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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

関 康介*, 有冨 正男, 小田 美紀男,
戸谷 眞之

大きさの異なる多重層間剥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（2009）講
演集, pp. 181-184

2009年12月

立元 芳明,
アグス スカルト ウイスモグロホ,
ヌルル タウフィック ロッチャマン*,

末吉 秀一

メカニカルアロイングによるアルミニウム表面の鉄アルミ
ナイドコーティング

第67回日本熱処理技術協会講演大会, pp.
7-8

2009年5月

中島 陽平, アーマド ノルハヤティ,
末吉 秀一

放電プラズマ焼結による易加工性窒化けい素／窒化チ
タン複合材料の開発

第67回日本熱処理技術協会講演大会,
pp. 31-32

2009年5月

N. Ahmad, H. Sueyoshi Electroconductive Silicon Nitride-Titanium Nitride

Composites Produced by Spark Plasma Sintering

3rd Powder Metallurgy Symposium and

Exhibition 2009, Kuala Lumpur, Malaysia,

pp. 1-2

2009年8月

橋口 智和, 岸上 正輝, 末吉 秀一 シラス化合物法によるAlスクラップ溶湯からのMg除去 日本金属学会第145回講演大会, p. 261 2009年9月

T. Hashiguchi, H. Sueyoshi Removal of Magnesium from Molten Aluminium Scrap

by Compound-Separation Method with Shirasu

9th International Conference on

ECOMATERIALS, Kyoto, pp. 101-102

2009年11月

N. Ahmad, H. Sueyoshi Densification and Mechanical Properties of

Electroconductive Si3N4-Based Composite Prepared by

Spark Plasma Sintering

2nd ISESCO International Workshop and

Conference on Nanotechnology 2010, Kuala

Lumpur, Malaysia, p. 38

2010年1月

皮籠石 紀雄, 金丸 智紀,
仮屋 孝二*, 大園 義久

高強度Al合金の切欠感度に及ぼす湿度の影響 日本材料学会第58期学術講演会講演論文

集, pp. 169-170

2009年5月

H. Murakami, A. Katsuki*,

H. Onikura*, T. Sajima*, E. Kondo

Development of a Measuring System for Micro Hole

Accuracy Using an optical fiber probe:

Accuracy evaluation

Proceedings of the euspen International

Conference, Vol. 2, pp. 215-218

2009年6月

近藤 英二, 小原 裕也, 岩本 竜一* 焼結ＣＢＮ工具による単結晶シリコンの切削加工 2009年度精密工学会秋季大会講演論文集,
pp. 629-630

2009年9月

村上 洋, 甲木 昭雄*, 鬼鞍 宏猷*,
佐島 隆生*, 近藤 英二

光ファイバプローブを用いた微小径穴形状精度測定シ
ステムの開発－測定の繰り返し性評価－

2009年度精密工学会秋季大会学術講演会講
演論文集, pp. 279-280

2009年9月

坂本 武司, 近藤 英二, 渕上 竜二 エンドミル加工の誤差に及ぼす工具系の強制振動の影
響

2009年度精密工学会九州支部佐賀地方講演
会講演論文集, pp. 109-110

2009年12月

渕上 竜二, 近藤 英二, 坂本 武司 平行板ばね式動吸振器によるエンドミル工具系の強制
振動の低減

2009年度精密工学会九州支部佐賀地方講演
会講演論文集, pp. 111-112

2009年12月

桑原 浩輔, 近藤 英二 チタン合金の高速エンドミル加工における切削油剤の
影響

2009年度精密工学会九州支部佐賀地方講演
会講演論文集, pp. 113-114

2009年12月

西村 祥一, 近藤 英二 省タングステン二層構造超硬切削チップの開発－超硬
合金の薄板をろう付けした場合の基礎的検討－

2009年度精密工学会九州支部佐賀地方講演
会講演論文集, pp. 115-116

2009年12月

近藤 英二 切削加工における状態監視と制御に関する最近の研究
動向

2009年度精密工学会春季大会講演論文集 ,
pp. 345-346

2010年3月

島名 賢児, 近藤 英二,
隈元 政比良*, 山下 俊一*,
河野 良弘*, 松尾 征一郎*

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−半球面加工における切削抵抗による加工
誤差の推定−

2009年度精密工学会春季大会講演論文集,
pp. 347-348

2010年3月

近藤 英二, 大原 巨雲 相関関数を用いたエンドミル加工におけるびびり振動の
高速検知

2009年度精密工学会春季大会講演論文集,
pp. 349-350

2010年3月

村上 洋, 甲木 昭雄*, 鬼鞍 宏猷*,

佐島 隆生*, 近藤 英二

光ファイバプローブを用いた微小径穴形状精度測定シ
ステムの開発－接触子の校正－

2010年度精密工学会春季大会学術講演会講
演論文集, pp. 1019-1020

2010年3月

上谷 俊平, 中西 賢二,
下田平 省吾, 緒方 祥

平面ひずみ押出し加工実験による平面工具表面に設
けた微細ピット位置の潤滑への影響

平成２１年度塑性加工春季講演会講演論文
集, pp. 159-160

2009年5月

牟禮 雄二*, 東 俊浩*,

尾崎 俊一朗*, 中西 賢二,

杉山 一雄*, 小中 浩志*

衝撃吸収構造を有する長寿命圧造工具の開発 平成２１年度塑性加工春季講演会講演論文
集, pp. 285-286

2009年5月

Y.-M. Guo A Simulation of Forging Process by the Point Collocation

Method with a Boundary Layer of Finite Element

Proceedings of the 8th WSEAS International

Conference on Applied Computer and Applied

Computational Science, pp. 344-350

2009年5月

S. Kamitani, K. Nakanishi,

T. Matsushita, S. Syahrullail*

Measurement of Friction Coefficient under Bulk Plastic

Deformation in Plane Strain Extrusion Test

Proceedings of World Tribology Congress

2009, p. 99

2009年9月
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S. Syahrullail*, M.J. M. Ridzuan*,

S. Kamitani, K. Nakanishi

The Performance of RBD Palm Stearin as Lubricant in

Plane Strain Extrusion Process

Proceedings of World Tribology Congress

2009, p. 833

2009年9月

上谷 俊平 塑性加工の工具／素材間の実摩擦計測 （社） 日本塑性加工学会九州支部第８４回技
術懇談会

2009年11月

Y.-M. Guo The Forming Simulation by Using the Rigid-Plastic

Hybrid PCM/FEM

Proceedings of the Second International

Symposiumon Computational Mechanics and

the Twelfth International Conference on

Enhancement and Promotion of Computional

Methods in Engineering and Science,

pp. 1309-1314

2009年11月

林 良太, 石嶺 友康*, 余 永,

辻尾 昇三*, 川平 和美

電磁石を用いて伸張反射を誘発する上肢運動療法装
置の開発

日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演
会`09講演論文集, 1A2K11(1)-(4)

2009年5月

余 永，岩下 説志，川平 和美，

林 良太

パラレルリンク機構を用いた片麻痺指機能回復訓練装
置の研究

第２７回日本ロボット学会学術講演会予稿集
1C3-01

2009年9月

林 良太 やさしい磁力で伸張反射を誘発するリハビリ訓練装置 南九州発新技術説明会, pp. 19-23 2009年12月

中村 一郎, 林 良太, 天野 久徳*,

余 永

可撓性シャフトで駆動する探索用小型クローラロボット
― トルクの伝達特性を考慮した小型クローラロボットの
設計 ―

第10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論文集, pp. 1300-1303

2009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ボイド率と速度特性
（気液混合方式の相違と管長による影響）

日本混相流学会年会講演会2009(熊本)講演
論文集, OS-16, マイクロ・ミニスケールの混相
流, A112, pp. 8-9.

