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篠原 勝次, 山本 吉朗, 濱 一路, 
栗原 貴史, 宮川 隆寛

巻線形誘導発電機風力発電システムの過渡特性につ
いて

平成20年電気学会全国大会講演論文集，
4-117, pp.195-196

2008年3月

篠原 勝次, 山本 吉朗, 濱 一路, 
栗原 貴史,宮川 隆寛

巻線形誘導発電機風力発電システムの制御法とタワー
シャドー効果の抑制について

平成20年電気学会全国大会講演論文集，
4-114, pp.191-192

2008年3月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森 辰也, 
市川智哉

パルスパターンを改善した空間ベクトル変調方式を用
いたマトリックスコンバータの定常特性

平成20年電気学会全国大会講演論文集，
4-10, pp.16-17

2008年3月

山本 吉朗, 篠原 勝次, 森 辰也, 
市川智哉

マトリックスコンバータの空間ベクトル変調において零
電圧ベクトルに用いる入力相電圧の選択について

平成20年電気学会全国大会講演論文集，
4-009, pp.14-15

2008年3月

高田 等, 坂元 均 サーバ型RTK-GPSを用いた電力系統監視局設計につ
いて

第51回システム制御情報学会研究発表講演
会,  講演論文集, pp.555-556

2007年5月

J. Koushima, H. Sano, 
H. Takata

Variable Structure Control of Nonlinear Systems Based 
on Piecewise Linear Models

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.11-14

2007年12月

高田 等, 今村 充, 八野 知博 拡大次元自動抽出関数と推定器による非線形制御合
成

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,  
pp.15-16

2007年12月

高田 等, 堤 祐樹, 八野 知博 極配置による自動抽出制御の設計について 第26回SICE九州支部学術講演会予稿集, 
pp.37-38

2007年12月

高田 等, 小濱 健吾, 八野 知博 不完全観測型拡大次元自動抽出制御による電力系統
過渡安定度制御

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集, 
pp.79-80

2007年12月

高田 等, 坂元 均, 郡山 大祐, 
下薗 仁, 松山 幹男, 八野 知博, 
浜崎 和人*, 加島 辰哉*

サーバ型RTK-GPSを用いた電力系統支持物の変動測
定

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,   
pp.107-108

2007年12月

高田 等, 下野 洋明, 八野 知博 Extremum Seeking制御の強制振動項における一改良 第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,  
p.171-172

2007年12月

高田 等, 小山 彰一, 八野 知博 チェビシェフ多項式同定型Extremum Seeking制御によ
るHaldaneモデルのシミュレーション実験

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.173-174

2007年12月

高田 等, 上原 幸樹, 八野 知博 PI型補正を有するExtremum Seeking制御 第26回SICE九州支部学術講演会予稿集, 
pp.175-176

2007年12月

高田 等, 堀之内 優正, 八野 知博 チェビシェフ多項式を用いたExtremum Seeking制御 第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp.177-178

2007年12月

高田 等, 下田　賢司, 八野 知博 RBFとGAによる離散時間Hammersteinシステムの同定
シミュレーション

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集, 
pp.189-190

2007年12月

高田 等, 下薗 仁, 八野 知博 二次多項式とNNを用いた電力系統の台風被害予測 第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,                   
pp.191-192

2007年12月

高田 等, 郡山 大祐, 八野 知博 奄美大島における電力配電設備の台風被害予測器 第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,                   
pp.193-194

2007年12月

高田 等, 岡江 祥男, 八野 知博 自動抽出関数によるHammerstein型連続時間非線形
システムの同定

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,                   
pp.195-196

2007年12月

高田 等, 式町 明人, 八野 知博 RBFモデルを用いた鹿児島県本土の電力配電系統台
風被害予測

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,                   
pp.197-198

2007年12月

長友 賢悟, 八野 知博, 高田 等 RBFと免疫アルゴリズムによるHammersteinシステムの
同定

第26回SICE九州支部学術講演会予稿集,                   
pp. 209-210

2007年12月

下田 賢司, 八野 知博, 高田 等 RBFとParticle Swarm Optimizationを用いた離散時間
Hammersteinシステムの同定

平成20年電気学会全国大会,  3-066,                         
pp.93-94 （第３分冊） 

2008年3月

八野 知博,　高田 等 ガウシャンプロセスモデルによる連続時間非線形シス
テムの同定

平成20年電気学会全国大会,  3-067,                          
pp.95-96 （第３分冊）

2008年3月

橋口 紳吾, 宮島 廣美, 
重井 徳貴

冗長なサブキャリアを用いたOFDM信号のピーク電力
抑圧

平成19年度電気関係学会九州支部連合大
会, p.337

2007年9月

森 亮吾, 宮島 廣美, 
重井 徳貴, 寺村 正広*

ニューラルネットワークによる蓄電池残容量の推定モデ
ル

平成19年度電気関係学会九州支部連合大
会, p.378

2007年9月



口頭発表 （*印は学外者）（*印は学外者）

発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

内 和彬, 宮島 廣美, 
重井 徳貴, 前田 道治*

量子連想記憶システムの提案 平成19年度電気関係学会九州支部連合大
会, p.377

2007年9月

重井 徳貴, 宮島 廣美, 
前田 道治*

多重ベクトル量子化による画像圧縮の誤差分布に基づ
く改善

平成19年度電気関係学会九州支部連合大
会, p.497

2007年9月

重井 徳貴, 宮島 廣美 格子結合網上のモバイルエージェントのための領域分
割型メッセージ伝達法

第6回情報科学技術フォーラム, pp.267-270 2007年9月

内 和彬, 宮島 廣美, 
重井 徳貴, 前田 道治*

量子コンピュータによる連想システム 情報処理学会火の国情報シンポジウム, 
C-2-4

2008年3月

長嶺 信也, 宮島 廣美, 
重井 徳貴

ディジタル回路化に適したファジィ学習システムの設計
と評価

情報処理学会火の国情報シンポジウム, 
C-3-1

2008年3月

広田 修*, 山下 喜市, 原澤 克嘉*,
布施 優*, 大畠 賢一

光通信量子暗号Y-00の安全性能力評価装置 電子情報通信学会 光通信システム研究会
信学技報,  OCS11-7

2007年6月

松迫 拓朗, 大畠 賢一, 山下 喜市,
安井 修一*

FBG光ファイバセンシングシステムにおける高速・高精
度計測方式の検討

電子情報通信学会 光ファイバ応用技術研究
会 信学技報, Vol. 107, No.52, OFT2007-11

2007年5月

西元 琢真, 山下 喜市, 
大畠 賢一

低電圧駆動・広チューニングレンジ・高線形性のMEMS
可変キャパシタ

エレクトロニクス実装学会マイクロエレクトロニ
クスシンポジウム (MES2007), pp.47-50

2007年9月

清水 雅裕, 宇野 哲史, 迫 紘平,
大畠 賢一, 山下 喜市

10Gb/s光通信量子暗号（Y-00）伝送用変調器ドライバ
LSIの検討

2007年度電子情報通信学会ソサイエティ大
会,　CS-12-8

2007年9月

清水 佑一郎, 矢山 浩輔, 
大畠 賢一, 山下 喜市

ボディバイアス制御回路付きS/H回路におけるフィード
スルー低減技術

2007年度電子情報通信学会ソサイエティ大
会,　CS-12-20

2007年9月

山下 喜市, 大畠賢一 低電圧駆動が可能なサンドイッチ構造RF-MEMSスイッ
チ

科学技術振興機構(JST), 南九州発新技術説
明会

2008年2月

西元 琢真, 大野 聖信,
山下 喜市, 大畠 賢一

減衰極を有する共振モード切替え形BPFの一提案 2008年度電子情報通信学会総合大会
C-2-119

2008年3月

久永 英慧, 西元 琢真, 
山下 喜市, 大畠 賢一

RF-MEMSスイッチ電極接触部のオーミック特性解析シ
ミュレータ

2008年度電子情報通信学会総合大会
C-5-17

2008年3月

渡瀬 哲志, 西元 琢真, 
大畠 賢一, 山下 喜市

Toggle原理を用いたシーソー構造型RF-MEMS SPDT
スイッチ

2008年度電子情報通信学会総合大会
C-2-123

2008年3月

応用化学工学科

大茂 寛典, 鮫島 宗一郎,
平田 好洋, 松永 直樹

燃料電池用メタンの熱分解挙動 第14回九州夏期セラミックス研究会, 熊本,
予稿集, pp. 21-22

2007年8月

松元 謙士, 鮫島 宗一郎,
平田 好洋, 松永 直樹

アンモニアの熱分解プロセス 第14回九州夏期セラミックス研究会, 熊本,
予稿集, pp. 23-24

2007年8月

内間 博之, 平田 好洋,
松永 直樹, 鮫島 宗一郎

アルミナ‐ITO系コロイド粒子の電場下での固化 日本セラミックス協会第20回秋季
シンポジウム, 名古屋, 予稿集, p. 23

2007年9月

三輪 敏正, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 松永 直樹

ステンレス合金を用いた固体酸化物形燃料電池負極
の開発

日本セラミックス協会第20回秋季
シンポジウム, 名古屋, 予稿集, p. 330

2007年9月

T. Shimonosono, G. Hiramatsu,
Y. Hirata, S. Sameshima,
N. Matsunaga, T. Doi, T. Horita

Electrochemical Properties of Cathode for Solid Oxide
Fuel Cell with Gd-doped Ceria Electrolyte

The Sixth Pacific Rim International 
Conference on Advanced Materials and 
Processing, Jeju, Korea, P1-94

2007年11月

Y. Hirata, N. Matsunaga, N. Hidaka,
T. Maeda, T. Arima, S. Sameshima

Improvement of Strength, Weibull Modulus
and Damage Tolelance of SiC

The Sixth Pacific Rim International 
Conferenceon Advanced Materials and 
Processing, Jeju, Korea, S4-2

2007年11月

N. Matsunaga, Y. Fukuda,
Y. Hirata, S. Sameshima

Preparation of Titania-coated Alumina Film
by Electrolytic Reduction

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 68

2007年11月
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A. Hara, Y. Hirata, S. Sameshima,
N. Matsunaga, T. Horita

Grain Size Dependence of Electrical Properties
of Gd-doped Ceria

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 82

2007年11月

Y. Tanaka, Y. Hirata, N. Matsunaga,
M. Nakamura, S. Sameshima

Pressure Filtration of Nanometered-sized SiC Powder 7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 105

2007年11月

S. Sameshima, Y. Hirata,
J. Sato, N. Matsunaga

Synthesis of Hydrogen and Carbon Monoxide
from Methane and Carbon Dioxide

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 153

2007年11月

K. Matsumoto, Y. Hirata,
S. Sameshima, N. Matsunaga

Thermal Decomposition of Ammonia
over Nickel / Gadolinium doped-Ceria Cermet

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 153

2007年11月

T. Arima, Y. Hirata, N. Matsunaga,
S. Sameshima, M. Shibuya

Damage Tolerance and Crack Healing in the Silicon
Carbide Fabric-coated Silicon Carbide Composite

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 197

2007年11月

H. Uchima, Y. Hirata,
S. Sameshima, N. Matsunaga

Collidal Consolidation of Al2O3-ITO Particles
under Electric Field

The 24th International Japan-Korea
Seminar on Ceramics, Kakegawa, Japan,
pp. 431-434

2007年11月

T. Miwa, Y. Hirata,
S. Sameshima, N. Matsunaga

Development of Anode Material Using Stainless Steel
for Solid Oxide Fuel Cell

The 24th International Japan-Korea
Seminar on Ceramics, Kakegawa, Japan,
pp. 651-654

2007年11月

Y. Hirata, N. Matsunaga,
N. Hidaka, S. Tabata, S. Sameshima

Processing of High Performance Silicon Carbide 2nd International Symposium on SiAlONs
and Non-oxides, Ise-shima, Mie, Japan,
Program and Abstracts, p.11

2007年12月

永守 未奈子, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 下之薗 太郎,
大茂 寛典, 松永 直樹

ドクターブレード法による負極支持型燃料電池
の合成と電気特性

第46回セラミックス基礎科学討論会,
名古屋, 要旨集, pp. 142-143

2008年1月

村尾 優, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 松永 直樹

電気化学手法によるセラミックス粉体の合成 第46回セラミックス基礎科学討論会,
名古屋, 要旨集, pp. 392-393

2008年1月

原 章洋, 平田 好洋, 鮫島 宗一郎,
松永 直樹, 堀田 照久

ガドリニウム固溶セリアの電気特性の粒径依存性 日本セラミックス協会年会, 長岡, 
予稿集 p. 40

2008年3月

鮫島 宗一郎, 平田 好洋,
里 隼也, 松永 直樹

Ni-Al2O3系触媒上でのメタンと二酸化炭素からの
水素及び一酸化炭素の合成

日本セラミックス協会年会, 長岡, 
予稿集 p. 118

2008年3月

鈴木 陽子, 下茂 徹朗,  染川 賢一 2,5-ジチオビウレアとオレフィン類の固相熱反応 第４４回化学関連支部合同九州大会
講演予稿集　p. 159

2007年7月

和田 剛明, 東由理菜, 下茂 徹朗, 
染川 賢一

2-アミノピリミジンと環状オレフィンとの固相熱反応による複素環化合物の合成第４４回化学関連支部合同九州大会
講演予稿集　p. 160

2007年7月

勢井 公也, 下茂 徹朗, 染川 賢一
岩元 正孝*

酢酸セルロースの解重合とグルコース化 第４４回化学関連支部合同九州大会
講演予稿集　p. 178

2007年7月

T. Shimo, W. Wang, K. Somekawa Highly Selective Solid-State Photocycloaddition 
Reactions of 2-Pyrones with Unsaturated Compounds

The Post ISNA-12 Symposium on Physical
Organic Chemistry in Fukuaka, pp. 21-22

2007年7月

王 衛東, 下茂 徹朗, 染川 賢一 2-ピロン類とベンゾフェノンとの高選択的固相光環状付
加反応

2007年光化学討論会 講演要旨集, p. 402 2007年9月

橋本 浩晃, 下茂 徹朗, 染川賢一 シクロオクテンの電子求引置換基を持つベンゼン類に
よる光増感異性化反応のMO解析

2007年光化学討論会 講演要旨集, p. 402 2007年9月

宮内 英紀, 下茂 徹朗, 染川賢一 p-置換-ジ-2-ピロンとα,ω-ジオレフィン類との光付加
を利用した大環状化合物の合成

日本化学会第88春季年会, 4PB-120 2008年3月

井上 博人, 吉留 俊史, 肥後 盛秀 水/油/水三相液膜系における油相内電位差振動の
種々の場所における立ち上がり時間

第25回九州分析化学若手の会夏季セミナー, 
ながさき式見ハイツ, P44, 講演要旨集 p.64

2007年7月



口頭発表 （*印は学外者）（*印は学外者）

発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

島田 康正, 満塩 勝, 吉留 俊史, 
肥後 盛秀

酸素グロー放電により表面改質された金属薄膜上の
アントラキノン-2-カルボン酸の状態分析と形態観察

第25回九州分析化学若手の会夏季セミナー, 
ながさき式見ハイツ, P45, 講演要旨集 p.65

2007年7月

渡邉 賢作, 満塩 勝, 肥後 盛秀 アルミニウム蒸着光ファイバーセンサーに関する
基礎研究

第25回九州分析化学若手の会夏季セミナー, 
ながさき式見ハイツ, P46, 講演要旨集 p.66

2007年7月

吉田 圭佑, 吉留 俊史, 肥後 盛秀 蛍光の真空中連続測定装置の試作とそのEuCl3
蛍光への応用

第25回九州分析化学若手の会夏季セミナー, 
ながさき式見ハイツ, P47, 講演要旨集 p.67

2007年7月

吉留 俊史, 福山 夏美, 肥後 盛秀 全反射赤外吸収法を用いる粒径計測法の開発におけ
る粒度分散を求めるためのシミュレーション実験

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
J1011, 講演要旨集 p.219

2007年9月

井上 博人, 吉留 俊史, 肥後 盛秀 三相液膜系における油相内電位差振動の時空間
分解測定

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
B2006, 講演要旨集 p.41

2007年9月

渡邉 賢作, 満塩 勝, 肥後 盛秀 金属蒸着光ファイバーセンサーの応答機構に関する
研究（８）；銅薄膜の応答特性

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
P2033, 講演要旨集 p.285

2007年9月

佐多 宏明, 永浦 明倫, 満塩 勝, 
肥後 盛秀

金属蒸着ガラス棒センサーの応答機構に関する研究
（１）；応答特性に関する研究

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
P2034, 講演要旨集 p.285

2007年9月

阿部 康之, 満塩 勝, 肥後 盛秀 表面プラズモン共鳴センサーにおける多層金属薄膜の
応答特性に関する研究（２）；中間層を用いた二層
金属薄膜の応答特性に関する研究