2009年8月

山田 詳之, 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 第2報 気流速度と部分乾燥の影響

日本機械学会九州支部中国四国支部合同企
画 長崎講演論文集, No. 098-3, pp. 49-50

2009年10月

藤田 将博, 甲斐 智樹*, 大高 武士,
門 久義

多孔板を用いた速度・乱れ分布の生成技術 第1報 発
達した管内乱流の乱れ分布生成

日本機械学会九州支部中国四国支部合同企
画 長崎講演論文集, No. 098-3, pp. 57-58

2009年10月

三谷 栄司*，三谷 興司*，
片野田 洋

ラバルノズルを装着したHVAFによるCu溶射皮膜 日本溶射協会2009年度春季全国講演大会予

稿集，pp. 1-2

2009年6月

片野田 洋 コールドスプレーの粒子搬送ガス流量が粒子速度に与
える影響に関する考察

日本溶射協会2009年度春季全国講演大会予

稿集，pp. 3-4

2009年6月

松元 侑斗，福原 稔，片野田 洋，
亀田 昭雄

水力輸送特性に及ぼす排砂促進板設置深さの影響 第37回可視化情報シンポジウム講演論文集，

Vol. 29，Suppl. No. 1，pp. 317-318

2009年7月

高本 健太，福原 稔，片野田 洋，
亀田 昭雄

吹出し管を備えた吸込みノズルの空気輸送特性に及ぼ
す管径比の影響（挿入長さ比1.0の場合）

第37回可視化情報シンポジウム講演論文集，

Vol. 29，Suppl. No. 1，pp. 319-320

2009年7月

湯之谷 祥平，福原 稔，片野田 洋，
亀田 昭雄

複合旋回噴流の流動特性に関する研究（ノズル深さの
影響）

第37回可視化情報シンポジウム講演論文集，

Vol. 29，Suppl. No. 1，pp. 325-326

2009年7月

猪股 友紀子，福原 稔，片野田 洋，

山下 英成*

同軸二重円管を用いた衝突噴流の流動特性に及ぼす
管径比の影響

第37回可視化情報シンポジウム講演論文集，

Vol. 29，Suppl. No. 1，pp. 327-328

2009年7月

H. Katanoda Numerical Simulation on the Effect of Helium Gas

Fraction on the Gas/Particle Velocities in Supersonic Cold

Spray Jet

Proc. 9th International Symposium on

Experimental and Computational

Aerothermodynamics of Internal Flows,

4pages in CD-ROM

2009年9月

H. Katanoda, J. Hagi, M. Fukuhara One Dimensional Analysis of Supersonic Two-Stage

HVOF Process

Proc. 9th International Symposium on

Experimental and Computational

Aerothermodynamics of Internal Flows,

4pages in CD-ROM

2009年9月

H. Katanoda, R. Yamanokuchi,

M. Fukuhara

Gasdynamic Experiment and Theoretical Analysis of

Supersonic Two-Stage HVOF Process

Proc. 9th International Symposium on

Experimental and Computational

Aerothermodynamics of Internal Flows,

4pages in CD-ROM

2009年9月

片野田 洋，狩野 祐介，福原 稔 コールドスプレーにおける溶射粒子の加減速に与える
ヘリウムガスの効果（窒素ガスの場合との比較）

日本溶射協会2009年度秋季全国講演大会予

稿集，pp. 53-54

2009年12月

渡島 崇，片野田 洋，福原 稔 ガスの消費量を考慮したコールドスプレーノズルの設計
に関する数値シミュレーション

日本溶射協会2009年度秋季全国講演大会予

稿集，pp. 51-52

2009年12月

原口 靖弘，片野田 洋，福原 稔 大気中への超音速噴流により加速されるセラミック微粒
子の速度に関する数値シミュレーション

日本溶射協会2009年度秋季全国講演大会予

稿集，pp. 3-4

2009年12月
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坂田 一則*, 安藤 孝顯*,
竹之内 正敏*, 安木 政史*,
佐々木 裕康*, 南部 俊和*,
高嶋 和彦*, 片野田 洋

コールドスプレー粒子群の飛行速度計測方法の開発 日本溶射協会2009年度秋季全国講演大会予

稿集，pp. 57-58

2009年12月

山之口 理沙，片野田 洋，福原 稔，
森田 洋充

2段高速フレーム溶射ガンに関する研究（理論解析） 日本機械学会九州支部第63期総会・講演会

講演論文集，No. 108-1，pp. 163-164

2010年3月

山之口 理沙，片野田 洋，福原 稔，
森田 洋充

2段高速フレーム溶射ガンに関する研究（コールド

フロー実験とCFDによる検証）

日本機械学会九州支部第63期総会・講演会

講演論文集，No. 108-1，pp. 165-166

2010年3月

高本 健太，福原 稔，片野田 洋 吹出し管を備えた吸込みノズルの空気輸送特性に及ぼ
すノズル深さの影響（吹出し管挿入長さを0とした場合）

日本機械学会九州支部第63期総会・講演会

講演論文集，No. 108-1，pp. 235-236

2010年3月

高本 健太，福原 稔，片野田 洋，
小田 啓貴

吹出し管を備えた吸込みノズルの空気輸送特性に及ぼ
すノズル深さの影響（吹出し管挿入長さを変化させた場
合）

日本機械学会九州支部第63期総会・講演会

講演論文集，No. 108-1，pp. 237-238

2010年3月

木下 英二, 植田 裕, 高田 聖士 パーム油イソブチルエステルのディーゼル燃焼特性 自動車技術会2009年春季学術講演会前刷
集, No. 12-09, pp. 7-12

2009年5月

中野 裕己, 木下 英二, 高田 聖士 1-ブタノール軽油混合燃料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
企画長崎講演会講演論文集, No. 098-3,
pp. 153-154

2009年10月

市場 真一, 木下 英二, 清水 聡,
亀田 昭雄

脂肪酸メチルエステルのディーゼル燃焼に及ぼす残留
物の影響

日本機械学会九州支部・中国四国支部合同
企画長崎講演会講演論文集, No. 098-3,
pp. 155-156

2009年10月

小山 隆行 ２枚羽根垂直軸風車の性能特性 -羽根の配置と弧長
の影響-

第３１回風力エネルギー利用シンポジウム 講
演論文集 p. 337

2009年11月

清水 聡, 木下 英二, 亀田 昭雄 乳化バイオディーゼルのディーゼル燃焼に及ぼす脂肪
酸組成の影響

日本機械学会九州支部第63期総会・講演会
講演論文集, No. 108-1, pp. 357-358

2010年3月

電気電子工学科

M. Daio, T. Doi, R. Tomiyasu,

M. Tokudome, Y. Hakuraku,

K. Shima*, S. Kubota*,

N. Kashima*, S. Nagaya*

Thickness effect of CeO2 and YSZ buffer layers on Jc of

YBCO films prepared on CeO2/YSZ/CeO2 buffered Ni-

electroplated Cu/SUS tapes

Cryogenic Engineering conference &

International Cryogenic Materials Conference

2009年7月

T. Doi, M. Daio, R. Tomiyasu,

M. Tokudome, Y. Hakuraku,

K. Shima*, S. Kubota*,

N. Kashima*, S. Nagaya*

Fabrication of High Jc YBCO films on Cu/SUS

Laminated tapes

Cryogenic Engineering conference &

International Cryogenic Materials Conference

2009年7月

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

配向Cu/SUSテープ上へYSZ中間層厚さを変えて作製
したYBCO薄膜

第80回2009年度春季低温工学・超伝導学会 2009年5月

土井 俊哉, 白樂 善則, 北口 仁*,
高橋 健一郎*

極薄X（X:Ni,B）層を人工ピンとして導入したMgB2薄膜

のマッチング磁場とX層間隔

第80回2009年度春季低温工学・超伝導学会 2009年5月

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

高強度低コストCu/SUS貼り合せテープ上への2軸配向
YBCO薄膜の作製とJc-B特性

2009年（平成21年度）春季第56回応用物理学

会

2009年4月

土井 俊哉, 北口 仁*,
高橋 健一郎*, Harini SOSIATI*,
波多 聰*, 池田 賢一*, 中島 英治*,
白樂 善則

極薄Ni層を人工ピンとして導入したMgB2薄膜のマッチ

ング磁場とNi層間隔

2009年（平成21年度）春季第56回応用物理学

会

2009年4月

堀江 雄二, 福崎 達也, 窪田 真伍,
村尾 聡, 野見山 輝明

パルスレーザー光を用いた光蓄電過程の時間分解解
析

レーザー学会第391回研究会報告, RTM-09-
27, pp.19-24

2009年9月

福崎 達也 , 窪田 真伍 , 渡部 朝光,
野見山 輝明, 堀江 雄二

スピンコート法により作製した多孔質 TiO2-WO3 薄膜電

極の光蓄電性

応用物理学会九州支部学術講演会 講演予
稿集, Vol.35, p.173

2009年11月

窪田 真伍, 福崎 達也, 日高 吉基,
野見山 輝明 , 堀江 雄二

PLD 法で作製した TiO2/WO3/GNF 積層薄膜の光蓄

電性

応用物理学会九州支部学術講演会 講演予
稿集, Vol.35, p.174

2009年11月

上田 奈央子, 瀧川 賢太郎,
上野 和起, 笹部 賢一, 高石 勝裕,
飯山 正嗣, 野見山 輝明, 堀江 雄
二

窒素ドープ酸化チタンと導電性高分子ポリアニリンの 複
合電極の可視光下における光蓄電性

応用物理学会九州支部学術講演会 講演予
稿集, Vol.35, p.175

2009年11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

野見山 輝明 1セルで発電と充電を同時に実現する光蓄電池の開発・
技術動向と応用及び今後の展開

日本技術情報センターセミナー： 次世代を担
う環境発電・蓄電技術/デバイス・システムの
開発動向と応用

2009年9月

野見山 輝明 光で充電する蓄電池:電極構造と 光蓄電性 パテントソリューションフェア2009 2009年11月

野見山 輝明 酸化チタン・導電性高分子複合膜による光で充電でき
る蓄電池の開発

JST研究開発成果発表会 2009年12月

野見山 輝明 1電極で光発電と蓄電を実現する光蓄電池の電極の開
発

南九州発新技術説明会 2009年12月

窪田 真伍, 福崎 達也, 日高 吉基,
野見山 輝明, 堀江 雄二

TiO2/WO3/GNF 積層薄膜の光蓄電性 第57回応用物理学関係連合講演会 春季講
演会 講演予稿集, 06-151

2010年3月

野見山 輝明, 笹部 賢一,
高石 勝裕, 上野 和起, 堀江 雄二

傾斜構造を有するTiO2-ポリアニリン複合膜の光蓄電性 第57回応用物理学関係連合講演会 春季講
演会 講演予稿集, 06-15０

2010年3月

野見山 輝明, 瀧川 賢太郎,
堀江 雄二

n型TiO2-ポリアニリン複合電極とp型ポリチオフェン電極

を用いたロッキングチェア型光蓄電池

第57回応用物理学関係連合講演会 春季講
演会 講演予稿集, 12-189

2010年3月

S. Nakajima*, T. Goto*, T. Suzuki*,

I. Watanabe*, H. Manaka

uSR and NMR Study on Quantum Critical Point in

Quantum Spin Ladder (CH3)2CHNH3Cu(ClxBr1-x)3

International Conference on Magnetism 2009,

Karlsruhe, Germany

2009年7月

真中 浩貴, T. Hong*,
A. Zheludev*, L.-P.Regnault*

IPA-Cu(ClxBr1-x)3 (0.87< x < 1)の中性子散乱 日本物理学会 秋期大会, 熊本大学, 講演
予稿集, p. 330

2009年9月

真中 浩貴, 鳴海 康雄*, 金道 浩一
*

IPA-Cu(ClxBr1-x)3 (0.87< x < 1)の極低温下における

磁化測定

日本物理学会 秋期大会, 熊本大学, 講演
予稿集, p. 330

2009年9月

真中 浩貴, 平井 祐次, 八郷 裕太,
光永 将宏, 伊藤 昌和, 寺田 教男

正三角スピンチューブCsCrF4の磁性 日本物理学会 秋期大会, 熊本大学, 講演
予稿集, p. 379

2009年9月

真中 浩貴, 平井 祐次 正三角スピンチューブCsCrF4の常磁性共鳴 日本物理学会 秋期大会, 熊本大学, 講演
予稿集, p. 379

2009年9月