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
B3006, 講演要旨集 p.46

2007年9月

島田 康正, 田口 二郎, 満塩 勝, 
肥後 盛秀, 大園 義久

X線光電子分光法と原子間力顕微鏡によるグロー放電
により表面改質された金属薄膜の状態分析と形態観察

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
G3017, 講演要旨集 p.153

2007年9月

田口 二郎, 島田 康正, 満塩 勝, 
吉留 俊史, 肥後 盛秀, 大園 義久

X線光電子分光法と赤外反射吸収分光法及び走査
電子顕微鏡によるグロー放電により表面改質された
金属薄膜上の有機物の吸着に関する研究

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
G3018, 講演要旨集 p.153

2007年9月

永浦 明倫, 満塩 勝, 肥後 盛秀 金属蒸着ガラス棒センサーの応答機構に関する研究
（２）；エタノール選択性の付与に関する研究

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
B3021, 講演要旨集 p.50

2007年9月

小原 太郎, 満塩 勝, 吉留 俊史, 
肥後 盛秀

金属蒸着光ファイバーセンサーを用いる新規屈折率
測定装置の開発（３）；システムの高感度化に関する検
討

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
B3022, 講演要旨集 p.51

2007年9月

M. M. Ejis, 吉留 俊史, 
山方 俊幸, 肥後 盛秀

Diffusion Studies of Alcohol Compounds by Surface 
Plasmon Resonance Sensor for its Application to 
Multiple Components Analysis

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
B3024, 講演要旨集 p.51

2007年9月

肥後 盛秀, 浜田 歩, 水之浦 宏, 
満塩 勝, 大園 義久

X線光電子分光法とX線回折法及び原子間力顕微鏡
によるマイカ上に真空蒸着したチタン-金及びチタン-
銀二層薄膜の状態分析と形態観察

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
G3024, 講演要旨集 p.155

2007年9月

水之浦 宏, 満塩 勝, 肥後 盛秀, 
大園 義久

X線光電子分光法とX線回折法及び原子間力顕微鏡
によるマイカ上に真空蒸着したチタン-銅二層薄膜の
状態分析と形態観察

日本分析化学会第56年会, 徳島大学, 
G3025, 講演要旨集 p.156

2007年9月

肥後 盛秀 金属を蒸着した光ファイバーを用いる新規屈折率計の
開発

パテントソリューションフェア2007, 
東京ビッグサイト, PS-151

2007年11月

満塩 勝 エタノール選択性を持った屈折率センサー 南九州発新技術説明会, 科学技術振興機構 
東京本部サイエンスプラザ, 14

2008年1月

肥後 盛秀, 満塩 勝 金属を蒸着した光ファイバーを用いる新規屈折率計
(Novel Refractometer with a Metal-deposited 
Optical Fiber)

新機能性材料展2008, 東京ビッグサイト 2008年2月

島村亮，甲斐敬美 バイオディーゼル燃料製造における前処理に関する研究第18回九州地区若手ケミカルエンジニア
討論会，宮崎

2007年7月

松本憲二郎，甲斐敬美 吸収式冷房機と組み合わせるための木質ペレット燃料装置の開発第18回九州地区若手ケミカルエンジニア
討論会，宮崎

2007年7月
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堀之内淳平，甲斐敬美 流動化ガスの体積変化と流動性の関係 第18回九州地区若手ケミカルエンジニア
討論会，宮崎

2007年7月

橋本展信，甲斐敬美 電気分解によるオゾン製造における高効率化 第18回九州地区若手ケミカルエンジニア
討論会，宮崎

2007年7月

松本慎一郎，甲斐敬美 流動層における気相触媒反応の解析 第18回九州地区若手ケミカルエンジニア
討論会，宮崎

2007年7月

村尾健一，甲斐敬美 アモルファス合金より調製した触媒による
メタノールの水蒸気改質反応

第18回九州地区若手ケミカルエンジニア
討論会，宮崎

2007年7月

T.Takahashi, T.Kai,
H.Kimura*, A.Inoue*

Effect of Noble Metal Content on Steam Reforming 
Activity over Catalyst Prepared from Glassy Cu-Zr 
Alloy

Proc. of Europacat VIII, P11-10 2007年8月

甲斐 敬美，島村 亮，高橋 武重 廃食油のメチルエステル化によるバイオディーゼル燃料製造における前処理の効果化学工学会第39回秋季大会，札幌，Q202 2007年10月

R. Shimamura, T. Kai Pretreatment of used vegetable oils with by-produced 
glycerol in BDF production

Proc. of 20th Symp. on Chem. Eng. Kyusyu-
Taejon/Chungnam, OC05

2007年12月

K. Matsumoto, T. Kai Construction and operation of an air-cooling 
system fueled by wood pellets

Proc. of 20th Symp. on Chem. Eng. Kyusyu-
Taejon/Chungnam, OC06

2007年12月

J. Horinouchi, T. Kai Effects of gas volume increase on fluidization quality 
of fluidized catalyst beds

Proc. of 20th Symp. on Chem. Eng. Kyusyu-
Taejon/Chungnam, OE07

2007年12月

H. Hashimoto, T. Kai Electrochemical ozone production at high efficiency 
using 
air cathode and solid polymer electrolyte

Proc. of 20th Symp. on Chem. Eng. Kyusyu-
Taejon/Chungnam, PC06

2007年12月

K. Murao, T. Kai Steam reforming of methanol over the catalysts prepared 
from amorphous alloys

Proc. of 20th Symp. on Chem. Eng. Kyusyu-
Taejon/Chungnam, PH07

2007年12月

S. Matsumoto, T. Kai Formation of methyl formate over Cu catalysts for the 
analysis of fluidized catalyst beds

Proc. of 20th Symp. on Chem. Eng. Kyusyu-
Taejon/Chungnam, PH08

2007年12月

甲斐 敬美，堀之内 淳平，
高橋 武重，中島 充幸*

流動化ガスの体積増加と流動化状態 第13回流動化・粒子プロセス
シンポジウム，pp.63-67

2007年12月

甲斐 敬美，高梨 啓和，
筒井 俊雄，寺岡 行雄，
大塚 栄*，頓宮 伸二*

ゼロＣＯ２社会に向けた木質バイオマス活用技術
開発と再生可能エネルギー融合システムの屋久島
モデル構築

地球温暖化対策技術開発事業成果報告
会，学士会館，環境省

2008年1月

中里 勉 流動層プロセスによる微粉体材料の創生 化学工学に関する沖縄ワークショップ，
pp.202-206

2008年2月

中里 勉，阿部 祐介*，
野田 玲治*，中川 紳好*

流動層熱処理による二酸化チタンの窒素ドープに及ぼ
す原料の影響

化学工学会第73年会，静岡，B306 2008年3月

藤吉 一誠 エチレンジアミンを用いた多孔質ガラス充填カラムによ
るCo、Ni、CuおよびZnの分離

化学工学会第73年会，静岡，C319 2008年3月

谷 茂広, 吉田 昌弘,　幡手 泰雄 ,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

交信撹乱フェロモンを内包するカプセル化製剤の開発  第４４回化学関連支部合同九州大会, 
3_3.045（北九州市）

2007年7月

柳 和美, 吉田 昌弘,　幡手 泰雄 ,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

In situ重合法を利用する水溶性殺虫剤内包カプセル
化農薬製剤の開発

 第４４回化学関連支部合同九州大会, 
3_3.046（北九州市）

2007年7月

橋本 充暁*, 塩盛 弘一郎*, 
清山 史朗*,吉田 昌弘, 
幡手 泰雄

マイクロカプセルに内包した抗菌剤の安定性  第４４回化学関連支部合同九州大会,
 3_3.047（北九州市）

2007年7月

林 菜津美, 吉田 昌弘, 大角 義浩,
幡手 泰雄, 畑中 千秋*, 
通阪 栄一*

脱窒細菌を固定化するカプセル型マイクロバイオリアク
ターの開発とその脱窒処理能評価

 第４４回化学関連支部合同九州大会,
 3_3.048（北九州市）

2007年7月

古鉄 健太郎, 林 菜津美, 
吉田 昌弘, 大角 義浩,　
幡手 泰雄, 畑中 千秋*, 
通阪 栄一*

独立栄養細菌固定化ゲルビーズを利用する連続式バ
イオリアクターの開発

 第４４回化学関連支部合同九州大会, 
3_3.049（北九州市）

2007年7月
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藤村 朋裕, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄 情報交換をおよび機能制御能を有する電場シンクロミ
クロスフェアの開発

 第４４回化学関連支部合同九州大会,
3_3.050（北九州市）

2007年7月

岩崎 広, 甲原 好浩, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄

電子デバイスのシーリングを目指したホウ素系鉛フリー
ガラスの開発

 第４４回化学関連支部合同九州大会, 
3_3.051（北九州市）

2007年7月

林 菜津美, 古鉄 健太郎, 
吉田 昌弘, 大角 義浩,　
武井 孝行, 幡手 泰雄, 
畑中 千秋*, 通阪 栄一*

独立栄養性脱窒細菌固定化コア-シェル型多孔質マイ
クロカプセルの脱窒能力評価

第１８回九州地区若手ケミカルエンジニヤ
討論会,No.25（宮崎）

2007年7月

岩崎　広, 甲原 好浩, 竹宮 鉄史,
吉田 昌弘,　武井 孝行, 幡手 泰雄

封着加工用ホウ素系鉛フリーガラスの開発 第１８回九州地区若手ケミカルエンジニヤ
討論会, No.26（宮崎）

2007年7月

古鉄 健太郎, 林　菜津美, 
吉田 昌弘, 大角 義浩,　
武井 孝行, 幡手 泰雄, 
畑中 千秋*, 通阪 栄一*

独立栄養細菌固定化ゲルビーズを利用する連続式バ
イオリアクターの開発

第１８回九州地区若手ケミカルエンジニヤ
討論会, No.27（宮崎）

2007年7月

谷　茂広, 椛島 裕樹, 吉田 昌弘,　
武井 孝行, 幡手 泰雄 , 
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

交信撹乱フェロモンを内包するマイクロカプセル農薬
製剤の開発

第１８回九州地区若手ケミカルエンジニヤ
討論会, No.37（宮崎）

2007年7月

藤村 朋裕, 吉田 昌弘, 
武井 孝行, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

情報交換および機能制御能を有する電場シンクロミク
ロスフェアの開発

第１８回九州地区若手ケミカルエンジニヤ
討論会, No.38（宮崎）

2007年7月

柳　和美, 吉田 昌弘,
武井 孝行, 幡手 泰雄 ,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

In situ重合法を利用する水溶性殺虫剤内包カプセル
化農薬製剤の開発

第１８回九州地区若手ケミカルエンジニヤ
討論会, No.39（宮崎）

2007年7月

塩盛 弘一郎*, 橋本 充暁*, 
清山 史朗*, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄

生分解性マイクロカプセル中の農薬の内包状態と安定
性

化学工学会第３９回秋季大会,
H213（北海道大学）

2007年9月

武井 孝行, 志岐　雄寛,
吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

有用微生物内包カプセル化製剤の機能性評価 化学工学会第３９回秋季大会,
H214（北海道大学）

2007年9月

吉田 昌弘, 藤村 朋裕, 
武井 孝行, 幡手 泰雄 ,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

情報交換能を有する機能性ミクロスフェアのキラル分離
特性

化学工学会第３９回秋季大会, 
H220（北海道大学）

2007年9月

吉田 昌弘, 岩崎　広, 武井 孝行,
甲原 好浩, 幡手 泰雄

電子デバイスへの応用を目指したホウ素系鉛フリーガ
ラスの基礎的物性評価

化学工学会第３９回秋季大会,
O324（北海道大学）

2007年9月

柳 和美, 吉田 昌弘, 武井 孝行, 
幡手 泰雄 ,塩盛 弘一郎*, 
清山 史朗*

マイクロカプセル化殺虫剤の物性及び機能性評価 化学工学会第３９回秋季大会, 
06PO020（北海道大学）

2007年9月

林　菜津美, 古鉄 健太郎,
吉田 昌弘, 幡手 泰雄, 
大角 義浩, 武井 孝行,
畑中 千秋*, 通阪 栄一*

脱窒細菌を固定化したカプセル型マイクロバイオリアク
ターの開発とその脱窒能力評価

化学工学会第３９回秋季大会, 
06PO021（北海道大学）

2007年9月

K. Yanagi, M. Yoshida, T. Takei,
Y. Hatate, K. Shiomori*, 
S. Kiyoyama*

Preparation of microcapsule encapsulated water-soluble 
pesticide and its characteristics evaluation

The 20th International Symposium on
Chemical Engineering, OA-06,
 (Taejeon, Korea)

2007年12月

N. Hayashi, M. Yoshida, 
T. Takei, Y. Hatate, Y. Ohzuno,
C. Hatanaka*, E. Toorisaka*

Microbioreactor encapsulated denitrifying bacteria for 
nitrate-nitrogen treatment and morphological 
investigation

The 20th International Symposium on
Chemical Engineering, OA-08, 
(Taejeon, Korea)

2007年12月

S. Tani, M. Yoshida, T. Takei, 
Y. Hatate, K. Shiomori*, 
S. Kiyoyama*

Application of microencapsulated agrochemicals 
immobilized mating disruption insect pheromone

The 20th International Symposium on
Chemical Engineering, OA-10, 
(Taejeon, Korea)

2007年12月
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H. Iwasaki, M. Yoshida, T. Takei,
Y. Kouhara, Y. Hatate

Development of environment-frendly lead-free boronate 
glasses

The 20th International Symposium on
Chemical Engineering, OC-02,
(Taejeon, Korea)

2007年12月

T. Fujimura, M. Yoshida,
T.Takei, Y. Hatate

Electro-responsive microsphere by molecular imprint 
technique

The 20th International Symposium on
Chemical Engineering, OF-08,
(Taejeon, Korea)

2007年12月

塩盛 弘一郎*, 新留 かおり*, 
竹内 苑美*, 清山 史朗*, 
吉田 昌弘, 幡手 泰雄

中空フェノール樹脂微粒子の調製とその構造制御 化学工学会７３年会, P124（静岡大学） 2008年3月

畑中 千秋, 幡手 泰雄,
吉田昌弘

水素酸化バクテリアによる排水中の硝酸性窒素除去 化学工学会７３年会, P116（静岡大学） 2008年3月

幡手 泰雄, 吉田 昌弘 機能性マイクロカプセルの応用技術開発 化学工学会７３年会, XD205（静岡大学） 2008年3月

武井 孝行, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

有用微生物内包カプセル化製剤の開発 化学工学会７３年会, O303（静岡大学） 2008年3月

吉田 昌弘, 柳 和美, 武井 孝行, 
幡手 泰雄, 塩盛 弘一郎*, 
清山 史朗*

マイクロカプセル化殺虫製剤の機能性評価 化学工学会７３年会, O304（静岡大学） 2008年3月

水田　敬, 木屋 豊明, 下堀 陽佑,
大沢 健治*, 鶴田克也*, 
松本 利達

ヒートパイプ型ヒートスプレッダの伝熱特性 化学工学会第７３年会, 静岡 2008年3月

北沖 憲和, 水田 敬, 岩戸 成晃,
松本 利達

多成分系鉛直管内固液二相流動層の流動特性 化学工学会第７３年会, 静岡 2008年3月

水田 敬 動画像処理法を用いた高精度スカラ場測定法 化学工学に関する沖縄ワークショップ,
研究シーズ発表会

2008年2月

水田 敬, 木屋 豊明, 下堀 陽佑,
大沢 健治*, 鶴田 克也*,
松本 利達

ヒートパイプ型ヒートスプレッダの伝熱特性 化学工学会第７３年会, 静岡 2008年3月

北沖 憲和, 水田 敬, 岩戸 成晃,
松本 利達

多成分系鉛直管内固液二相流動層の流動特性 化学工学会第７３年会, 静岡 2008年3月

T. Tsutsui, K. Ijichi, I. Endo Conversion of Biomass Derived Intermediates into 
Petrochemicals As a Novel Technology for Biorefinery

15th European Biomass Conference & 
Exhibition, Berlin, Germany, OA9.2

2007年5月

T. Tsutsui, I. Endo, K. Ijichi A New Route for the Conversion of Biomass-Derived 
Intermediates into Petrochemicals for Biorefinery