真中 浩貴, 宮下 祥一, 金丸 大樹,
山口 光臣, 小原 益己, 浜崎 貢,
小原 幸三

電子スピン共鳴法を用いた新奇な亜鉛薄膜の
磁気状態の解明

日本物理学会 秋期大会, 熊本大学, 講演
予稿集, p. 317

2009年9月

中島 紗織*, 鈴木 栄男*,
渡邊 功雄*, 真中 浩貴,
後藤 貴行*, A. Amato*

量子スピンラダー磁性体IPACu(ClxBr1-x)3の磁気

秩序相におけるuSR・NMR

日本物理学会 秋期大会, 熊本大学, 講演
予稿集, p. 384

2009年9月

K. Obara, M. Hamasaki, M. Obara,

M. Yamaguchi, M. Kuwayama,

J. Kawabata, H. Manaka

Selective Growth Process and Formation Mechanism

of Biexcitonic Zinc Dimmers

The 31st International Symposium on Dry

Process, Busan, Korea

2009年9月

益田 隆嗣*, 真中 浩貴 正三角スピンチューブCsCrF4の中性子非弾性散乱 フラストレーションが創る新しい物性
平成21年度領域成果報告会, 京都大学

2010年1月

真中 浩貴, 衛藤 俊也, 本田 佑太,
久松 徹, 伊藤 昌和, 寺田 教男

歪んだ三角スピンチューブKCrF4の磁性 日本物理学会 第65回年次大会, 岡山大学,
講演予稿集, p. 463

2010年3月

中島 紗織*, 鈴木 栄男*,
渡邊 功雄*, 真中 浩貴,
後藤 貴行*

量子スピンラダー磁性体IPACu(ClxBr1-x)3(0.87 < x <

1.0)

の強磁場中における
35/37

Cl-NMR

日本物理学会 第65回年次大会, 岡山大学,
講演予稿集, p. 478

2010年3月

橋本 貴裕*, 後藤 貴行*, 真中 浩
貴

三角スピンチューブ磁性体CsCrF4におけるF-NMR 日本物理学会 第65回年次大会, 岡山大学,
講演予稿集, p. 463

2010年3月

Y. Tanaka*, A. Iyo*, K. Tokiwa*,

N. Terada

Topology of two-band superconductors Conference on Materials and Mechanisms of

Superconductivity (M2S-IX)

2009年9月

T. Yamamoto, K. Kikunaga,

M. Mitsunaga, K. Obara, T. Okuda,

N. Kikuchi*, Y. Tanaka*,

K. Tokiwa*, T. Watanabe*,

N. Terada

Synthesis of (Cu, C)-Ba-Ca-O Films by Pulsed Laser

Deposition

Conference on Materials and Mechanisms of

Superconductivity (M2S-IX)

2009年9月

田中 康資*, 伊豫 彰*, 常盤 和靖*,

渡辺 恒夫*, 寺田教男

多成分超伝導の成分間位相差ソリトン 第56回応用物理学関係連合講演会 2009年4月

T. Yamamoto, K. Kikunaga,

M. Mitsunaga, K. Obara, T. Okuda,

N. Kikuchi*, Y. Tanaka*,

K. Tokiwa*, T. Watanabe*,

N. Terada

Synthesis of Smooth and Superconducting (Cu, C)-Ba-O

/ CaCuO2 / (Cu, C)-Ba-O Films Using SrCuO2 Buffer

Conference on Materials and Mechanisms of

Superconductivity (M2S-IX)

2009年9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

寺田教男 正・逆光電子分光を用いた太陽電池構造の界面・粒界
の評価

第１回薄膜太陽電池セミナー（第３６回アモル
ファスセミナー）

2009年10月

野村 和也, 高八重 大貴,
寺田 教男, 奥田 哲治

CBD-ZnS(O, OH)膜の電子構造・化学的結合状態の評
価

第70回応用物理学会学術講演会 2009年9月

山中 彬裕, 山元 徹朗, 田中 康資*,

伊豫 彰*, 常盤 和靖*, 寺田 教男

超伝導(Cu, C)系積層構造の作製 第57回 応用物理学関係連合講演会 2010年3月

田中 康資*, 伊豫 彰*, 常盤 和靖*,
渡辺 恒夫*, 寺田教男

多成分超伝導の渦糸分子 第57回 応用物理学関係連合講演会 2010年3月

寺田 教男 電子分光法によるバッファ層およびバッファ/CIGS層界
面の電子構造評価

第57回 応用物理学関係連合講演会 2010年3月

深江 智佳, 一木 隼人, 高森心平,
柏原 博豪, 奥田 哲治, 山田 昭政*,

石塚 尚吾*, 松原 浩司*, 仁木 栄*,

寺田 教男

ケルビンプローブ顕微鏡によるCIGS 系太陽電池構造
における
粒界電子構造の評価

第57回 応用物理学関係連合講演会 2010年3月

山口 博則*, 木村 尚次郎*,
萩原 政幸*, 奥田 哲治,
木村 健太*, 木村 剛*

三角格子反強磁性体Cu1-xAgxCrO2の強磁場多周波

ESR

日本物理学会 第65回（春）年次大会 2010年3月

奥田 哲治, 宇都 数馬, 関 真一朗*,
小野瀬 佳文*, 十倉 好紀*,
梶本 亮一*, 松田 雅昌*

デラフォサイト型酸化物CuCrO2におけるスピン希釈効

果

日本物理学会 第65回（春）年次大会 2010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さきがけ研成果報告会 2010年2月

田中 哲也, 堀田 涼平, 奥田 哲治 銅フタロシアニン単結晶の電界効果特性 日本物理学会 2009年秋季大会 2009年9月

瀬尾 顕太郎, 上釜 貴史,
大川 裕也, 酒井 美緒, 奥田 哲治

PVAゲルゲートを持つ酸化物FETの電界効果特性 日本物理学会 2009年秋季大会 2009年9月

湯田 祥吾, 福田 優文, 奥田 哲治 層状Coオキシハライド化合物の合成と磁気輸送特性 日本物理学会 2009年秋季大会 2009年9月

宇都 数馬, 大園 怜, 外園 貴久,
奥田 哲治, 小野瀬 佳文*,
十倉 好紀*, 梶本 亮一*,
松田 雅昌*

デラフォサイト型酸化物CuCrO2の磁気・輸送・熱特性に

おけるスピン欠陥の効果

日本物理学会 2009年秋季大会 2009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8回領
域会議

2010年9月

井口 靖明, 瀬尾 祐介, 川越 明史,

川畑 秋馬, 住吉 文夫, 式町 浩二*,
平野 直樹*, 長屋 重夫*

YBCO積層導体の結合損失特性 第80回2009年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 4

2009年5月

宮原 和矢, 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低損失加工されたHTS線材
の電流分布測定

第80回2009年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 5

2009年5月

若林 佑樹, 松島 健介, 川越 明史,

川畑 秋馬, 住吉 文夫, 柳 長門*,

三戸 利行*, 木内 勝*,

小田部 荘司*, 松下 照男*,

高橋 雅也*, 岡田 道哉*

高アスペクト比断面をもつMgB2テープ線材の開発1

－臨界電流特性－

第80回2009年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 197

2009年5月

川越 明史, 吉留 祐介, 若林 佑樹,

川畑 秋馬, 住吉 文夫, 柳 長門*,

三戸 利行*, 木内 勝*,

小田部 荘司*, 松下 照男*,

高橋 雅也*, 岡田 道哉*

高アスペクト比断面をもつMgB2テープ線材の開発2

－交流損失特性－

第80回2009年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 198

2009年5月

古別府 正, 星平 祐吾, 川越 明史,
住吉 文夫

多芯テープ線材の活用による超伝導コイルの性能向上 第80回2009年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 209

2009年5月

上之原 伸一, 羽生 大仁,

木元 武尊, 川越 明史, 住吉 文夫,
岡元 洋*

ポインチングベクトル法を用いた超伝導コイルの異常監
視・診断システム－高感度化－

第80回2009年度春季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 210

2009年5月

吉留 佑介, 松島 健介, 川越 明史,
川畑 秋馬, 住吉 文夫, 柳 長門*,

三戸 利行*, 木内 勝*,

小田部 壮司*, 松下 照男*,

高橋 雅也*, 岡田 道哉*

高アスペクト比断面をもつMgB2テープ線材の開発

－臨界電流特性－

低温工学協会 九州・西日本支部
2009年度若手セミナ－・支部研究成果発表会

2009年8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

星平 祐吾, 古別府 正, 川越 明史,
住吉 文夫

多芯テープ線材による超伝導コイルの性能向上 低温工学協会 九州・西日本支部
2009年度若手セミナ－・支部研究成果発表会

2009年8月

牧原 知広, 川越 明史, 住吉 文夫,

三戸 利行*

伝導冷却型低温超伝導パルスコイルの小型化 低温工学協会 九州・西日本支部
2009年度若手セミナ－・支部研究成果発表会

2009年8月

木元 武尊, 羽生 大仁, 上之原 伸

一,

川越 明史, 住吉 文夫, 岡元 洋*

ポインチングベクトル法を用いた超伝導コイルの異常監
視・診断システム－高感度化－

低温工学協会 九州・西日本支部
2009年度若手セミナ－・支部研究成果発表会

2009年8月

宮原 和矢, 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HTS線材内の電流分布測定 低温工学協会 九州・西日本支部
2009年度若手セミナ－・支部研究成果発表会

2009年8月

A. Kawagoe, Y. Wakabayashi,

S. Kawabata, F. Sumiyoshi,

N. Yanagi*, T. Mito*, M. Kiuchi*,

S. Edmund*, T. Matsushita*,

M. Takahashi*, M. Okada*

Improvement of Electromagnetic Properties of MgB2

Filament due to Deformation to Tape Shape

21st International Conference on Magnet

Technology (MT-21), Hefei, 4GP-47

2009年8月

F. Sumiyoshi, A. Kawagoe,

T. Furubeppu, Y. Hoshihira

Improvement of coil performances by use of

multifilamentary superconducting tapes

The 9th European Conference on Applied

Superconductivity (EUCAS 2009), Dresden,

No. 539

2009年9月

S. Kawabata, K. Miyahara Indirect Measurement of AC current distributions in HTS

tapes by a group of pickup coils

22nd International Symposium on

Superconductivity (ISS 2009), Tsukuba,

Program & Abstracts, p. 256

2009年11月

K. Habu, S. Kaminohara, T. Kimoto,

A. Kawagoe, F. Sumiyoshi,

H. Okamoto*

The contactless detection of local normal transitions in

Superconducting Coils by using Poynting's vector method

22nd International Symposium on

Superconductivity (ISS 2009), Tsukuba,

Program & Abstracts, p. 306

2009年11月

宮原 和矢, 川畑 秋馬, 川越 明史,

住吉 文夫, 和泉 輝郎*, 塩原 融*

ピックアップコイル群によるマルチフィラメントHTS線材の

電流分布測定

第81回2009年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 6

2009年11月

羽生 大仁, 上之原 伸一, 木元 武

尊,

川越 明史, 住吉 文夫, 岡元 洋*

ポインチングベクトル法による超伝導トランスの運転モニ
タリングシステムの開発

第81回2009年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 121

2009年11月

松島 健介, 吉留 佑介, 若林 佑樹,
川越 明史, 川畑 秋馬, 住吉 文夫,
柳 長門*, 三戸 利行*, 木内 勝*,

小田部 壮司*, 松下 照男*,

高橋 雅也*, 和久田 毅*

高断面アスペクト比をもつMgB2テープ線材の臨界電流

特性

第81回2009年度秋季低温工学・超電導学会
講演概要集, p. 216

2009年11月

川越 明史 核融合装置用MgB2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 2010 年1月

山本 吉朗, 古庄 泰章, 飯盛 憲一 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
圧低下補償装置の補償電圧ひずみの検討