Chemical Reactor Engineering XI, Bilbao, 
Spain,  GP8-56

2007年8月

建築学科

野村 正憲, 鈴木 健二, 友清 貴和 医療制度改革に伴う療養病床の増改築に関する事例
研究

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
E-1, pp. 357-358

2007年8月

山花 泰三, 鈴木 健二, 友清 貴和 介護保険導入に伴う養護老人ホームの対応に関する
研究

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
E-1, pp. 309-310

2007年8月

木室 航, 鈴木 健二 立体都市計画制度を利用した既存不適格百貨店の増
改築に関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.141-144

2008年3月

佐藤 千草, 山花 泰三, 鈴木 健二 分節型保育室を用いた保育所における生活展開に関
する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.1-4

2008年3月

堤 香織, 野村 正憲, 鈴木 健二 医療制度改革に伴う療養病床の個室ユニット化に関す
る事例研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.25-28

2008年3月

津野田 祐基, 吉田 健太, 
山花 泰三,鈴木 健二

地域再生計画を活用した廃校校舎の転用手続きに関
する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.129-132

2008年3月

徳田 光弘, 友清 貴和 2006年鹿児島県北部豪雨災害における商店街の被害
と復旧状況

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
E-2, pp.401-402

2007年8月



口頭発表 （*印は学外者）（*印は学外者）

発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

徳田 光弘, 友清 貴和 商店街被災者からみた豪雨災害の復旧状況と課題 鹿児島大学工学部研究報告, 第49号,
 pp. 71-78

2007年10月

徳田 光弘, 友清 貴和 豪雨災害の被災事業者評価に基づく事業復興過程の
特性

地域安全学会梗概集, No.21, pp.129-134 2007年11月

徳田 光弘, 友清 貴和, 川内 英樹 豪雨災害一年経過時点の被災商店主意識から捉える
商売再建の実態と課題

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.137-140

2008年3月

古川 惠子*, 三堂 早紀子, 
金久 絵里, 友清 貴和

予測される生活サービスの事例抽出- 少子高齢と人口
減少社会に対応した生活サービスの再構築に関する
研究(その1 ) -

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）,
建築計画,E-1,pp.379-380

2007年8月

三堂 早紀子, 金久 絵里, 
古川 惠子*, 友清 貴和

抽出した生活サービスの類型化と分析- 少子高齢と人
口減少社会に対応した生活サービスの再構築に関す
る研究(その2 ) -

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）,
建築計画,E-1,pp.381-382

2007年8月

金久 絵里, 三堂 早紀子, 
古川 惠子*, 友清 貴和

地理情報を加味した生活サービスの展開事例
- 少子高齢と人口減少社会に対応した生活サービスの
再構築に関する研究(その3 ) -

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）,
建築計画,E-1,pp.383-384

2007年8月

長谷部 裕子, 友清 貴和, 
徳田 光弘

市町村合併に伴うコミュニティ施設再編のための指標
抽出

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.37-40

2008年3月

三堂 早紀子, 金久 絵里, 
友清 貴和,本間 俊雄

提供形態に注目した生活サービスモデルの構築
-少子高齢と人口減少社会に対応した生活サービスの
再構築に関する研究(その１)-

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.41-44

2008年3月

金久 絵里, 三堂 早紀子, 
友清 貴和,本間 俊雄

地理情報を加味した生活サービス拠点の再構築に関
する研究
-少子高齢と人口減少社会に対応した生活サービスの
再構築に関する研究(その２)-

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.45-48

2008年3月

姫 野, 友清 貴和, 境野 健太郎 中国の社会構造の変化による｢社区｣の形成と高齢化
社会への対応に関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.53-56

2008年3月

吉田 慎一，松村 和雄 地震調査研究推進本部の地震ハザードを用いた建築
物の震害予測

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・１，構造系，pp.301-304

2008年3月

櫻間 一徳，松村 和雄 地震動強さの基準化の指標と鋼構造物の最大時震央
等の分布

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・１，構造系，pp.305-308

2008年3月

平良 祥太，松村 和雄 弾塑性構造物の最大応答と地震動強さのパルスに基
づいた指標に関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・１，構造系，pp.309-312

2008年3月

松木 和彦, 塩屋 晋一 U字型金物を用いる木造骨組の接合部に関する研究
(接合部の曲げせん断実験)　

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州） , 
構造Ⅳ, pp.121-122

2007年8月

大川 光雄, 塩屋 晋一, 
岡元 夕弥

圧縮抵抗型ブレースを用いる既存RCピロティ架構の耐
震補強に関する実験(その1．ブレースを圧縮降伏させ
る場合と全体曲げ降伏させる場合)　

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州） , 
構造Ⅳ, pp.553-554

2007年8月

岡元 夕弥, 塩屋 晋一, 大川 光雄 圧縮抵抗型ブレースを用いる既存RCピロティ架構の耐
震補強に関する実験(その2．実験結果)　

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州） , 
構造Ⅳ, pp.555-556

2007年8月

寺光 秀徳, 有馬 桃子, 松木 和彦, 
塩屋 晋一

プレストレスを導入する木造ラーメンの剛接合法に関す
る研究　その１.剛接合法と十字型骨組の水平加力実
験の概要

日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 221-224

2008年3月

寺光 秀徳, 有馬 桃子, 松木 和彦, 
塩屋 晋一

プレストレスを導入する木造ラーメンの剛接合法に関す
る研究　その２.接合部と梁の挙動及びプレストレス効果

日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 225-228

2008年3月

有馬 桃子, 松木 和彦, 寺光 秀徳, 
塩屋 晋一

プレストレスを導入する木造ラーメンの剛接合法に関す
る研究　その３.接合部端のM‐Θ関係の評価モデル

日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 229-232

2008年3月

有馬 桃子, 松木 和彦, 寺光 秀徳, 
塩屋 晋一

プレストレスを導入する木造ラーメンの剛接合法に関す
る研究　その４.評価モデルによる計算結果と大断面骨
組での試算

日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 233-236

2008年3月

渡辺 達也, 塩屋 晋一 曲げ降伏する腰壁･たれ壁付RC柱の終局変形に関す
る研究　小型試験体による加力実験

日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 381-384

2008年3月
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谷川 正明, 塩屋 晋一 壁が偏心接合する腰壁・たれ壁・袖壁付RC柱のせん
断特性に関する研究  小型試験体による加力実験

日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 385-388

2008年3月

佐々木 泉, 塩屋 晋一 柱内部の応力分布性状を考慮したRC柱の曲げ解析 日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 389-392

2008年3月

岡元 夕弥，塩屋 晋一，
大川 光雄

圧縮ブレースを用いる既存RC造ピロティ架構の
耐震補強に関する研究  
梁接合部の支圧耐力の設計式の検討

日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 317-320

2008年3月

岡元 夕弥，塩屋 晋一，大川 光雄 圧縮ブレースを用いる既存RC造ピロティ架構の耐震補
強に関する研究  荷重‐変形角関係の解析

日本建築学会研究報告, 九州支部, 
第47号・1,  構造系,　pp. 321-324

2008年3月

岩下 一徹, 皆川 洋一, 山本 憲司, 
中村 達哉

水の入った円筒タンクの非線形振動応答に関する実験
的研究‐歪計測位置の違いによる応答の比較と考察

日本建築学会九州支部報告, 
第47号・1,  構造系,　pp.561-562

2008年3月

山本 憲司, 皆川 洋一 浮き屋根を有する二次元液体貯槽の非線形
スロッシング解析

日本建築学会九州支部報告, 
第47号・1,  構造系,　pp.537-540

2008年3月

山本 憲司, 皆川 洋一 二次元任意形状容器における完全流体の非線形
スロッシング有限要素解析

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
B-1, pp.303-304

2007年8月

田栗 孝憲, 木方 十根 地方における都市と大学の関係性に関する基礎的
研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.49-52

2008年3月

田中 文恵, 木方 十根 キャプション評価法を用いた都市景観の評価と
パブリックスペースの使われ方に関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.221-224

2008年3月

福元 美沙, 木方 十根 近代鹿児島における郊外住宅地の形成 日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.289-292

2008年3月

布田 周作, 木方 十根 旧都市計画法による鹿児島公演計画に関する研究
 -計画地の選定手法について-

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.293-296

2008年3月

岩元 俊輔, 木方 十根 鹿児島県下の戦災復興都市計画における広場に
関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.301-304

2008年3月

岸本 友恵, 木方 十根 都市計画区域の制定にみる草創期の鹿児島都市計画
の課題

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.305-308

2008年3月

王 東揚, 木方 十根 中国におけるハイテク産業集積地域に関する研究
 -国家高新技術産業開発区と母都市の関係性に関す
る統計的な考察-

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.397-400

2008年3月

富山 晃一, 木方 十根 桜島地域の景観構造の分析と景観計画への基礎的
考察

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.525-528

2008年3月

中村 直人, 木方 十根 霧島における景観形成に関する研究
 -国立公園の整備と観光開発-

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.537-540

2008年3月

益田 亜季, 木方 十根 奄美大島におけるカトリック教会建築に関する研究 日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.693-696

2008年3月

T. Honma and K. Nozui* Structural morphogenesis by the genetic algorithms 
selecting decent solution with diversity

Conference Abstracts, p.250, International 
Conference on Computational Methods

2007年4月

堀切 秀作, 本間 俊雄 多目的構造最適化のための解の多様性を考慮した
遺伝的アルゴリズム

計算工学講演会論文集, Vol.12, No.1,
pp.253-256

2007年5月

坂中 玲子, 本間 俊雄, 森 哲也 曲面を滑らかに被う平面膜シートの立体裁断図解析 環瀬戸内応用数理研究部会
第11回シンポジウム資料集, pp.48-53

2007年6月

本間 俊雄, 堀切 秀作 最適化問題における多種多様な優良解獲得を目指し
た遺伝的アルゴリズムと解空間の状況

環瀬戸内応用数理研究部会
第11回シンポジウム資料集, pp.54-59

2007年6月

坂中 玲子, 本間 俊雄 非抗圧性を考慮した膜構造の動的応答解析 日本建築学会大会学術講演梗概集(九州), 
B-1, pp.905-906

2007年8月

出水 里枝, 本間 俊雄, 友清 貴和, 
瀬戸口 晴美*

心理量を考慮した自己組織化臨界状態解析による
街路景観評価

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）,
 E-1, pp.1143-1144

2007年8月
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加世田 朋子, 本間 俊雄, 
友清 貴和

GA系解法による比較的評価のよい解(優良解)を
活用した低層集合住宅の配置計画

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）,
 E-1, pp.645-646

2007年8月

堀切 秀作, 本間 俊雄 優良解探索を考慮した遺伝的アルゴリズムによる
鋼構造物の多目的最適化

コロキウム構造形態の解析と創生2007, 
日本建築学会, pp.39-44 

2007年10月

本間 俊雄 構造形態創生と優良解とアルゴリズミック･デザイン 第30回情報･システム･利用･技術シンポジウ
ム研究集会, 日本建築学会, pp.239-241

2007年12月

出水 里枝, 本間 俊雄, 友清 貴和 感性工学手法を導入した街路景観の再評価
‐麓地区の景観特性について‐

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.225-228

2008年3月

佐伯 裕介, 本間 俊雄 骨組と張力材による複合構造の幾何学的非線形解析 
-骨組構造変位仮定と張力構造座標仮定を融合させた
有限要素法-

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・1, 構造系, pp. 553-556 

2008年3月

矢山 正大, 本間 俊雄 膜構造物の初期設計支援システムに関するコンセプト
と試作システム

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・1, 構造系, pp.541-544

2008年3月

堀切 秀作, 本間 俊雄 優良解探索を考慮した遺伝的アルゴリズムによる
鋼構造物の形態創生

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・1, 構造系, pp.533-536

2008年3月

坂中 玲子, 森 哲也, 本間 俊雄 風荷重を受けるケーブル膜構造物の動的挙動に
関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・1, 構造系, pp.557-560

2008年3月

森 哲也, 本間 俊雄 ケーブルを導入した膜構造物の裁断図解析 日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・1, 構造系, pp.549-552

2008年3月

鈴木 陽介*, 近藤 靖史*, 
吉野 一*,荻田 俊輔*, 
藤田 美和子*, 長澤 康弘

業務用電化厨房の換気・空調に関する研究(その3)　
排気フードからの逸流とフード形状に関する検討

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.729-730

2007年8月

菊地裕介*, 近藤靖史*, 岩前篤*, 
長澤康弘, 藤本哲夫*, 田坂太一*

断熱材の長期性能評価に関する研究(その4)　販売段
階および解体段階における断熱材の性能の実態調査

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.79-80

2007年8月

田坂太一*, 近藤靖史*, 長澤康弘, 
藤本哲夫*, 菊地裕介*

断熱材の長期性能評価に関する研究(その5)　発泡プラスチック系断熱材の長期性能実験と促進試験の検討日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.81-82

2007年8月

長澤康弘, 近藤靖史*, 藤本哲夫*, 
菊地裕介*, 田坂太一*

断熱材の長期性能評価に関する研究(その6)　発泡プ
ラスチック系断熱材の長期性能と被覆層の影響に関す
る数値解析

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.82-83

2007年8月

長澤 康弘, 近藤 靖史*, 岩前 篤*, 
藤本 哲夫*, 菊地 裕介*, 
田坂 太一*

断熱材の長期性能評価に関する研究 第37回熱シンポジウム講演梗概集 pp.37-44 2007年12月

児島 輝樹, 斉藤 孝一郎*, 
武田 和大, 曽我 和弘, 赤坂 裕*

ブラインド内蔵窓を有する住宅居室の照度測定 日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-1, pp.399-400

2007年8月

筒井 陽介, 福留 伸高, 武田 和大, 
長澤 康弘, 曽我 和弘, 赤坂 裕*, 
村橋 喜満*, 川上 寛明*

通気層を有する外壁・屋根の遮熱・断熱技術の定量的
評価　その11　室内表面温度分布と放射熱環境の比
較

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.131-132

2007年8月

今里 淳平, 福留 伸高, 武田 和大, 
長澤 康弘, 曽我 和弘, 赤坂 裕*, 
村橋 喜満*, 川上 寛明*

通気層を有する外壁・屋根の遮熱・断熱技術の定量的
評価　その14　年間を通した空調の省エネルギー効果

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.137-138

2007年8月

福留 伸高, 今里 淳平, 武田 和大, 
長澤 康弘, 曽我 和弘, 赤坂 裕*, 
村橋 喜満*, 川上 寛明*

通気層を有する外壁・屋根の遮熱・断熱技術の定量的
評価　その15 外調機運転に伴う室内温熱環境への影
響

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.139-140

2007年8月

宮田 将司, 今里 淳平, 福留 伸高,
武田 和大, 曽我 和弘, 赤坂 裕*

家庭用冷蔵庫の消費電力 日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.223-224

2007年8月

曽我 和弘, 藤園 武史* 波長別日射量の推定法に関する基礎的研究　その３ 
晴天指数とエアマスを考慮した波長別全天日射量の
推定法

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）, 
D-2, pp.231-232

2007年8月

山際 賢一, 曽我 和弘, 藤園 武史* 波長別日射量の推定法に関する基礎的研究その4 
晴天指数・エアマス・可降水量を考慮した波長別全天
日射量の推定法 

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・2, pp.165-168

2008年3月
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児島 輝樹, 曽我 和弘, 藤園 武史* 波長別日射量の推定法に関する基礎的研究その5 
波長別天空日射量の推定にエアマスが与える影響の
検討

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・2, pp.169-172

2008年3月

窪田 真樹, 曽我 和弘 赤外域日射量の推定法に関する基礎的研究 日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・2, pp.173-176

2008年3月

黒澤 良太, 曽我 和弘 光合成有効放射量の推定法に関する基礎的研究 日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・2, pp.177-180

2008年3月

筒井 陽介, 今里 淳平, 福留 伸高,
武田 和大, 長澤 康弘, 曽我 和弘,
赤坂 裕*, 村橋 喜満*, 川上 寛明*

遮熱外壁と屋根を有する試験家屋の温熱環境と省エ
ネルギー性能の比較(その8) 冬季・夏季の非空調時に
おける温熱環境の測定

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・2, pp.209-212

2008年3月

今里 淳平, 筒井 陽介, 福留 伸高, 
武田 和大, 長澤 康弘, 曽我 和弘, 
赤坂 裕*, 村橋 喜満*, 川上 寛明*

遮熱外壁と屋根を有する試験家屋の温熱環境と省エ
ネルギー性能の比較（その9） 梅雨季・夏季の空調時
における温熱環境と消費エネルギーの測定

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・2, pp.213-216

2008年3月

福留 伸高, 筒井 陽介, 今里 淳平, 
武田 和大, 長澤 康弘, 曽我 和弘, 
赤坂 裕*, 村橋 喜満*, 川上 寛明*

遮熱外壁と屋根を有する試験家屋の温熱環境と省エ
ネルギー性能の比較(その10) 夏季の屋根に導入した
遮熱技術の各効果

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・2, pp.217-220

2008年3月

田上 ゆ里, 曽我 和弘 甲突川を通過する海陸風が周辺の熱環境に及ぼす影
響

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・2, pp.453-456

2008年3月

藤川 誠, 安山 宣之 医療施設を活用した中心市街地整備に関する研究-鹿
児島市谷山における考察‐

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.481-484

2008年3月

大南 真理子, 安山 宣之 鹿児島市谷山地区における中心市街地整備課題の考
察‐副都心としての位置づけの変遷‐

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.489-492

2008年3月

清野 正司, 安山 宣之 名山町3番街区における持続的都市改修に関する基
礎的研究（１）‐街区整備の課題と分析‐

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.501-504

2008年3月

山崎 済, 安山 宣之 名山町3番街区における持続的都市改修に関する基
礎的研究（２）‐街区整備に向けての考察‐

日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.505-508

2008年3月

櫻井 裕, 安山 宣之 かげ空間を活用した屋外空間整備指針の作成 日本建築学会研究報告，九州支部，
第47号・3，計画系，pp.597-600

2008年3月

安山 宣之 開放系の建築 日本建築家協会九州支部大会2007
鹿児島市立文学館

2007年10月

安山 宣之 近作住宅を語る ＮＰＯ法人鹿児島インテリアコーディネーター
協会2007年総会

2007年12月

加世田 朋子, 山花 泰三, 
松尾 昌太郎, 木方 十根, 
安山 宣之

Newlandscape in Kagoshima シンポジウム Ｉｔａｌｙ-Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ
　”ＬＡＮＤＳＣＡＰＥ”　　イタリア文化会館

2007年10月

海洋土木工学科

久保 直哉, 木村 至伸, 河野 健二 動的相互作用系の損傷評価に関する基礎的研究 土木学会第62回年次学術講演会講演概要
集, 1-321, pp. 637-638

2007年9月

島 佳奈子, 河野 健二 入力位相差を考慮した免震橋梁構造物の地震応答特
性に関する基礎的研究

土木学会第62回年次学術講演会講演概要
集, 1-338, pp. 671-672

2007年9月

下玉利 光恵, 河野 健二, 
木村 至伸

海洋構造物の動的応答を用いた損傷評価法に関する
基礎的研究

平成19年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, I-033, pp.65-66

2008年3月

中村 ゆかり, 木村 至伸, 河野 健二 損傷指標を用いた耐震性能評価に及ぼす余震の影響
に関する研究

平成19年度土木学会西部支部研究発表会
講演概要集, I-048, pp.95-96

2008年3月

松元 淳一, 武若 耕司, 櫨原 弘貴, 
吉田 誠, 山口 明伸

塩害‐炭酸化複合劣化環境に曝されたコンクリート中
の鉄筋腐食と自然電位の関係

土木学会第62回年次学術講演会, 5-077 2007年9月

吉田 誠, 武若 耕司, 櫨原 弘貴, 
山口 明伸, 三田 和郎*

吹付けコンクリートとエポキシ樹脂塗装鉄筋を併用した
補強土工法の長期耐久性に関する研究

土木学会第62回年次学術講演会, 5-486 2007年9月



口頭発表 （*印は学外者）（*印は学外者）

発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

中崎 豪士, 武若 耕司, 山口 明伸, 
前田 聡*, 佐藤 裕考*

海洋暴露されたシラスコンクリートの耐久性に関する基
礎的研究

土木学会第62回年次学術講演会, 5-504 2007年9月

山口 明伸, W. Juegen*, 
M. Raupach*

マクロセル腐食に寄与するカソード反応領域に関する
一考察

土木学会第62回年次学術講演会, 5-531 2007年9月

上村 淳也, 武若 耕司, 
小出 美佐都, 山口 明伸

シラスコンクリートの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-8, pp.729-730

2008年3月

森高 康行, 武若 耕司, 
松元 淳一, 山口 明伸

温泉環境下におけるコンクリート中の鋼材腐食性状モ
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-15, pp.743-744

2008年3月

松山 庸輔, 島内 陽輔, 松本 進 短繊維を用いたケミカルプレストレストコンクリートの力
学特性に関する基礎的研究

土木学会西部支部研究発表会講演概要集, 
V-35, pp.783-784

2008年3月

梅木 真理, 武若 耕司, 松元 淳一,
山口 明伸

塩害‐炭酸化複合劣化抑制のための高炉スラグ微粉
末の最適使用量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-44, pp.801-802

2008年3月

白澤 直, 武若 耕司, 櫨原 弘貴,
山口 明伸

コンクリートの含水状態がケイ酸質系表面含浸材の浸
透に及ぼす影響について

土木学会西部支部研究発表会講演概要集, 
V-46, pp.805-806

2008年3月

清水 鉄兵, 武若 耕司, 
川俣 孝治*, 山口 明伸

コンクリート構造物における電気化学防食工法の適用
性の可能性について

土木学会西部支部研究発表会講演概要集, 
V-52, pp817-818

2008年3月

浅野 敏之 樹木形態を考慮した海岸林の津波減衰モデル 平成19年度日本海岸林学会研究発表会
要旨集, pp.24-27

2007年11月

白橋朋大, 柿沼太郎, 浅野敏之,
佐藤道郎

甑島の分岐した湾で発生する長周期水位変動につい
て

土木学会西部支部研究発表会 2008年3月

中村隆志, 柿沼太郎, 浅野敏之,
佐藤道郎

VOF 法を用いた潜堤上の波浪解析 土木学会西部支部研究発表会 2008年3月

T. Kakinuma, K. Nakayama* Derivation and application of a set of equations for 
strongly nonlinear and strongly dispersive surface/
internal waves

2008 Ocean Sciences Meeting 2008年3月

K. Nakayama*, T. Kakinuma Internal waves in a two-layer system using fully 
nonlinear internal-wave equations

2008 Ocean Sciences Meeting (poster session) 2008年3月

日高 公広, 山城 徹 日本南岸における異常潮位の特性 平成19年度鹿児島リモートセンシング
研究発表会要旨集, pp.5-8

2008年3月

又野 友之輔, 西 隆一郎*, 山城 徹 インレットの安定性に関する基礎的研究 平成19年度鹿児島リモートセンシング
研究発表会要旨集, pp.9-12

2008年3月

鈴木 隆文, 北村 良介, 駒走 裕二* 大隅降下軽石の土質特性に関する一考察 第42回地盤工学研究発表会, pp.711-712 2007年7月

大坪 智博*, 北村 良介, 下川 大介 不飽和まさ土のせん断特性に関する一考察 第42回地盤工学研究発表会, pp.753-754 2007年7月

和田 卓*, 荒木 功平*, 北村 良介 北村モデルにおける粒子接点変化率について 第42回地盤工学研究発表会, pp.755-756 2007年7月

新屋敷 和明, 田ノ上 春雄*,
北村 良介

軟弱地盤における強度評価と基礎工法の選定 第42回地盤工学研究発表会, pp.1371-1372 2007年7月

宮本 裕二*, 荒木 功平*, 
北村 良介

不飽和土の水分特性曲線と締固め曲線に関する一考
察

第42回地盤工学研究発表会, pp.1045-1046 2007年7月

酒匂 一成*, 菅野 智之*, 
深川 良一*, 安川 郁夫*, 
北村良介

降雨時におけるまさ土斜面の安定性の定量的評価に
関する一考察

第42回地盤工学研究発表会, pp.1957-1958 2007年7月

松元 真一*, 酒匂 一成*,
北村 良介

二層不飽和土の保水・浸透特性に関する一考察 第62回土木学会年次学術講演会（III部）,
pp.193-194

2007年9月

鈴木 隆文*, 宮本 裕二*, 
北村 良介

多孔質粒子からなる土の土質試験法について 第62回土木学会年次学術講演会
（共通セッション）, pp.415-416

2007年9月
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北村 良介, 中田 文雄*, 
赤崎 秀敏*,板井 秀典*, 
宇都 洋一, 片山 辰雄*,
黒木 久達*, 林 篤*, 三田 和朗*,
八百山 孝*

物理探査手法によるシラス地盤に現存する特殊地下壕
探査の実証実験（２）

（社）物理探査学会第117回学術講演会,
pp.215-218

2007年10月

八坂 渚, 鈴木 隆文, 北村 良介 赤外線装置を利用した降下軽石（ぼら）の締固め試験
に関する一考察

平成19年度土木学会西部支部研究発表会,
講演概要集，pp.349-350

2008年3月

松崎 陽介, 城本 一義, 北村 良介 新留小学校（休校中）における現地計測スステムの結
果と考察

平成19年度土木学会西部支部研究発表会,
講演概要集，pp.481-482

2008年3月

田中 祥司、竹原 晋平、北村 良介 奄美諸島に分布する赤土等の土質特性と不飽和浸透
試験

平成19年度土木学会西部支部研究発表会,
講演概要集，pp.505-5063

2008年3月

K. Sako, R. Kitamura, R. Fukagawa 
and I. Yasukawa

Monitoring and warning system for slope failure due to 
heavy rainfall

Proc. Indo-Japan Workshop on “Recent 
Advances in Geotechnical Engineering”, CD-
ROM

2008年3月

R. Kitamura, K. Sako, K. Araki and 
Y. Miyamoto

Kitamura models for unsaturated soil Proc. International Engineering Research 
Conference (Univ. of San Carlos, 
Philippines) , pp.5B1~4 

2008年3月

山本 健太郎 上界法を用いた斜面上の直接基礎の地震時支持力 第42回地盤工学研究発表会, pp.1351-1352 2007年7月

平 瑞樹、山本 健太郎、
荒牧 憲隆*, 岡安 崇史*,

有限要素解析によるしらす斜面の安定性 第42回地盤工学研究発表会, pp.2029-2030 2007年7月

山本 健太郎、平 瑞樹 斜面災害における数値解析・シミュレーション技術の果
たしてきた役割

九州における地盤災害と防災技術に関する
研究委員会報告書, p.63

2007年11月

山本 健太郎、平 瑞樹 極限解析による斜面上の直接基礎の地震時支持力特
性

九州における地盤災害と防災技術に関する
研究委員会報告書, pp.76-79

2007年11月

平 瑞樹、山本 健太郎、
荒牧 憲隆*,

有限要素解析による斜面内部の変形挙動 九州における地盤災害と防災技術に関する
研究委員会報告書, pp.80-85

2007年11月

平 瑞樹、山本 健太郎、
荒牧 憲隆*,

弾塑性有限要素解析による斜面の変形挙動 自然災害研究協議会西部地区部会報・論文
集-32号, pp.81-84

2008年2月

情報工学科

勝間 大輔，渡邊 睦 隠蔽関係の解析に基づく三次元画像認識 第２１回人工知能学会全国大会予稿集，
３Ｃ９‐１

2007年6月

徳田 裕季，勝間 大輔，
清水 大輔，渡邊 睦

サルの視覚認識における特徴解明に関する研究 情報処理学会研究報告
コンピュータビジョンとイメージメディア
（CVIM），Vol.2007-CVIM-159，pp.43-50

2007年5月

山田 純一，外園 宙，山中 隆，
古賀 由紀夫，渡邊 睦

複数移動ロボットにおける相互追跡の研究 情報処理学会研究報告
コンピュータビジョンとイメージメディア
（CVIM），Vol.2007-CVIM-159，pp.161-166

2007年5月

外園 宙，山田 純一，山中 隆，
古賀 由紀夫，渡邊 睦

天井ステレオカメラと移動ロボット搭載センサの統合処
理による環境学習

情報処理学会研究報告
コンピュータビジョンとイメージメディア
（CVIM），Vol.2007-CVIM-159，pp.167-174

2007年5月

崎田 隆行，鹿嶋 雅之，
佐藤 公則，渡邊 睦

指先トラッキングとその軌跡抽出を用いた個人認証に
関する研究

電子情報通信学会研究報告
パターン認識・メディア理解（PRMU），Vol.
107，No.384，pp.59-64

2007年12月

山中 隆，古賀 由紀夫，外園 宙，
山田 純一，鹿嶋 雅之，
佐藤 公則，渡邊 睦

規範フロー場と実フロー場の差異解析による路上障害
物の検出と危険度呈示に関する研究

電子情報通信学会研究報告
パターン認識・メディア理解（PRMU），Vol.
107，No.427，pp.195-202

2008年1月

大野 敬弘，鹿嶋 雅之，
佐藤 公則，渡邊 睦

手形状認識によるセキュリティキー入力システムに関す
る研究

電子情報通信学会研究報告
パターン認識・メディア理解（PRMU），Vol.
107，No.427，pp.325-332

2008年1月
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佐藤 公則 赤外線カメラを用いた手形状認識によるセキュリティ
キー入力装置

南九州発新技術説明会, pp.45-50 2008年1月

山田 純一，外園 宙，山中 隆，
鹿嶋 雅之，佐藤 公則，渡邊 睦

追跡ロボットにおける対象消失問題の解決に関する研
究

電子情報通信学会研究報告
パターン認識・メディア理解（PRMU）, Vol.
107，No.538,539，pp.469-476

2008年3月

濱田 未来，福添 孝明，福山 洸太,
鹿嶋 雅之，佐藤 公則，渡邊 睦

動画像処理による人物内部状態推定の研究  火の国情報シンポジウム2008論文集，
A-1-2

2008年3月

H. Ono, H. Uchiyama Voluntary activity of neurons projecting centrifugally to 
the retina

第30回日本神経科学大会 2007年7月

内山 博之，大野 裕史 向網膜系の機能的意義 第１１回　視覚科学フォーラム 2007年10月

大野 裕史，福永 貴大，
内山 博之

視覚誘導性行動時における向網膜神経細胞の活動 電子情報通信学会MEと
バイオサイバネティックス研究会

2008年3月

福永 貴大，山口 隆一，
津上 亮太，大野 裕史，
内山 博之

視覚探索における向網膜系の寄与 電子情報通信学会MEと
バイオサイバネティックス研究会

2008年3月

尾上 博規, 渕田 孝康, 
村島 定行

WEBの文書構造による単語間の関連度の算出法 第60回電気関係学会九州支部連合大会, 
講演予稿集, 10-1A-03

2007年9月

橋口 航, 渕田 孝康, 村島 定行 細分割曲面を用いた直感的形状モデリングにおけ
る制御点の自動追加

第60回電気関係学会九州支部連合大会, 
講演予稿集, 10-1P-05

2007年9月

松田 大輔, 福元 伸也,
渕田 孝康, 村島 定行

高校野球ランキングシステムの提案 第60回電気関係学会九州支部連合大会,
講演予稿集, 10-1P-14

2007年9月

坂口 直秀, 平松 章,
渕田 孝康, 村島 定行

大きさの違う領域に区割りした場合の予測符号化
に関する研究

第60回電気関係学会九州支部連合大会, 
講演予稿集, 09-2A-06

2007年9月

大迫 英一郎, 村島 定行,
渕田 孝康

表要素を用いた連続状態空間におけるQ学習 第60回電気関係学会九州支部連合大会,
講演予稿集, 11-2A-06

2007年9月

岡村 正幸, 渕田 孝康, 
村島 定行

表要素を用いたQ学習における表要素の分割 第60回電気関係学会九州支部連合大会,
講演予稿集, 11-2A-07

2007年9月

有馬 智之, 二宮 公紀 繊維素のモデル化とにじみ表現との関連に関する研究 第15回電子情報通信学会学生会講演会，
A-20

2007年9月

徳永 将晃, 二宮 公紀 GIS利用による都市型建築の住居環境の評価 第15回電子情報通信学会学生会講演会，
D1-17

2007年9月

福元 伸也, 宮島 廣美, 
村島 定行

ファジィ理論を考慮した形態学的連想記憶 第23回ファジィシステムシンポジウム講演論
文集 p. 701

2007年8月

福元 伸也, 小畑 智広, 
村島 定行

Wikiによる外来語言い換え辞書システムの構築 第60回電気関係学会九州支部連合大会
講演予稿集　p. 10-2P-07

2007年9月

S. Ono, K. Morinaga, S. Nakayama Barcode Design by Evolutionary Computation International Symposium on Artificial Life 
and Robotics (AROB 13th '08), pp.630-633

2008年1月

M. Kurose, T.Imabeppu, S. Ono,
S. Nakayama

Discrete Particle Swarm Optimization for Number 
Partitioning Problem

International Symposium on Artificial Life 
and Robotics (AROB 13th '08), pp.646-649

2008年1月

A. Serag, S. Ono, S. Nakayama Using Interactive Evolutionary Computation to Generate 
Creative Building Designs

International Symposium on Artificial Life 
and Robotics (AROB 13th '08), pp.650-653