平成21年電気学会産業応用部門大会講演論
文集, 1-110，pp.I-589～I-592

2009年8月

時任 康介, 飯盛 憲一, 山本 吉朗 モータトルクを利用した永久磁石同期電動機の速度推
定の一手法

平成21年電気学会産業応用部門大会講演論
文集, 1-120，pp.I-623～I-624

2009年8月

山本 吉朗, 大久保 亮志, 飯盛 憲
一

スロット高調波を利用する誘導電動機速度センサレスベ
クトル制御に適した重畳高周波電圧の検討

平成21年電気学会産業応用部門大会講演論
文集, 1-127，pp.I-637～I-638

2009年8月

山本 吉朗, 古庄 泰章, 飯盛 憲一,
池田 稔

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
圧低下補償装置の補償電圧ひずみ抑制

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 01-1A-07，pp.1-2

2009年9月

如水 慎也, 飯盛 憲一, 山本 吉朗 PWM インバータの接地電位の切替えによるコモンモー
ド電圧の抑制について

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 01-1P-05，p.1

2009年9月

山本 吉朗, 林 エイイ, 飯盛 憲一 電流可逆チョッパ付PWM インバータにおけるチョッパ
部の安定性

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 01-1P-06，pp.1-2

2009年9月

時任 康介, 飯盛 憲一, 山本 吉朗 埋込型永久磁石同期電動機の初期回転子位置検出の
一手法

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 01-1P-07，p.1

2009年9月

山本 吉朗, 大久保 亮志, 飯盛 憲
一

スロット高調波を利用する誘導電動機速度センサレスベ
クトル制御に適した重畳高周波電圧の周波数について

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
講演論文集, 01-1P-11，p.1

2009年9月

山本 吉朗, 林 エイイ, 飯盛 憲一 電気二重層キャパシタにより回生機能を強化した電流
可逆チョッパ付PWMインバータにおけるチョッパ部の構
成比較

半導体電力変換産業電力電気応用合同研究
会資料, SPC-09-162, IEA-09-032, pp.77-82

2009年11月

谷口 隆哉, 中條 徳男, 山下 喜市,
大畠 賢一

非対称エンファシスVCSELドライバを用いた10Gb/s伝

送実験

電子情報通信学会2009年ソサイエティ大会発

表, C-12-51

2009年9月

赤坂 純也, 山下 喜市, 大畠 賢一 Ohmic型サンドイッチ構造RF-MEMSスイッチ 電子情報通信学会2009年ソサイエティ大会発
表, C-2-86

2009年9月

大畠 賢一 超高速AD変換器における 入力信号帯域に関する一考
察

電子情報通信学会シリコンアナログRF研究
会, pp. 3

2010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

土井 吉文, 圷 重人, 本田 真,
原澤 克嘉, 広田 修, 川西 悟基,
大畠 賢一, 山下 喜市

10Gbit/s 光通信量子暗号(Y-00)伝送装置のフィールド
伝送実験

電子情報通信学会2010年総合大会, B-10-
31

2010年3月

河野 明, 久永 英慧, 大畠 賢一,
山下 喜市

2段階駆動構造によるRF-MEMS スイッチの高速・低電
圧化の検討

電子情報通信学会2010年総合大会, C-2-43 2010年3月

大野 聖信, 山下 喜市, 大畠 賢一 磁界相殺構造を有する低クロストークインダクタの一提
案

電子情報通信学会2010年総合大会, C-12-7 2010年3月

谷口 隆哉, 中條 徳男, 山下 喜市,
大畠賢一

非対称エンファシスVCSEL ドライバにおけるジッタの消
光比依存性

電子情報通信学会2010年総合大会, C-12-
57

2010年3月

H. Takata, T. Hachino,

K. Kawabata*

On Design of an Augmented Automatic Choosing Control

of Observer Type Taking Various Observers for

Nonlinear Systems

第38回制御理論シンポジウム資料, pp. 131-
136

2009年9月

米田 信一郎, 八野 知博, 高田 等 ガウシャンプロセスモデルとPSOによる連続時間非線形
システムの同定

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
論文集，06-2A-02

2009年9月

西迫 竜一, 八野 知博, 高田 等 ガウシャンプロセスモデルとPSOによる時系列予測 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
論文集，06-2A-03

2009年9月

本山 勢二, 高田 等, 八野 知博 非線形観測型の非線形システムに対するオブザーバ型
拡大次元自動抽出制御

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
論文集，06-2A-08

2009年9月

高田 等, 寳來 正樹, 八野 知博 Williams-Ottoモデルに対するPD型加速器付Extremum
Seeking制御

第28回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp. 1-2

2009年11月

高田 等, 園畑 直人, 八野 知博 種子島電力系統過渡安定度改善のための拡大次元自
動抽出制御の適用について

第28回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp. 15-16

2009年11月

H. Takata, T. Hachino On an Augmented Automatic Choosing Control of

Observer Type for Nonlinear Systems

第28回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp. 25-28

2009年11月

山角 幸太朗, 八野 知博, 高田 等 GAとPSOの組合せによるARMAXモデルのシステム同
定

第28回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp. 155-156

2009年11月

矢野 裕晃, 八野 知博, 高田 等 ガウシャンプロセスモデルを用いた奄美大島における電
力系統台風被害予測

第28回SICE九州支部学術講演会予稿集,
pp. 157-158

2009年11月

重井 徳貴 アンサンブル学習と様々なモデルへのその応用 日本知能情報ファジィ学会九州支部ほっと暖
まる合同研究会 2009, 講習会

2009年8月

森下 宏樹, 重井 徳貴, 宮島 廣美 センサネットワークのための近傍ノード数に基づく省電
力クラスタリング通信

情報処理学会 モバイルコンピューティングと
ユビキタス通信研究会 第50回研究発表会, 7

2009年9月

阿萬 智弘, 宮島 廣美, 重井 徳貴 ファジィ推論を用いた強化学習システムの構築に関する
考察

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
論文集, 09-1A-11

2009年9月

有馬 圭輔, 宮島 廣美, 重井 徳貴 量子探索アルゴリズムに関する一考察 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
論文集, 02-1A-03

2009年9月

大迫 司, 宮島 廣美, 重井 徳貴 スモールワールドモデルを用いた分散制御 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
論文集, 09-1P-05

2009年9月

大薗 圭輔, 宮島 廣美, 重井 徳貴 遺伝的アルゴリズムを用いたOFDM信号のピーク電力
抑圧法の計算量軽減

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
論文集, 09-1P-03

2009年9月

永田 悠人, 宮島 廣美, 重井 徳貴 ICAを用いた顔画像認識法に関する考察 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
論文集, 09-1A-12

2009年9月

三池 聡明, 宮島 廣美, 重井 徳貴 少数入力ルール群結合型ファジィ推論モデル 第22回バイオメディカル・ファジィ・システム学
会年次大会 講演論文集, pp.113-116

2009年10月

大薗 圭輔, 宮島 廣美, 重井 徳貴 OFDM信号のピーク電力抑圧に対する遺伝的アルゴリ
ズムの適用

電子情報通信学会技術研究報告, NLP2009-
95, pp.73-78

2009年11月

時任 佑輔, 宮島 廣美, 重井 徳貴 OFDM信号のピーク電力抑圧手法のディジタル回路化 情報処理学会 火の国情報シンポジウム, B-
1-2

2010年3月

椎葉 富之, 重井 徳貴, 宮島 廣美 次元圧縮を用いた非線形クラスタリング 情報処理学会 火の国情報シンポジウム, C-
4-3

2010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

建築学科

K. Yamamoto, T. Honma Fundamental Study on Generating Free-Form Surfaces by

Applying Forced Displacemennt on Grid Plate

The 9th Asian Pacific Conference on Shell and

Spatial Structures (APCS2009), Nagoya,

JAPAN, CD-R

2009年5月

境野 健太郎 ハンセン病療養所なる施設と居住 日本建築学会九州支部鹿児島支所 定例講
演会

2009年5月

山本 憲司, 皆川 洋一 シングルデッキ型浮屋根を有する円筒液体貯槽の非線
形スロッシング解析

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
A-2, pp. 387-388

2009年8月

和田 大典, 本間 俊雄 骨組構造の形態創生問題に対する解の多様性を考慮
したGA系解法の適用

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
B-1, 構造I, pp.323-324

2009年8月

坂中 玲子*, 本間 俊雄 ニューマチック効果を考慮した空気膜構造の動的応答
解析

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
B-1, 構造I, pp.847-848

2009年8月

正野 和司*, 佐伯 裕介*, 本間 俊

雄

膜構造の裁断図解析におけるリメッシュ法と動的解析 日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
B-1, 構造I, pp.865-866