2008年1月

W. Ngenkaew, S. Ono, S. 
Nakayama

Ant-Based Clustering with Multiple Deposited 
Pheromones and Simple Ant Memory

The 10th IASTED International Conference 
on Intelligent Systems and Control (ISC2007)

2007年12月

岩川 建彦, 小野 智司, 中山 茂 分散アプリケーションのためのEspace言語の開発 第26回計測自動制御学会九州支部学術講
演会, 203A4

2007年12月

R.A.I. Casco, S. Nakayama,
S. Ono, S., H. Miyakawa

Optimizing Virtual Learning Environments for Effective 
Educational Experiences

15th International Conference on Computers 
in Education, Doctoral Student Consortium
(ICCE2007)

2007年11月
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W. Ngenkaew, S. Ono, S. 
Nakayama

Multiple Pheromone Deposition In Ant-Based 
Clustering

The IASTED International Conference on
Advances in Computer Science and 
Technology (ACST2007),  No.559-126, 
pp.432-436

2007年11月

S. Ono, Y. Hirotani, S. Nakayama Multiple Solution Search Based on Hybridization of 
Real-Coded Evolutionary Algorithm and Quasi-Newton 
Method

IEEE Congress on Evolutionary
Computation(CEC2007), pp.1133-1140

2007年9月

S. Ono, Y. Hirotani, S. Nakayama A Hybrid Algorithm of Immune Algorithm and Gradient 
Search for Multiple Solution Search

The Second International Conference on
Innovative Computing, Information and
Control(ICICIC2007), B08-08

2007年9月

中山 茂, 今別府 孝洋, 小野 智司 Quantum-Inspired Evolutionary Algorithmにおける対
交換戦略の検討

電気関係学会第60回九州支部連合大会,  
11-2A-01

2007年9月

小野 智司 携帯電話上の私的情報を用いたオンデマンドバスの経
路予測

新技術説明会
 (キャンパス・イノベーションセンター東京及
び独立行政法人科学技術振興機構主催),資
料集pp.73-76

2007年7月

小野 智司, 中山 茂 携帯電話を用いた分散組合せ最適化 第21回人工知能学会全国大会2007, 1E1-2 2007年6月

中山 茂, 今別府 孝洋, 小野 智司 NP困難な問題における量子風進化的アルゴリズムの
研究

第51回システム制御情報学会研究発表講演
会, 5F4-6

2007年5月

Ichiro Iimura*, 
Shigeru Nakayama

Consideration on Stimulative Processing 
for Queen Ant Strategy in Swarm Intelligence

The Second International Conference on 
Innovative Computing, Information and 
Control(ICICIC2007), C26-01

2007年9月

I. Iimura*, R. Hirami*, Y. 
Moriyama,
S. Nakayama

Helical Crossover Method in Immune Algorithm: A 
Case for Job-Shop Scheduling Problem

Proc. of the 10th IASTED International 
Conference on Intelligent Systems 
and Control，Cambridge,Massachusetts,
USA, No.592-180　pp.263-268

2007年11月

I. Iimura*, S. Nakayama An Evolutionary Multiple Heuristic 
with Genetic Local Search for Solving TSP

International Workshop on Nonlinear 
Circuits and Signal Processing 
(NCSP'08),Gold Coast, Australia, March 6-8

2007年3月

I. Iimura*, S. Nakayama Study on Immune Algorithm with Helical Crossover in 
Job-shop Scheduling Problem

International Workshop on Nonlinear 
Circuits and Signal Processing 
(NCSP'08),Gold Coast, Australia, March 6-8

2007年3月

幸田 学*, 竹内 康人 撥弦楽器例えばハープの音高変更機構 に関する新し
い提案およびその実証実験 日本音響学会音楽音響
研究会

日本音響学会音楽音響研究会 2007年3月

幸田 学*, 竹内 康人 立箏という楽器の構想、構造およびそ の基礎実験 日本音響学会音楽音響研究会 2007年3月

生体工学科

T. Yoshihara, S. Takiguchi,
S. Kuba, M. Kimata, S. hashiguchi,
Y. Ito, T. Nakashima, K. Sugimura

Snapshots of amyloid beta 1-42 conformers by human 
antibody-displaying phage library

8th International Conference AD/Pd 2007, 
Neurodegenerative Dis 2007; 4 (suppl 1)

2007年4月

伊東 祐二, 坂元 孝太郎, 林田 潤,
畠中 孝彰, 杉村 和久

ヒト抗体IgG-Fc特異的ペプチドのデザインと性質 平成19年度日本生化学会九州支部例会,
講演要旨集　p52, 宮崎

2007年5月

田中 孝一, 吉原 智樹, 木全 将章, 
橋口周平, 伊東 祐二, 杉村 和久

アミロイドベータ 1-42（Aß1-42）の線維化を阻害する
Aßミミックペプチド

平成19年度日本生化学会九州支部例会, 
講演要旨集　p53, 宮崎

2007年5月

瀧口 祥, 吉原 智樹, 久場 小耶加,
橋口 周平, 伊東 祐二, 中島 敏博, 
杉村 和久

アミロイドb（Ab）1-42コンフォーマーに対するスナップ
ショット抗体の単離

平成19年度日本生化学会九州支部例会,
講演要旨集　p52, 宮崎

2007年5月
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黒川 恵, 久保田 俊也, 橋口 周平, 
佐々木 健,赤坂 一之, 西田 教行, 
片峰 茂,中島 敏博, 伊東 祐二, 
杉村 和久

ファージディスプレイ法を用いたプリオン蛋白フィブリル
特異的抗体の作製

平成19年度日本生化学会九州支部例会,
講演要旨集　p51, 宮崎

2007年5月

久保田 俊也, 黒川 恵, 橋口 周平,
佐々木 健, 赤坂 一之, 西田 教行,
片峰 茂, 中島 敏博, 伊東 祐二, 
杉村 和久

ヒト一本鎖抗体ファージライブラリーを用いたbシート型
オリゴマープリオン特異的抗体単離の試み

平成19年度日本生化学会九州支部例会, 
講演要旨集　p51, 宮崎

2007年5月

布矢 純一, 中島 敏博, 
立川（川名） 愛,  伊東 祐二,
杉村 和久, 岩本 愛吉

HIV 由来抗原ペプチドを提示したMHC class I/ペプチ
ド複合体に特異的に結合する単クローン抗体の作製す
る単クローン抗体の作製

第３４回東京大学医科学研究所
創立記念シンポジウム研究成果発表会

2007年5月

杉村 和久 特別講演　バクテリオファージとナノマシン ２００７年度第１回生体ナノマシン構造研究会 2007年5月

伊東 祐二 ファージライブラリによる新しい分子標的医薬の設計 ２００７年度第１回生体ナノマシン構造研究会 2007年5月

杉村 和久 ポスト抗体エンジニアリング：低分子化をめぐって ゲノム創薬フォーラム　第１８回談話会
ゲノム創薬における抗体医薬の新展開

2007年7月

伊東 祐二 ファージディスプレイによるペプチド、抗体ライブラリか
らの医薬品候補リガンドの探索

2007サマーシンポジウムタンパク質工学
研究の最近の進歩

2007年8月

杉村 和久 「次世代抗体技術の夢と現実」 ファージディスプレイ抗
体

バイオファイナンスギルド第３回セミナー, 東
京

2007年10月

畠中 孝彰, 林田 潤, ソニプティ, 
坂元 孝太郎, 伊東 祐二, 
橋口 周平, 杉村 和久

酸性条件下によって誘導されるヒトIgGの特異ペプチド
アフィニティカラムによる効率的な除去

第４４回ペプチド討論会 2007年10月

田中 孝一, 吉原 智樹, 瀧口 祥,
久場 小耶加, 橋口 周平, 
伊東 祐二, 杉村 和久

アミロイドベータ（Ａβ４２）オリゴマーと結合活性を有し
線維化を阻害する線維状Ａβ４２ミミックペプチド

第４４回ぺプチド討論会 2007年10月

K. Tanaka, T. Yoshihara,
S. Takiguchi, S. Kuba,
S. Hashiguchi, Y. Ito, K. Sugimura 

AMYLOID BETA42 FIBRIL MIMIC PEPTIDE  
INHIBITS THE AMYLOID BETA42 FIBRILLATION 
BY BINDING TO PREFIBRILLAR SOLUBLE 
OLIGOMERS　 

第４４回ペプチド討論会,富山 2007年10月

Y. Ito, K. Sakamoto, J. Hayashida,
T. Hatanaka, S. Preeti, K. Sugimura

Binding peptides specific to low pH-induced conformer 
of human IgG-Fc: application for conformational 
analysis and affinity purification

4th international peptide symposium 7th
Australia peptide conference 2nd Asia-Pecific
International Peptide Symposium

2007年10月

K. Tanaka, T. Yoshihara,
S. Hashiguchi, Y. Ito, K. Sugimura

Specific binding of Ab42 mimic peptides to prefibrillar 
soluble oligomer resulting in inhibition of 
Ab42-fibrillation

International Psychogeriatrics,19:
Supplement 1.p316,2007, 
（2007　Osaka Silver Congress）

2007年10月

S. Takiguchi, T. Yoshihara,
K.Tanaka, A. Kyuno, S. Kuba,
S.Hashiguchi, hashiguchi,
T. Nakashima, Y. Ito, K. Sugimura

Snapshots of Amyloid beta 1-42 conformers by human 
antibody-displaying phage library

International Psychogeriatrics,19:
Supplement1.p418,2007,
（2007　Osaka Silver Congress）

2007年10月

杉村 和久 　「次世代抗体医薬の実用化の夢と現実」 ポスト抗体
エンジニアリング：低分子化をめぐって

ＢＴＪプロフェッショナルセミナー, 東京 2007年10月

伊東 祐二 ファージディスプレイ技術を用いたペプチド、抗体ア
フィニティリガンドの開発

第２回新薬創生研究会講演会 2007年10月

S. Muraoka, Y. Ito, M. Baba,
N. Arima, Y. Suda, T. Nakashima,
S. Hashiguchi, K. Sugimura

Isolation of human antibody specific to HTLV-1-
infected cells and its properties of apoptotic induction

第３７回日本免疫学会総会・学術集会 2007年11月
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K. Morishige, S. Uchida, 
S. Hashiguchi, T. Nakashima,
Y. Kawano, T. Tanaka, 
E. Kobayashi, I. Kato, Y. Ito,
K. Sugimura

Human antibodies specific to IL-18 employing both a 
scFv-phage library and a Fab-phage library

第３７回日本免疫学会,11月,東京 2007年11月

K. Tanaka, T. Yoshihara, 
S. Hashiguchi, Y. Ito, K. Sugimura

Immune response induced with Aß1-42 fibril mimic 
peptide

第３７回日本免疫学会, 11月, 東京 2007年11月

S. Kuba, S.Takiguchi,
T. Yoshihara, S Hashiguchi, 
T. Nakashima, I.Kato, Y. Ito,
K. Sugimura

Ab conformer-specific humanantibodies from antibody-
phage libraries by immunogel-biopanning

第３７回日本免疫学会, 11月, 東京 2007年11月

H. Nagao, T. Setoguchi,
S. Hashiguchi, T. Nakashima,
Y. Ito, K. Sugimura

Antibody signature of side population of a breast cancer, 
MCF7 cells using human antibody-phage library

第３７回日本免疫学会, 11月, 東京 2007年11月

S. Hashiguchi, T. Kubota,
M. Kurokawa, T. Nakashima,
K. Sugimura

In vitro selection and characterization of scFvs and Fab 
fragments specific for the confomational structure of 
prion proteins using phage libraries

第３７回日本免疫学会, 11月, 東京 2007年11月

杉村 和久 「抗体医薬の現状と課題~ターゲット探索から承認ま
で」 
ポスト抗体エンジニアリング：低分子化をめぐって

平成19年度政策創薬総合研究推進事業：
第１０回ヒューマンサイエンス総合研究ワーク
ショップ, 東京

2007年11月

久保田 俊也, 黒川 恵, 橋口 周平, 
中島 敏博, 加藤 郁之進, 
西田 教行, 片峰 茂, 伊東 祐二, 
杉村 和久

ヒト抗体ファージライブラリによる全長ヒトプリオンタンパ
クのβオリゴマーのスナップショット

BMB2007 第30回日本分子生物学会年会・
第80回日本生化学会大会

2007年12月

田中 孝一, 吉原 智樹, 瀧口 祥,
久場 小耶加, 橋口 周平, 
伊東 祐二, 杉村 和久

アミロイドベータ42(Aβ42)オリゴマーと結合活性を有し
繊維化を阻害するAβ42ミミックペプチド

BMB2007 　第30回日本分子生物学会年会・
第80回日本生化学大会　合同大会

2007年12月

瀧口 祥, 吉原 智樹, 田中 孝一,
久場 小耶加, 橋口 周平, 
伊東 祐二, 中島 敏博, 杉村 和久

ファージライブラリによるアミロイドβ(Aβ)1-42コン
フォーマーを識別するヒト抗体の単離

BMB2007　第30回日本分子生物学会年会・
第80回日本生化学会大会　合同大会

2007年12月

村岡 賢, 伊東 祐二, 橋口 周平,
馬場 昌範, 有馬 直道, 隅田 泰生,
中島 敏博, 杉村 和久

抗体ファージライブラリによるHTLV感染細胞に対する
ヒト抗体の単離とそのアポトーシス誘導能

BMB2007　第30回日本分子生物学会年会・
第80回日本生化学会大会　合同大会　

2008年12月

前田 政敏, 伊東 祐二, 橋口 周平, 
鳥飼 正治, 中島 敏博, 杉村 和久

ファージライブラリより得られた単鎖Fv抗体の安定性向
上を目指したPEG化

BMB2007第30回日本分子生物学会年会・
第80回日本生化学会大会　合同大会

2007年12月

S. Muraoka, Y. Ito, M. Baba,
N. Arima, Y. Suda, T. Nakashima,
S. Hashiguchi, K. Sugimura

Human single chain antibody specific to ALT-derived 
leukemic clone cells by biopanning from human 
antibody phage library

2007 IBC Antibody Engineering Conference 2007年12月

旭 由香里, 國料 秀勇, 伊東 祐二, 
杉村 和久

安定な単一フレームワークを用いた完全合成抗体
ファージライブラリの構築

BMB2007 第30回日本分子生物学会年会・
第80回日本生化学会大会 合同大会

2007年12月

永尾 宗子, 瀬戸口 啓夫,
橋口 周平, 中島 敏博, 伊東 祐二,
小宮 節郎, 杉村 和久

ファージディスプレイ抗体ライブラリーによるヒト乳癌細
胞，MCF-7細胞のSP細胞同定法の検討

BMB2007第30回日本分子生物学会年会・
第80回日本生化学会大会

2007年12月

J. Hayashida, T. Hatanaka, P. Soni, 
K. Sakamoto, Y.  Ito, S. Hashiguchi, 
K. Suguimura

Elimination of an Alternative Conformation of Human 
IgG Induced by Low-PH Condition on Specific Peptide-
conjugate Affinity Column

生命化学研究会シンポジウム 2008年1月

M.  Maeda, K. Sakamoto, 
J. Hayashida, T. Hatanaka,
S. Preeti, K.  Sugimura

Human IgG/Fc-specific Peptides Binding to Low pH-
induced Conformer: Its Application for Affinity 
Chromatography and Immuno-detection

PepTalk 2008 2008年1月

杉村 和久, 橋口 周平 ファージディスプレイ法を用いたプリオン抗体の作製 BSE等動物プリオン病の制圧のための技術
開発： 平成１９年度研究推進会議報告書

2008年2月
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杉村 和久 特別講演　ファージディスプレイと抗体エンジニアリング 
~今話題の抗体医薬について~

埼玉医科大学卒後教育学術集会 2008年2月

杉村 和久, 橋口 周平 「コンフォメーションを保持した全長プリオン蛋白を識別
する抗体」

厚生労働省科学研究費
（こころの健康科学研究事業）19年度班会議

2008年3月

大木 章 バイオマス中に含まれる有害微量元素の簡易分析法
の開発と放出動態解明

第6回国際バイオフォーラム，大学・国立研究
所による研究成果発表フォーラム

2007年6月

大木 章 石炭や石炭灰中の微量有害元素の簡易分析 日本学術振興会石炭・炭素資源利用技術
第148委員会, 第109回研究会

2007年7月

高梨 啓和 乳化・解乳化技術を用いたバイオディーゼル燃料製造
技術

ＪＳＴ／九州・沖縄地区産学官連携コーディ
ネーター共催「顕在化出会いの場」新技術説
明会

2007年7月

H. Hasegawa, K. Kuzumaki, 
T. Nakajima, H. Takanashi,
A. Ohki

Ecotoxicological evaluation of effluents from coal 
handling processes to freshwater organisms

Proc. of the 13th International Symposium on 
Toxicity Assessment, Toyama, Japan, p. 108

2007年8月

T. Nakajima, H. Hasegawa,
Y. Murata, T. Kawahara,
H. Takanashi, A. Ohki

Effect of chelators and coexisting anions on the acute 
toxicity of some heavy metals to Daphnia magna

Proc. of the 13th International Symposium on
Toxicity Assessment, Toyama, Japan, p. 154

2007年8月

M. Kishida, T. Nakajima,
H. Takanashi, A. Ohki

Mutagen formation potential (MFP) of agricultural 
chemicals

Proc. of the 13th International Symposium on
Toxicity Assessment, Toyama, Japan, p. 169

2007年8月

佐潟 輝洋, 高梨 啓和,
中島 常憲, 大木 章, 甲斐 敬美,
筒井 俊雄, 寺岡 行雄, 上村 芳三

屋久島における木質ペレット生産のコスト試算 環境科学会2007年会プログラム, pp. 
104-105

2007年9月

緒方 秀樹，飯山 愛，西里 奈子，
中島 常憲，高梨 啓和，大木 章

バイオディーゼル燃料中からの不純物除去技術の開
発

第39回化学工学会秋季大会研究発表
講演要旨集(CD-ROM)，No. Q204

2007年9月

小峯 理恵子, 太田 聖治, 
中島 常憲，高梨 啓和，大木 章

水素化物発生原子分光分析を用いるヒ素スペシエー
ションにおけるHPLC法と超低温捕集法との比較

第55回日本分析化学会年会講演要旨集，
p. 139

2007年9月

H. Takanashi, M. Kishida, 
Y. Hidaka, H. Kofune, 
K. Ohyama, T. Nakajima, 
A. Ohki

Mutagenicity of chlorinated agricultural chemicals Proc. of the 16th Korea-Japan Symposium on 
Water Environment, Pusan, Korea, p. 68

2007年10月

M. Kishida, H. Takanashi, 
K. Ohyama, T. Nakajima, A. Ohki

Mutagen formation from biodegraded agricultural 
chemicals by chlorination

Proc. of the 2nd IWA-ASPIRE Conference &
Exhibition, Perth, Australia, Paper No. P023

2007年10月

耿 文華，中島 常憲，高梨 啓和，
大木 章

酸素フラスコ燃焼法を用いる石炭とアッシュ中の水銀定
量

第44回日本エネルギー学会石炭科学会議
発表論文集，pp. 58-59

2007年10月

中島 常憲，長谷川 博之，
高梨 啓和，大木 章

褐炭利用において発生する排水の環境負荷低減 第44回日本エネルギー学会石炭科学会議
発表論文集，pp. 4-5

2007年10月

高梨 啓和 乳化・解乳化技術を用いたバイオディーゼル燃料精製
技術

九州知的財産活用フォーラム２００７
開放特許・技術説明会

2007年10月

中島 常憲，高梨 啓和，
鈴木 賢治，冨永 剛弘，大木 章

光触媒-吸着剤 ハイブリッドを用いる難除去性ヒ素化合
物の除去

第13回ヒ素シンポジウム講演集，pp. 44-45 2007年11月

高梨啓和，甲斐敬美 高品位バイオディーゼル燃料製造プロセス NCHEM TOKYO 2007「産・学・官マッチング
フォーラム 」併設企画『バイオマス転換・利活
用』

2007年11月

高梨啓和 排水処理を伴わないバイオディーゼル燃料製造技術
の開発

シーズ発掘成果報告会 in かごしま 2007年11月

高梨 啓和，岸田 美紗子，
小舟 宏輝，中島 常憲，大木 章

変異原性物質生成能（MFP）による農薬の環境安全性
評価

日本水環境学会九州支部研究発表会
講演要旨集, pp. 9

2008年3月

岸田 美紗子，高梨 啓和，
小舟 宏輝，中島 常憲，大木 章

農薬生分解サンプルの変異原性物質生成能（MFP) 第42回日本水環境学会年会講演集，p. 264 2008年3月
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長谷川 博之，村田 有希，
中島 常憲，高梨 啓和，大木 章

重金属イオンの生態毒性試験における共存キレート剤
の影響

第42回日本水環境学会年会講演集，p. 459 2008年3月

下山 巧太，貞富 葉子，
中島 常憲，高梨 啓和，大木 章

HPLC-冷蒸気原子蛍光分析による水銀スペシエーショ
ンと堆肥や汚泥試料への応用

第42回日本水環境学会年会講演集，p. 508 2008年3月

T. Ueda Development of Automatic Biochemical Processor as a 
Microfluidic Device with Hydrogel Valves for Picoliter 
Droplets Driven under Centrifugal Force Field

The 7th International Meeting of Frontiers in 
Biomedical Polymers 2007, Ghent, Belgium

2007年6月

上田 岳彦 電極応答関数のテイラー展開係数に基く酸素消費活
性の空間分布関数の決

第11回多目的酸素電極装置研究会,
東京慈恵会医科大学, 東京

2007年9月

上田 岳彦 マイクロ流体技術を応用した半自動生化学プロセッサ
の開発

マテリアルサイエンス研究科セミナー, 
北陸先端科学技術大学院大学, 石川

2008年3月

加藤 龍蔵 有限要素法による超伝導状態に及ぼす形状効果の解
析

日本物理学会 2007年秋季大会 21aPS-140 2007年9月

加藤 龍蔵 マイスナー効果に及ぼす超伝導体形状の影響 日本物理学会 2008年春季大会 24aPS-117 2008年3月

鈴木 航, 永井 翠, 大塚 俊幸, 
王 鋼

ネコ第一次視覚野における内因性光学的信号の経時
的変化特性

第３０回日本神経科学大会, 横浜 2007年9月

東 慎二, 備後 潤一, 王 鋼 物体弁別学習に伴う事象関連電位の変化 平成19年度日本生体医工学会九州支部
学術講演会, 福岡

2008年3月

山下 和香代, 潤 美紀, 
原 慎太郎, 王 鋼

観察角度画像関連付け学習及びその内挿角画像認識
に対する影響

平成19年度日本生体医工学会九州支部
学術講演会, 福岡

2008年3月

廣瀬 公尚, 吉本 稔 BZ反応カオスのノイズによる秩序形成 第113回日本物理学会九州支部例会 p70 2007年12月

増田 将太, 吉本 稔 Belousov-Zhabotinsky反応における粘度-密度の動的
挙動

第113回日本物理学会九州支部例会 p70 2007年12月

S. Kurosawa*, H. Aizawa*,
A. Kojima*, M. Yoshimoto,
K. Terashima*

Development of Biointerfaces using Microplasma 
Technology

第8回バイオミメティック材料プロセシングに
関する国際シンポジウム（BMMP8） p109

2008年1月

S. Tsujimura, D. Ohama, 
S. Yoshida,  A. Nuruki, 
K. Yunokuchi

Contribution of ipRGC and luminance signals to 
conscious visual perception

Annual meeting of Association for Scientific
 Study of Consciousness (ASSC)
20075Las Vegas, USA

2007年5月

A. Chuman,  A. Nuruki, 
S. Tsujimura, K. Yunokuchi

Study on electromagnetic effects of IH cooker on a 
metamorphosis of Xenopus Laevis

The Bioelectromagnetics Society 29th Annual 
meeting

2007年6月

中馬 亜津沙, 塗木 淳夫, 
辻村 誠一, 湯ノ口 万友

20kHzの電磁界曝露によるアフリカツメガエルの変態時
期の変化

第22回日本生体磁気学会, o3-1, pp. 
116-117

2007年6月

辻村 誠一，大濱 大輔，
吉田 匠吾，湯ノ口 万友，
塗木 淳夫

ipRGC を独立に刺激することが可能な多原色光源装
置の開発

日本視覚学会2007年夏期研究会, 
Vision, Vol.19, No.3, 3o320077浜松

2007年7月

大濱 大輔，吉田 匠吾，
辻村 誠一，湯ノ口 万友，
塗木 淳夫

多原色光源装置を用いた視覚メカニズムの検討 日本視覚学会2007年夏期研究会, 
Vision, Vol.19, No.3, 1p1220077浜松

2007年7月

竹中 智子, 塗木淳夫, 辻村 誠一, 
湯ノ口 万友

低K血漿ラットの疲労回復特性の測定 第60回電気関係学会九州支部連合大会 2007年9月

小川 洋平*, 玉利 陽三*, 
湯ノ口 万友

生体磁気刺激における誘導電流分布制御アプリケー
ションの開発とその評価

第60回電気関係学会九州支部連合大会 2007年9月

S. Tsujimura, A. Nuruki, 
K. Yunokuchi

Pupil response to melanopsin-containing retinal 
ganglion cells studied with a multi-primary illumination 
system

The 27th Pupil Colloquium20079Hamamatsu, 
Japan

2007年9月

A. Iijima*, K. Ukai*, S. Tsujimura,
M. Torii*, S. Hiramoto*, T. Bando*

Pupillary and vergence behaviors related to the 
cognition of motion induced by radial optic flow

The 27th Pupil Colloquium20079Hamamatsu, 
Japan

2007年9月
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辻村 誠一 多原色ＬＥＤ光源刺激によるメラノプシンを含む神経節
細胞への影響

平成19年度第32回照明学会東京支部大会
200712東京

2007年11月

K.Yunokuchi, A.Nuruki, 
S.Tsujimura, Y.Tamari, H.Hosaka

Estimation for the distribution of induced current over 
the cerebellum in the head model with TMS

The International Symposium on Biological
and Physiological Engineering/The 22nd SICE
Symposium on Biological and Physiological 
Engineering

2008年1月

K.Yunokuchi, A.Chuman, 
S.Tsujimura

Effects of 20kHz EMF for the process of metamorphosis 
of frog

The International Symposium on Biological
and Physiological Engineering/The 22nd SICE
Symposium on Biological and Physiological
Engineering

2008年1月

ナノ構造先端材料工
学専攻

M.A.Sharif, H.Sueyoshi Microstructure and Properties of Wet Mixed Pyrolyzed 
ZrO2/Si/Phenol Resin Composite

International Conference on Materials for 
Advanced Technologies 2007 (ICMAT2007)
Materials, Nagaoka

2007年7月

末吉 秀一, 石井 亮輔, 福留 尚寿,　
溝口 親二*, 安部　茂*, 
七種 和弥*

Cu/Fe合金のこて先への適用 日本金属学会第141回大会 2007年9月

宮本 祐司, 小野本 達郎*, 
小原 幸三,　　末吉 秀一

パルス通電焼結法によるFe/炭素繊維複合材料の作
製とその特性評価

日本金属学会第141回大会 2007年9月

本坊 卓也, 末吉 秀一, 
中津留 進弘

Cu粉末のマイクロ波加熱 日本金属学会第141回大会 2007年9月

黒瀬 亮, 久米 慶太, 橋之口 皇紀,　　　
内田 秀*, 末吉 秀一

低等方圧加圧焼結によるセラミック繊維強化Fe基複合
材料の作成

日本機械学会九州支部・中国四国支部合同
企画沖縄講演会

2007年10月

末吉 秀一, 山野　祐樹, 井上 健介,　　　
前田 義和, 山田 宏作*

硫化物を添加した鉛フリー青銅の機械的性質 銅及び銅合金技術研究会第４７回講演会 2007年11月

末吉 秀一, 井上 健介, 山野　祐樹,    　
前田 義和, 山田 宏作*

硫化物を添加した鉛フリー青銅の被削性 銅及び銅合金技術研究会第４７回講演会 2007年11月

M.A.Sharif,H.Sueyoshi Microstructure and Properties of Porous CMCs Prepared 
by HIPing the Pyrolyzed ZrO2/Si/Phenol Resin 
Composite

The Sixth Pacific Rim International 
Conference on Advanced Materials and 
Processing (PRICM6)

2007年11月

H.Sueyoshi Solid State Bonding of Carbon Materials to Metallic 
Materials

45th National Metallurgists Day and 61th 
Annual Technical Meeting of the Indian 
Institute of Metals (NMD-ATM-2007)

2007年11月

末吉 秀一 電磁プロセスによる金属の加熱 第２回電磁プロセッシング研究会 2007年12月

S. Tanaka* and H. Okada An Adaptive B-Spline Wavelet Galeerkin Method for 
the Analysis of Elastostatics

International Conference on Computational 
Methods (ICCM2007), Abstract, p. 307, 2007.

2007年4月

岡田 裕 テトラ要素による三次元き裂の解析‐完全自動き
裂進展解析プログラムの構築を目指して‐

電力中央研究所セミナー 2007年5月

岡田 裕 テトラ要素による三次元き裂進展解析‐完全自動
き裂進展解析プログラムの構築を目指して‐

第21回「原子力耐震計算科学」特別専門委
員会

2007年5月

河合 浩志*，岡田 裕 三次元き裂進展解析のためのメッシュ生成技術につい
て

計算工学講演会論文集，Vol. 12，No. 1，pp. 
401-404, 2007.

2007年5月

河合 浩志*，野口 裕久*，岡田 裕 統合数値計算プラットフォームにおける破壊力学向け
メッシュ生成ツールキット

計算工学講演会論文集，Vol. 12，No. 1，pp. 
405-408, 2007.

2007年5月

神田 康行*，岡田 裕，
伊良波 重雄*，富山 潤*，
矢川 元基*

回転自由度を有する一般化要素を用いた仮想き裂閉
口積分法

計算工学講演会論文集，Vol. 12，No. 1，pp. 
417-420, 2007.

2007年5月
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岡田 裕，荒木 宏介，河合 浩志* テトラ二次要素を用いた三次元混合モード荷重下のき
裂進展解析について

計算工学講演会論文集，Vol. 12，No. 1，pp. 
421-424, 2007.

2007年5月

S. Tanaka*, H. Okada An Adaptive Wavelet Finite Element Method with 
High-Order B-Spline Basis Functions

International Conference on the Mechanical 
Behavior of Materials (Editted by S.W. Nam, 
Y.W. Chang, S.B. Lee, N.J. Kim, CD-ROM)

2007年5月

神田 康行*，岡田 裕，
伊良波 重雄*，富山 潤*，
矢川 元基*

回転自由度を有する四面体要素によるき裂解析 日本応用数理学会環瀬戸内応用数理研究
部会　第11回シンポジウム

2007年7月

H. Okada, H. Kawai*, K. Araki, G. 
Yagawa*

Software system to perform crack propagation analyses 
for arbitrary-shaped three-dimensional flaws

9th US National Congress on Computational 
Mechancis

2007年7月

S. Tanaka*, H. Okada An Adaptive B-spline Wavelet Galerkin Method for the 
Elastostatic Problems

9th US National Congress on Computational 
Mechancis

2007年7月

H. Okada, H. Kawai*, K. Araki, 
T. Miyazaki

Three-Dimensional Crack Propagation Analysis based 
on VCCM (Virtual Crack Closure-Integral Method) for 
Tetrahedral Finite Element

FEOFS2007(The 7th International Conference 
on Fracture and Strength of Solid)/
International Conference on Computational 
Science and Engineering, Urumqi, China

2007年9月

岡田 裕，河合 浩志*，荒木 宏介 四面体有限要素法による三次元き裂進展解析につい
て

日本機械学会2007年度年次大会講演論文
集 Vol.1，日本機械学会No.07-1，
pp. 701-702.

2007年9月

大屋 賢典、岡田 裕 重合メッシュ法における内挿関数の一次独立性につい
ての考察 

M&M材料力学カンファレンス（CD-ROM） 2007年10月

岡田 裕、河合 浩志*、
荒木 宏介、宮嵜 翼

テトラ二次要素を用いた三次元混合モードき裂進展解
析 

M&M材料力学カンファレンス（CD-ROM） 2007年10月

神田 康行*、室谷 浩平*、岡田 裕、    
藤澤 智光*、崎原 康平*、
入部 綱清*、河合 浩志*、
富山 潤*、伊良波 繁雄*、
矢川 元基*

四面体有限要素とVCCMを用いた完全自動き裂解析
システム 

M&M材料力学カンファレンス（CD-ROM） 2007年10月

神田 康行*、岡田 裕、
伊良波 繁雄*、富山 潤*、
室谷 浩平*、矢川 元基*

回転自由度を有する四面体要素を用いた三次元破壊
力学解析

第２０回計算力学講演会講演論文集（JSME　
No.07-36）

2007年11月

H. Okada, H. Kawai*, T. Miyazaki, 
K. Araki, G. Yagawa*

Development of Software System to Perform Three-
Dimensional Crack Propagation Analyses

APCOM'07 in conjunction with EPMESC XI　
(Third Asian-Pacific Congress on 
Computational Mechanics in conjunction with 
Eleventh International Conference on the 
Enhancement and Promotion of 
Computational Methods in Engineering and 
Science)

2007年12月

八反田 大介，岡田 裕 重合メッシュ法プログラムの並列化に関する研究 中国四国支部　第46期総会・講演会 2008年3月

近藤 俊平，岡田 裕 時系列マルチスケール法による弾塑性材料の繰返し負
荷問題の有限要素法解析

中国四国支部　第46期総会・講演会 2008年3月

高宮 広樹，岡田 裕，酒井 譲* SPH法を用いた金属基複合材料の半溶融加工の解析 中国四国支部　第46期総会・講演会 2008年3月

H. Okada, S. Kondo Toward Structural Integrity Analyses based on a 
Temporal Multisclae Scheme

ICCES'08 (International Conference on 
Computational & Expeerimental Engineering 
and Scences), Proceedings of ICCES'08 (CD-
ROM)  ICCES'08 online, Techscience press.