2009年8月

松木 和彦, 塩屋 晋一, 有馬 武城,
山田 直樹, 寺光 秀徳

プレストレスを利用する木造ラーメン剛接合法の合理化
を目指した実験的研究
その１．接合部の合理化と試験体概要

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
C-2, 構造IV, pp.137-138

2009年8月

寺光 秀徳, 塩屋 晋一, 松木 和彦,
有馬 武城, 山田 直樹

プレストレスを利用する木造ラーメン剛接合法の合理化
を目指した実験的研究
その2．実験方法と層せん断力−層間変形角関係

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
C-2, 構造IV, pp.137-138

2009年8月

山田 直樹, 塩屋 晋一, 松木 和彦,
有馬 武城, 寺光 秀徳

プレストレスを利用する木造ラーメン剛接合法の合理化
を目指した実験的研究
その3．柱梁接合部のせん断特性と梁のせん断力伝達

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
C-2, 構造IV, pp.137-138

2009年8月

今村 祐輔, 渡辺 達也, 塩屋 晋一 接合位置や形状が異なる腰壁･たれ壁付柱のせん断耐
力と終局変形角に関する実験的研究
その1 実験概要と荷重?変形角関係および破壊状況

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
C-2, 構造IV, pp.241-242

2009年8月

渡辺 達也，塩屋 晋一 接合位置や形状が異なる腰壁･たれ壁付柱のせん断耐
力と終局変形角に関する実験的研究
その2 せん断耐力の低下率と終局変形の検討

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
C-2, 構造IV, pp.243-244

2009年8月

塩屋 晋一, 佐々木 泉 復元モーメントに着目するRC柱の地震後の残留変形抑
制に関する実験
その1．研究目的と実験方法

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
C-2, 構造IV, pp.259-260

2009年8月

佐々木 泉, 塩屋 晋一 復元モーメントに着目するRC柱の地震後の残留変形抑
制に関する実験
その2．実験結果

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
C-2, 構造IV, pp.261-262

2009年8月

曽我 和弘，窪田 真樹，原田 康生 建築環境予測のための将来気象データに関する研究
その1 地球温暖化予測情報を利用した将来気象デー
タの作成

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
D-2, 環境工学II，pp.1-2

2009年8月

窪田 真樹，曽我 和弘，原田 康生 建築環境予測のための将来気象データに関する研究
その2 気温・湿度・夜間放射の将来変化がオフィスビル
の空調熱負荷に及ぼす影響

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
D-2, 環境工学II，pp.3-4

2009年8月

原田 康生，曽我 和弘，窪田 真樹 建築環境予測のための将来気象データに関する研究
その3 気温・湿度・夜間放射の将来変化が住宅の空調
熱負荷に及ぼす影響

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
D-2, 環境工学II，pp.5-6

2009年8月

斉藤 孝一郎*, 赤坂 裕*,

二宮 秀與, 宇田川 光弘*,

木下 泰斗*, 伊藤 春雄*

カーテンウォールの熱貫流率計算法 日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
D-2，環境工学II，pp.15-16

2009年8月

長澤 康弘, 近藤 靖史*, 片山 俊*,

町井 義生*

業務用厨房の換気設備に関する国内規格・法令の課
題と海外規格との比較

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
D-2, 環境工学II，ｐｐ.633-636

2009年8月

趙 凡*, 太田 恭兵*, 長澤 康弘,

近藤 靖史*

空調用吹出口のCFDモデリング手法としてのP.V.法の
汎用化に関する研究

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
D-2, 環境工学II，ｐｐ.707-708

2009年8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

鈴木 健二, 野村 正憲 老人病院から個室ユニット型療養病床への増改築プロ
セスに関する事例研究１

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-1, 建築計画I, pp.239-240

2009年8月

野村 正憲, 鈴木 健二 老人病院から個室ユニット型療養病床への増改築プロ
セスに関する事例研究２

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-1, 建築計画I, pp.241-242

2009年8月

古家 靖士, 鈴木 健二 東京都心における既存不適格百貨店の増改築に関す
る事例研究

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-1, 建築計画I, pp.495-496

2009年8月

吉元 佑太, 鈴木 健二 廃校から高齢者福祉施設への転用に建築関連法規が
及ぼす影響

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-1, 建築計画I, pp.583-584

2009年8月

瀬戸口 博美, 田中 翔子, 友清 貴

和,

丸林 美香

生活サービスの位置付けと合併類型別にみた対象地域
の特性
－人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
ス手法の再編 その1－

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-1, 建築計画I, pp.1243-1244

2009年8月

田中 翔子, 丸林 美香, 友清 貴和,
瀬戸口 博美

母都市に合わせた組織・運営の変化に注目した生活
サービスの考察
－人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
ス手法の再編 その2－

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-1, 建築計画I, pp.1245-1246

2009年8月

丸林 美香, 田中 翔子, 友清 貴和,
瀬戸口 博美

直接交通アクセスを欠く離島の旧村における生活サー
ビスの考察
－人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
ス手法の再編 その3－

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-1, 建築計画I, pp.1247-1248

2009年8月

花原 裕美子, 友清 貴和, 本間 俊
雄

地域活動を支える個人・組織間のつながりの形成要因
－人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
ス手法の再編－