2008年3月

N. Terada, H. Kashiwabara, 
K. Kikunaga, S. Teshima, T. Okuda, 
S. Niki*, K. Sakurai*, A. Yamada*, 
K. Matsubara*, S. Ishizuka*

Study of Band Alignment at the Interface between CBD-
CdS and CIGS Grown by H2O-introduced co-
evaporation

2007 Spring Meeting Materials Research 
Society

2007年4月
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発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

H. Kashiwabara, S. Teshima, 
K. Kikunaga, K. Takeshita, 
T. Okuda, K. Obara, K. Sakurai*, 
S. Ishizyuka*, A. Yamada*, 
K. Matsubara*, S. Nik*i, N. Terada

In-situ Characterization of As-grown Surface of CIGS 
Films

2007 Spring Meeting Materials Research 
Society

2007年4月

S. Teshima, H. Kashiwabara, 
K. Masamoto, K. Kikunaga, 
K. Takeshita, T. Okuda, 
K. Sakurai*, S. Ishizuka*, 
A. Yamada*, K.Matsubara*, 
S. Niki*, Y. Yoshimura*, N. Terada

Study of Band Alignment at CBD-CdS/Cu(In1-xGax)
Se2 ( x = 0.2 ~ 1.0 ) Interfaces bu Photoemision and 
Inverse Photoemission Spectroscopy

2007 Spring Meeting Materials Research 
Society

2007年4月

D. D. Shivagan*, A. Crisan*, 
P. M. Shirage*, A. Sundaresan*, 
Y. Tanaka*, A. Iyo*, K. Tokiwa*, 
T. Watanabe*, N. Terada

Studies on Vortex Molecule in Multilayer Cuprate 
Superconductors : A Way Towards i-soliton

CERC2007 2007年5月

T. Yamamoto, K. Kikunaga, 
K. Obara, N. Terada, N. Kikuchi*, 
Y. Tanaka*, Athinarayanan 
Sundaresan*, Shipra*

Synthesis of superconducting (Cu,C)-Ba-O films by 
pulsed laser deposition(Key parameters for low 
temperature synthesis)

11th International Superconductive 
Electronics Conference

2007年6月

K. Kikunaga, K. Takeshita, 
T. Yamamoto, T. Okuda, 
Y. Tanaka*, N. Kikuchi*,
K. Tokiwa*, T. Watanabe*,  
A. Sundaresan*, N. Terada

Characterization of electronic structure of 
superconducting (Cu, C)-Ba-O films by in-situ 
photoemission spectroscopy

11th International Superconductive 
Electronics Conference

2007年6月

T. Yamamoto, K. Kikunaga, 
K. Takeshita, K. Obara, , T.i Okuda, 
N. Kikuchi*, Y. Tanaka*, 
K. Tokiwa*, T. Watanabe*, 
N. Terada

Pulsed laser deposition synthesis of superconducting 
(Cu, C)-Ba-O thin films

 9th International Symposium on Sputtering 
and Plasma Processes

2007年6月

仁木 栄*,寺田 教男, 秋本 克洋* 大面積CIGS太陽電池の高性能化技術の研究開発 平成18年度太陽光発電技術開発及び関連
事業成果報告会

2007年7月

寺田 教男 大面積CIGS太陽電池の高性能化技術の研究開発（電
子構造評価）

ＮＥＤＯ未来技術研究開発技術分科会第１
回ＣＩＳ化合物研究技術分科会

2007年7月

D.D. Shivagan*, P.M. Shirage*, 
Y. Tanaka*, N. Terada, K. Tokiwa*, 
T. Watanabe*, A. Crisan*, A. Iyo*

Vortex Molecule and i-soliton Studies in Multilayer 
Cuprate Superconductors

8th European Conference on Applied 
Superconductivity

2007年9月

寺田 教男，奥田 哲治，
石塚 省吾*， 櫻井 啓一郎*，
松原 浩司*，山田 昭政*，仁木 栄*

CIS太陽電池の界面バンド接続評価 第６８回応用物理学会学術講演会 2007年9月

仁木 栄*，石塚 省吾*，
櫻井 啓一郎*，松原 浩司*，
山田 昭政*，寺田 教男

CIGS太陽電池の高効率化技術 第６８回応用物理学会学術講演会 2007年9月

柏原 博豪, 手島 慎平, 政元 啓明,
小原 幸三, 奥田 哲治, 
櫻井 啓一郎*, 山田 昭政*, 
石塚 尚吾*, 松原 浩司*, 仁木 栄*, 
寺田 教男

CBD-CdS/水蒸気導入共蒸着CIGS界面の電子構造・
化学的結合状態の評価

第６８回応用物理学会学術講演会 2007年9月

寺田教男 大面積CIGS太陽電池の高性能化技術の研究開発（電
子構造評価）

ＮＥＤＯ未来技術研究開発技術分科会第２
回ＣＩＳ化合物研究技術分科会

2007年11月
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発　表　者 　　　　　題　　　　　目 雑誌名または講演会名 掲載年月

K. Masamoto, Y. Watanabe, 
H. Kashiwabara, T. Okuda, 
K. Sakurai*, A. Yamada*, 
S. Ishizuka*, K. Matsubara*, 
S. Niki*, S.Nakamura*, 
Y. Yoshimura*, N.Terada

Characterization of electronic structure of grain 
boundary in CBD-Cds/CIGS by UHV-KPFM

17th International Photovoltaic Science and 
Engineering Conference

2007年12月

N. Terada, H. Kashiwabara, 
S. Teshima, T. Okuda, K. Obara, 
T. Yagioka*, T. Nakada*

Study of band alignment at CBD-Zn(S, O, OH)/CIGS 
interface by PES/IPES

17th International Photovoltaic Science and 
Engineering Conference

2007年12月

寺田教男 大面積CIGS太陽電池の高性能化技術の研究開発（電
子構造評価）

ＮＥＤＯ未来技術研究開発技術分科会第３
回ＣＩＳ化合物研究技術分科会

2008年3月

渡邉 裕介, 政元 啓明, 一木 隼人, 
柏原 博豪, 塩田 孝芳, 奥田 哲治, 
櫻井 啓一郎*, 山田 昭政*, 
石塚 尚吾*, 松原 浩司*, 仁木 栄*, 
吉村 幸雄*, 寺田 教男

ケルビンプローブ顕微鏡によるCIGS系太陽電池にお
ける界面及び粒界の電子構造評価

第55回応用物理学関連連合講演会 2008年3月

手島 愼平, 柏原 博豪, 府内 皇樹, 
小原 幸三, 奥田 哲治, 
櫻井 啓一郎*, 山田 昭政*, 
石塚 尚吾*, 松原 浩司*, 仁木 栄*, 
寺田 教男

CBD-CdS/水蒸気共蒸着CIGS界面の電子構造・化学
的結合状態のGa置換率依存性

第55回応用物理学関連連合講演会 2008年3月

奥田 哲治 構造制御と機能評価による酸化物熱電材料の創成 ＪＳＴさきがけ「構造制御と機能」領域　第５回
領域会議

2008年1月

奥田 哲治, 別府 雄一, 
藤井 祐貴, 尾之江 毅斉, 
寺田 教男, 土井 俊哉, 
宮坂 茂樹*, 十倉 好紀*

デラフォサイト型銅酸化物CuCr1-xMgxO2の比熱 日本物理学会 2007年9月

別府 雄一, 藤井 祐貴, 
尾之江 毅斉, 奥田 哲治, 
寺田 教男

デラフォサイト型銅酸化物CuCrO2のCrサイト元素置換
効果

日本物理学会 2007年9月

酒井 美緒, 川尻 洸平, 
瀬尾 顕太郎, 古賀 修一, 
奥田 哲治, 寺田教男

Poly-Vinyl-Alcoholを絶縁層に用いた酸化物FETの電
界効果特性

日本物理学会 2007年9月

前畑 信伍, 奥田 哲治, 寺田 教男 ルチル型Ti1-x(Nb,W)xO2-δの単結晶育成と輸送特性 日本物理学会 2007年9月

奥田 哲治 構造制御と機能評価による酸化物熱電材料の創成 ＪＳＴさきがけ「構造制御と機能」領域　第４回
領域会議

2007年9月

奥田 哲治 古くて新しい熱電変換技術　‐ナノ構造制御による新
たな熱電材料の開発‐

平成19年度電子情報通信学会九州支部シン
ポジウム

2007年8月

真中 浩貴，渡邉 裕介，菊永 和也，
山元 徹朗，寺田 教男，小原 幸三

ランダムフェリ磁性体KNixZn1-xF3の作製と評価 2007年日本物理学会秋季大会　講演予稿集
p. 491

2007年9月

真中 浩貴 複合ハルデン鎖(CH3)2CHNH3CuCl3の研究 2007年日本物理学会秋季大会　講演予稿集
p. 497

2007年9月

後藤 貴行*，金田 圭史*，
齋藤 健浩*大沢 明*，鈴木 栄男*，
渡邊 功雄*，真中 浩貴

乱れを含んだ量子スピン磁性体IPA-Cu(Cl0.35Br0.65)3の
μSR

2007年日本物理学会秋季大会　講演予稿集
p. 427

2007年9月

真中 浩貴 特殊な幾何学的スピン配列下で出現する透明ランダム
フェリ磁性体

特定領域研究「フラストレーションが創る新し
い物性」第1回トピカルミーティングp.85

2008年1月

真中 浩貴 バルクで透明な強磁性体の開発 望月基金記念講演会 2008年3月

真中 浩貴，宮下 佑介, 渡邊 裕介, 
益田 隆嗣*

二重層状ペロブスカイト型フッ素化合物K3M2F7(M=Ni, 
Co)の磁性

2007年日本物理学会年次大会　講演予稿集
p. 506

2008年3月
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金田 圭史*，大沢 明*，
後藤 貴行*，鈴木 栄男*，
真中 浩貴

乱れを含んだ量子スピン磁性体IPA-
Cu(Cl0.35Br0.65)3のNMR

2007年日本物理学会年次大会　講演予稿集
p. 500

2008年3月

広井 政彦，六角 継美，伊藤 昌和，
重田 出，左近 拓男*，真中 浩貴，
寺田 教男，小山 佳一*，
中村 慎太郎野島 勉*

ホイスラー化合物での強磁性と反強磁性の競合 2007年日本物理学会年次大会　講演予稿集
p. 435

2008年3月

真中 浩貴，渡邉 裕介，菊永 和也，
山元 徹朗，寺田 教男，小原 幸三

新奇な透明フェリ磁性体KNixZn1-xF3で拓く磁気光学デ
バイス

第55回応用物理学関係連合講演会 No.3 p.
1229

2008年3月

大茂 寛典, 鮫島 宗一郎,
平田 好洋, 松永 直樹

燃料電池用メタンの熱分解挙動 第14回九州夏期セラミックス研究会, 熊本,
予稿集, pp. 21-22

2007年8月

平田　好洋 ２１世紀を支える高機能ファインセラミックス 工学部オープンキャンパス体験講義 2007年8月

松元 謙士, 鮫島 宗一郎,
平田 好洋, 松永 直樹

アンモニアの熱分解プロセス 第14回九州夏期セラミックス研究会, 熊本,
予稿集, pp. 23-24

2007年8月

内間 博之, 平田 好洋,
松永 直樹, 鮫島 宗一郎

アルミナ‐ITO系コロイド粒子の電場下での固化 日本セラミックス協会第20回秋季
シンポジウム, 名古屋, 予稿集, p. 23

2007年9月

三輪 敏正, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 松永 直樹

ステンレス合金を用いた固体酸化物形燃料電池負極
の開発

日本セラミックス協会第20回秋季
シンポジウム, 名古屋, 予稿集, p. 330

2007年9月

平田 好洋 高強度炭化ケイ素のコロイドプロセス 大阪大学接合科学研究所粉体プロセス研究
会

2007年10月

平田 好洋, 田中 洋介 コロイドサスペンションの熱力学的解析及び
一成分コロイド系状態図の作製

2007年セラミックス総合研究会,
予稿集, pp.39-40, 京都大学

2007年10月

平田 好洋 1GPa 以上の優れた強度を有する炭化ケイ素焼結体
の製造方法

JST「地域発技術シーズ発表会」
ナノ・材料／環境・エネルギー分野

2007年10月

平田 好洋 溶解・析出機構による炭化ケイ素の緻密化と力学特性
の制御

電気化学会九州支部平成19年度秋季講演
会・見学会

2007年11月

T. Shimonosono, G. Hiramatsu,
Y. Hirata, S. Sameshima,
N. Matsunaga, T. Doi, T. Horita

Electrochemical Properties of Cathode for Solid Oxide
Fuel Cell with Gd-doped Ceria Electrolyte

The Sixth Pacific Rim International 
Conferenceon Advanced Materials and 
Processing, Jeju, Korea, P1-94

2007年11月

Y. Hirata, N. Matsunaga, N. Hidaka,
T. Maeda, T. Arima, S. Sameshima

Improvement of Strength, Weibull Modulus
and Damage Tolerance of SiC

The Sixth Pacific Rim International 
Conferenceon Advanced Materials and 
Processing, Jeju, Korea, S4-2

2007年11月

N. Matsunaga, Y. Fukuda,
Y. Hirata, S. Sameshima

Preparation of Titania-coated Alumina Film
by Electrolytic Reduction

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 68

2007年11月

A. Hara, Y. Hirata, S. Sameshima,
N. Matsunaga, T. Horita

Grain Size Dependence of Electrical Properties
of Gd-doped Ceria

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 82

2007年11月

Y. Tanaka, Y. Hirata, N. Matsunaga,
M. Nakamura, S. Sameshima

Pressure Filtration of Nanometered-sized SiC Powder 7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 105

2007年11月

S. Sameshima, Y. Hirata,
J. Sato, N. Matsunaga

Synthesis of Hydrogen and Carbon Monoxide
from Methane and Carbon Dioxide

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 153

2007年11月

K. Matsumoto, Y. Hirata,
S. Sameshima, N. Matsunaga

Thermal Decomposition of Ammonia
over Nickel / Gadolinium doped-Ceria Cermet

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 153

2007年11月

T. Arima, Y. Hirata, N. Matsunaga,
S. Sameshima, M. Shibuya

Damage Tolerance and Crack Healing in the Silicon
Carbide Fabric-coated Silicon Carbide Composite

7th Pacific Rim Conference on Ceramic and
Glass Technology, Shanghai, China,
Abstract Book, p. 197

2007年11月
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H. Uchima, Y. Hirata,
S. Sameshima, N. Matsunaga

Colloidal Consolidation of Al2O3-ITO Particles
under Electric Field

The 24th International Japan-Korea
Seminar on Ceramics, Kakegawa, Japan,
pp. 431-434

2007年11月

T. Miwa, Y. Hirata,
S. Sameshima, N. Matsunaga

Development of Anode Material Using Stainless Steel
for Solid Oxide Fuel Cell

The 24th International Japan-Korea
Seminar on Ceramics, Kakegawa, Japan,
pp. 651-654

2007年11月

Y. Hirata, N. Matsunaga,
N. Hidaka, S. Tabata, S. Sameshima

Processing of High Performance Silicon Carbide 2nd International Symposium on SiAlONs
and Non-oxides, Ise-shima, Mie, Japan,
Program and Abstracts, p.11

2007年12月

永守 未奈子, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 下之薗 太郎,
大茂 寛典, 松永 直樹

ドクターブレード法による負極支持型燃料電池
の合成と電気特性

第46回セラミックス基礎科学討論会,
名古屋, 要旨集, pp. 142-143

2008年1月

村尾 優, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 松永 直樹

電気化学手法によるセラミックス粉体の合成 第46回セラミックス基礎科学討論会,
名古屋, 要旨集, pp. 392-393

2008年1月

原 章洋, 平田 好洋, 鮫島 宗一郎,
松永 直樹, 堀田 照久

ガドリニウム固溶セリアの電気特性の粒径依存性 日本セラミックス協会年会、長岡、p. 40 2008年3月

鮫島 宗一郎, 平田 好洋,
里 隼也, 松永 直樹

Ni-Al2O3系触媒上でのメタンと二酸化炭素からの
水素及び一酸化炭素の合成

日本セラミックス協会年会、長岡、p. 118 2008年3月

平田 好洋, 田中 洋介 セラミックナノ粒子を含むサスペンションの新規
加圧ろ過理論

日本セラミックス協会年会、長岡、p. 61 2008年3月

山元 和哉 交流磁場誘導型カラムクロマトグラフィーの開発 第56回 高分子学会年次大会 2007年5月

室屋 崇也, 山元 和哉, 青柳 隆夫 PCL/PLA複合架橋膜の分解性評価 第56回 高分子学会年次大会 2007年5月

松隈 大輔, 山元 和哉, 青柳 隆夫 光反応性を有する刺激応答性高分子を用いたマテリア
ル創製

九州地区高分子若手研究会・夏の講演会 2007年7月

山元 和哉 ATRP 法により調製された刺激応答性高分子による表
面制御

第56回 高分子討論会 2007年9月

窪島 由美, 小土橋 陽平, 
山元 和哉,  青柳 隆夫

刺激応答性ブロック共重合体による構造体形成と機能
評価

第56回 高分子討論会 2007年9月

松隈 大輔, 山元 和哉, 青柳 隆夫 光架橋型刺激応答性ハイドロゲル薄膜への金属粒子
の担持と機能性評価

第56回 高分子討論会 2007年9月

前田 智広, 赤崎 祐介, 山元 和哉, 
青柳 隆夫

二種の機能性アクリルアミド型高分子混合系から形成
される刺激応答型コアセルベート及びそのゲル化

第56回 高分子討論会 2007年9月

宇都 甲一郎, 山元 和哉, 
青柳 隆夫, 岸本 直子*, 
村岡 雅弘*, 山下 一郎*

フェリチンタンパク質を利用した機能性ナノ構造体の創
製とバイオミネラリゼーション評価

第56回 高分子討論会 2007年9月

宇都 甲一郎, 山元 和哉, 
青柳 隆夫, 岸本 直子*, 
村岡 雅弘*, 山下 一郎*

フェリチンタンパク質と合成高分子からなる機能性ナノ
構造体の創製とバイオミネラリゼーション評価

CREST茅研究領域事後課題評価会 2007年11月

室屋 崇也, 山元 和哉, 青柳 隆夫 PCL/PLA複合架橋膜の加水分解処理による多孔性材
料の調製

日本化学会西日本大会 2007年11月

小土橋 陽平, 窪島 由美, 
山元 和哉, 青柳 隆夫

ATRP 法により調製された二段階の温度応答性を有す
るAB 型ブロック共重合体の溶液挙動評価

日本化学会西日本大会 2007年11月

八木 寿, 山元 和哉, 青柳 隆夫 カルボキシル基を有する刺激応答性高分子を修飾した
磁場応答型カラム充填剤の調製と分離能評価

日本化学会西日本大会 2007年11月

豊永 修子, 山元 和哉, 青柳 隆夫 遺伝子キャリアを指向したEudragitRによる積層薄膜の
調製と評価

日本化学会西日本大会 2007年11月
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Y. Kuboshima, K. Yamamoto, 
T. Aoyagi

Preparations and Characterizations of Nano-Complexes 
Consisting of Stimuli-Responsive Block Copolymers 
and PAMAM dendrimers

18th MRS-J Symposium 2007年12月

山元 和哉 フェリチンたんぱく質を利用した金属ナノ粒子の二次元
配列制御とバイオミネラリゼーション評価

日本化学会第88春季年会 2008年3月

赤崎 祐介, 前田 智広, 山元 和哉, 
青柳 隆夫

アクリルアミド型機能性高分子のコアセルベートから調
製したハイドロゲル微粒子の刺激応答評価

日本化学会第88春季年会 2008年3月

村上 正晃, 金子 芳郎, 門川 淳一 セルロースとイオン液体からのゲル形成とセルロース材
料への変換

第56回高分子討論会、名古屋工業大学 2007年9月

金子 芳郎, 岩切 規郎, 門川 淳一 メタクリル酸塩の立体特異性フリーラジカル重合 第56回高分子討論会、名古屋工業大学 2007年9月

松田 俊一, 金子 芳郎, 門川 淳一 アミロースグラフト鎖を有するキチンおよびキトサンの化
学‐酵素合成

第56回高分子討論会、名古屋工業大学 2007年9月

門川 淳一, 村上 正晃, 金子 芳郎 キチンのイオン液体への溶解とキチン-セルロース複合
ゲルの調製

第56回高分子討論会、名古屋工業大学 2007年9月

別府 孝太郎, 金子 芳郎, 
門川 淳一

つる巻き重合によるアミロース-ポリカーボネート包接錯
体の合成および包接挙動の検討

第56回高分子討論会、名古屋工業大学 2007年9月

門川 淳一, 村上 正晃, 金子 芳郎 キチンのイオン液体への溶解とキチン-セルロース複合
ゲルの調製

第56回高分子討論会、名古屋工業大学 2007年9月

門川 淳一 アミロース、セルロースを基盤とする高分子集合体のナ
ノ構造制御と機能化

第38回繊維学会夏季セミナー、宮崎サンホテ
ルフェニックス

2007年9月

Jun-ichi Kadokawa Preparation of Polysaccharide-based Gels 
Compatibilized with Ionic Liquids

European-Japanese Workshop on Cellulose 
and Functional Polysaccharides 2007, 京都平
安会館

2007年10月

Hironori Izawa, Yoshiro Kaneko, 
Jun-ichi Kdokawa

Synthesis of Linear Glycopolyaniline by Oxidative 
Polymerization of Glucosylaniline

9th International Symposium on Polymers for 
Advanced Technologies
Shanghai，China, 

2007年10月

Jun-ichi Kadokawa, Masa-aki 
Murakami, Yoshiro 
Kaneko

Preparation of Cellulose-ionic liquid hybrid gel and 
conversion into regenerated cellulose

9th International Symposium on Polymers for 
Advanced Technologies
Shanghai，China, 

2007年10月

縄司 睦, 井澤 浩則, 金子 芳郎, 
門川 淳一

ホスホリラーゼを触媒とするマルトオリゴ糖への酵素的
キシロシル化反応

2007年日本化学会西日本大会、岡山大学 2007年11月

佐々木 洋介, 中村 佳史,
金子 芳郎, 門川 淳一, 
西川 雄大＊

ホスホリラーゼを触媒とするマルトオリゴ糖への酵素的
キシロシル化反応

2007年日本化学会西日本大会、岡山大学 2007年11月

金子 芳郎, 別府 孝太郎, 
門川 淳一, 西川 雄大＊

両親媒性糖鎖-ポリシロキサンハイブリッドの合成と会合
体形成挙動

第26回無機高分子研究討論会、東京工業大
学すずかけ台キャンパス

2007年11月

縄司 睦、金子 芳郎、門川 淳一 ホスホリラーゼ触媒によるキシロース-1-リン酸のマルト
オリゴ糖への酵素的キシロシル化反応

日本化学会第88回春季年会、立教大学 2008年3月

斉藤 義博, 金子 芳郎, 門川 淳一 並列酵素触媒重合場でのアミロース-ポリエステル包接
錯体の創製

日本化学会第88回春季年会、立教大学 2008年3月

金子 芳郎, 藤崎 和也, 門川 淳一 アミロース-ポリエステル包接錯体を架橋点とするトポロ
ジカルヒドロゲルの合成

日本化学会第88回春季年会、立教大学 2008年3月

Y. Suda, T. Nishimura*, 
Y. Kishimoto*, S. Yamashita*, 
M. Shigeta*, S. Takahashi*, 
M. Wakao, A. Saito, T. Kondo, 
R. Saruwatari, K. Ohishi, 
Y. Takahashi, S. Nakamura-Tsuruta, 
H. Ishida*, H. Okuno*, H. Tsutsui*

Advanced Analytical Systems for the Binding 
Interaction of Sugar Chains with Proteins, Cells or 
Viruses: Sugar Chips and Sugar Chain-Immobilized 
Gold Nano-Particles

XIX International Symposium on 
Glycoconjugates (GLYCO-19), 
Glycoconjugate Journal, 24(6,7), 272

2007年7月
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M. Ando*, T. Komori*, 
T. Yoshikawa*, A. Imamura*,
 H. Ishida*, M. Kiso*, Y. Suda

Systematic Synthesis of Functional Oligosaccharide 
Probes for Sugar Chips

XIX International Symposium on 
Glycoconjugates (GLYCO-19), 
Glycoconjugate Journal, 24(6,7), 315

2007年7月

S. Nakamura-Tsuruta, 
Y. Kishimoto*, T. Nishimura*, 
Y. Suda

One-Step Purification of Lectins Using Sugar-
Immobilized Gold Nano-Particles(SGNPS)

XIX International Symposium on 
Glycoconjugates (GLYCO-19), 
Glycoconjugate Journal, 24(6,7), 368

2007年7月

Y. Suda, M. Wakao, Y. Takahashi, 
A. Saito, T. Kondo, R. Saruwatari, 
K. Ohishi, S. Nakamura-Tsuruta, 
T. Nishimura*, Y. Kishimoto*, 
M. Shigeta*, S. Takahashi*, 
H. Ishida*, H. Tsutsui*, H. Okuno*

Sugar Chips and Sugar Chain-immobilized Gold Nano-
Particles: Towards a Diagonosis for Influenza Virus 
Strains

XIX International Symposium on 
Glycoconjugates (GLYCO-19), 
Glycoconjugate Journal, 24(6,7), 385

2007年7月

M. Wakao, S. Watanabe*, 
T. Ogawa*, K. Suzuki*, 
T. Yumino*, T. Myogadani*, 
A. Saito*, K. Muta*, M. Kimura*, 
K. Kajikawa*, Y. Suda

Development of Optical Fiber-Type Sugar Chip for 
Localized Surface Plasmon Resonance Apparatus 

XIX International Symposium on 
Glycoconjugates (GLYCO-19), 
Glycoconjugate Journal, 24(6,7), 397

2007年7月

隅田 泰生, 若尾 雅広, 高橋 優子, 
齊藤 彰寛, 近藤 宇男, 猿渡 梨紗, 
大石 紘, 鶴田（中村）祥子, 
西村 知晃*, 岸本 裕子*, 
山下 早希子*, 繁田 麻衣*, 
高橋 祥子*, 石田 秀治*, 
奥野 寿臣*, 筒井 ひろ子*

シュガーチップと糖鎖固定化金ナノ粒子：ウイルス株の
検査識別を目指して

第27回日本糖質学会年会要旨集, 80 2007年8月

橋口 明典, 猿渡 梨紗, 
西村 知晃*, 岸本 裕子*, 
若尾 雅広, 隅田 泰生

T-、Tn-及びシアリルTn糖鎖抗原を固定化したシュ
ガーチップの調製とそれらの評価

第27回日本糖質学会年会要旨集,  115 2007年8月

近藤 宇男, 小幡 瑠美, 
西村 知晃*, 岸本 裕子*, 
若尾 雅広, 隅田 泰生

コンドロイチン硫酸部分二糖構造のシュガーチップ化と
そのSPRによる評価

第27回日本糖質学会年会要旨集, 115 2007年8月

高橋 優子, 山下 早希子*, 
西村 知晃*, 岸本 裕子*, 
若尾 雅広, 隅田 泰生

シアル酸含有糖鎖の化学・酵素合成とそのシュガー
チップ化

第27回日本糖質学会年会要旨集, 116 2007年8月

齊藤 彰寛, 大石 紘, 
一ノ宮 奈津美, 時任 真衣子, 
西村 知晃*, 岸本 裕子*, 
若尾雅 広, 隅田 泰生

ヘパラン硫酸部分構造を固定化したシュガーチップの
調製と糖鎖結合性タンパク質との結合特性

第27回日本糖質学会年会要旨集, 145 2007年8月

若尾 雅広, 渡辺 省伍, 
木村 光徳*, 小川 智央*, 
弓野 猛*, 鈴木 啓悟*, 
茗荷谷 徹*, 牟田 健一*, 
斎藤 敬*, 梶川 浩太郎*, 
隅田 泰生

局所表面プラズモン共鳴センサーに用いる光ファイ
バー型シュガーチップの調製と評価

第27回日本糖質学会年会要旨集, 145 2007年8月

鶴田（中村）祥子, 岸本 裕子*, 
西村 知晃*, 隅田 泰生

糖鎖固定化金ナノ粒子(SGNPs)を用いたレクチンのワ
ンステップ精製

第27回日本糖質学会年会要旨集, 179 2007年8月

隅田 泰生 インフルエンザウイルス株の検査法を目指してーシュ
ガーチップと糖鎖固定化金ナノ粒子

第56回高分子討論会 予稿集，56, 
5415-5416

2007年9月

仮屋 博敬, 増田 真吾*, 
吉原 雄祐*, 上野 勝*, 
橋本 雅仁, 隅田 泰生

カルボキシメチルキチンによるTGF-beta1を介した軟
骨形成の誘導

BMB2007（第30回日本分子生物学会年
会・第80回日本生化学会大会合同大
会），BMB2007講演要旨集, 323

2007年12月

橋本 雅仁, 本田 大士, 
梶山 健次, 隅田 泰生, 
永田 真紀*, 九町 健一, 
阿部 美紀子, 内海 俊樹

一酸化窒素誘導性Mesorhizobium loti由来リポ多糖の
研究

BMB2007（第30回日本分子生物学会年
会・第80回日本生化学会大会合同大
会），BMB2007講演要旨集, 542

2007年12月
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俵積田 一樹, 斎藤 敦*, 
隅田 泰生, 橋本 雅仁

Bacteroides fragilis由来免疫調整リポプロテインの
同定

BMB2007（第30回日本分子生物学会年
会・第80回日本生化学会大会合同大
会），BMB2007講演要旨集, 846

2007年12月

隅田 泰生, 若尾 雅広, 高橋 優子, 
齊藤 彰寛, 近藤 宇男, 大石 紘, 
鶴田 (中村 ) 祥子,西村 知晃*, 
岸本 裕子*, 山下 早希子*, 
石田 秀治*, 奥野 寿臣*

ウイルスの糖鎖結合性を利用したウイルス株の識別 BMB2007（第30回日本分子生物学会年
会・第80回日本生化学会大会合同大
会），BMB2007講演要旨集, 727

2007年12月

古屋 鋪舞子, 高重 克洋, 
小出 裕之*, 奥 直人*, 
守屋 陽一郎*, 橋本 雅仁, 
隅田 泰生

トリトンX-114相分離法によるOK-432（ピシバニー
ル）の抗腫瘍活性の向上

BMB2007（第30回日本分子生物学会年
会・第80回日本生化学会大会合同大
会），BMB2007講演要旨集, 823

2007年12月

村岡 賢, 伊東 祐二, 橋口 周平, 
馬場 昌範, 有馬 直道, 
隅田 泰生, 中島 敏博, 杉村 和久

抗体ファージライブラリによるHTLV感染細胞に対する
ヒト抗体の単離とそのアポトーシス誘導能

BMB2007（第30回日本分子生物学会年
会・第80回日本生化学会大会合同大
会），BMB2007講演要旨集, 830

2007年12月

鶴田（中村）祥子, 岸本 裕子*, 
西村 知晃*, 奥野 寿臣*, 
隅田 泰生

糖鎖固定化金ナノ粒子(SGNPs)を用いた糖結合タン
パク質の１ステップ精製

BMB2007（第30回日本分子生物学会年
会・第80回日本生化学会大会合同大
会），BMB2007講演要旨集, 558

2007年12月

若尾 雅広, 倉橋 佳江, 
渡辺 省伍, 小川 智央*, 
弓野 猛*、牟田 健一*、
斎藤 敬*, 梶川 浩太郎*, 
隅田 泰生,

多チャンネル光ファイバー型シュガーチップによる糖鎖
相互作用解析

日本化学会第88回春季年会 2008年3月

橋本 雅仁 黄色ブドウ球菌由来TLR2活性化成分の同定 第81回日本細菌学会総会 2008年3月

古屋鋪 舞子, 橋本 雅仁, 
隅田 泰生

トリトンX-114抽出によるOK-432抗腫瘍活性増強 第81回日本細菌学会総会 2008年3月
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