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-1, 建築計画I, pp.1259-1260

2009年8月

川内 英樹, 徳田 光弘, 友清 貴和 災害関係者の経験から把握した復興状況の構図化に
関する考察

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-2, 農村計画, pp.551-552

2009年8月

徳田 光弘, 伊藤 幹治, 友清 貴和 豪雨災害における浸水被害事業所の復興特性に関す
る考察

日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）,
E-2, 農村計画, pp.553-554

2009年8月

二宮 秀與，赤井 仁志*，

山本 昌志*

ボイラー併用式電化給湯システムの評価に関する研究 空気調和・衛生工学会大会学術講演論文
集，
A-56，pp.1627-1630

2009年9月

曽我 和弘，村上 周三*，赤坂 裕*，

二宮 秀與

外皮・躯体と設備・機器の総合エネルギーシミュレーショ
ンツール「BEST」の開発（その44）
EA 気象データと将来気象データの開発について

空気調和・衛生工学会大会学術講演論文
集，
OS-10，pp.659-662

2009年9月

二宮 秀與, 伊丹 清*, 赤坂 裕*,

倉山 千春*

窓の熱性能評価ツールWindEye 日本建築学会 環境工学委員会 熱シンポジ
ウム，第39回，pp.57-62

2009年10月

和田 大典, 本間 俊雄 曲面･曲線を用いた低層集合住宅の計画･設計
－解の多様性を考慮したGA系解法の適用－

第22回バイオメディカル･ファジィ･システム学
会年次大会（BMFSA2009 in 奄美大島）講演
論文集, pp.17-20

2009年10月

和田 大典, 本間 俊雄 解の多様性を考慮した優良解を探索する遺伝的アルゴ
リズム系解法と解の特性

第22回バイオメディカル･ファジィ･システム学
会年次大会（BMFSA2009 in 奄美大島）講演
論文集, pp.21-24

2009年10月

出水 里枝*, 本間 俊雄, 友清 貴和 自己組織化臨界状態解析と感性評価を用いた街路景
観評価の試み

第22回バイオメディカル･ファジィ･システム学
会年次大会（BMFSA2009 in 奄美大島）講演
論文集, pp.63-66

2009年10月

和田 大典, 本間 俊雄 解の多様性を考慮したGA系解法による自由曲面シェル
構造のひずみエネルギ最適化に関する研究

コロキウム構造形態の解析と創生2009,
pp.25-30

2009年11月

和田 大典, 本間 俊雄 曲線･曲面の掃引による構造･計画を考慮した低層集合
住宅の形態創生

コロキウム構造形態の解析と創生2009,
pp.127-132

2009年11月

松村 和雄 地震動の最大力積と１自由度系の最大応答変位との関
係

日本建築学会研究報告，九州支部，
第49号･１, 構造系，pp.201-204

2010年3月

吉川 和博，松村 和雄 既存ＲＣ造建築物の耐震診断基準における高さ方向の
剛性分布と耐震性能に関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第49号･１, 構造系，pp.205-208

2010年3月

佐藤 忠俊, 本間 俊雄 張力構造におけるUpdated-Lagrange法による座標仮定
有限要素法

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号･1, 構造系, pp.217-220

2010年3月
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和田 大典, 本間 俊雄 解の多様性を考慮したGA系解法によるパラメトリック曲
面を利用した自由曲面シェルの構造最適化

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号･1, 構造系, pp.221-224

2010年3月

福留 正樹, 本間 俊雄 座標仮定有限要素法による複合張力構造解析に関す
る基礎的研究

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号･1, 構造系, pp.225-228

2010年3月

谷川 正明, 山本 憲司, 本間 俊雄 格子状平板の初期曲げにより形成されるグリッドシェル
に関する実験的研究

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号･1, 構造系, pp.229-232

2010年3月

廣川 依世, 福留 正樹, 本間 俊雄 膜構造の裁断図解析と実験による形態確認 日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号･1, 構造系, pp.241-244

2010年3月

今村 祐輔，塩屋 晋一 高復元性と損傷抑制を有するRC梁の開発に関する実
験的研究
その1．研究目的と実験概要

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・1, 構造系, pp.437-440

2010年3月

今村 祐輔，塩屋 晋一 高復元性と損傷抑制を有するRC梁の開発に関する実
験的研究
その2．エネルギー吸収と変形機構および主筋の抵抗
状況

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・1, 構造系, pp.441-444

2010年3月

孔 令ﾃｷ, 塩屋 晋一 接合位置や形状が異なる腰壁･垂れ壁付柱のせん断耐
力に関する実験的研究
実験概要とせん断耐力の低下率

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・1, 構造系, pp.445-448

2010年3月

山本 憲司, 中原 浩之*, 黒木 正幸

*

屋根面ブレースが引張降伏する学校体育館の耐震診
断方法に関する基礎的検討

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号･1, 構造系, pp.525-528

2010年3月

山田 直樹, 塩屋 晋一 鉄筋で曲げ補強する木造集成材の架構の開発
部材の曲げ剛性に関する梁の曲げ加力実験

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・1, 構造系, pp.613-616

2010年3月

竹内 聡，曽我 和弘，窪田 真樹 波長別日射量の推定に関する基礎的研究
その７ 波長別の晴天指数を用い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49号・2, 環境系, pp.141-144

2010年3月

窪田 真樹，曽我 和弘 地球温暖化の影響を考慮した将来気象データに関する
研究
その３ 日射量・風速の予測値の検証と将来気象データ
の合成法の改善

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・2, 環境系, pp.149-152

2010年3月

山下 大介, 鈴木 健二, 境野 健太
郎

「規模」に着目した個室ユニット型療養病床への増改築
過程に関する研究

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・3，計画系，pp.57-60

2010年3月

東 真人, 神原 亮一, 鈴木 健二 地方都市の斜面密集市街地における空家問題への対
応に関する研究

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・3，計画系，pp.93-96

2010年3月

丸林 美香, 田中 翔子, 友清 貴和 人口・財政規模からみた「平成の大合併」の合併形態の
特徴
－人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
ス手法の再編－

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・3, 計画系, pp.113-116

2010年3月

花原 裕美子, 友清 貴和 ネットワークの形態による生活サービスの類型化
－人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
スの再編－

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・3, 計画系, pp.117-120

2010年3月

長谷部 裕子, 友清 貴和,
境野 健太郎

合併を終えた自治体の小学校再編に伴う通学圏域の
広がりと住民への影響に関する考察
－人口減少と市町村合併に伴う生活圏域と生活サービ
ス手法の再編－

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・3, 計画系, pp.121-124

2010年3月

川内 英樹, 徳田 光弘, 友清 貴和 豪雨災害関係者の経験に基づく復興イベントのグラフ
構造

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号・3, 計画系, pp.161-164

2010年3月

桑原 大輝*, 徳田 光弘*, 本間 俊

雄

豪雨災害関係者の経験に基づく復興イベントの構造化
に関するシステム試行

日本建築学会研究報告, 九州支部,
第49号･3, 計画系, pp.169-172

2010年3月

古家 靖士, 若松 俊輝, 鈴木 健二 鹿児島・山形屋百貨店１号館の増改築と機能の変遷に
関する研究

日本建築学会研究報告，九州支部，
第49号・3，計画系，pp.533-536

2010年3月

笹倉 みなみ, 木方 十根 アメリカ統治期から復興期の徳之島における小学校建
築に関する研究

日本建築学会研究報告. 九州支部,
第49号・3，計画系，pp.545-548

2010年3月
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環境化学プロセス
工学科

高倉 一旗, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

土壌改良を目的とする環境分解型カプセル化乳酸菌製
剤の開発

第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.005,
p.342, 北九州国際会議場

2009年7月

立山 努, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

In situ 重合法を利用する農薬製剤の開発と薬物放出
特性

第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.006,
p.342, 北九州国際会議場

2009年7月

竹宮 鉄史, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
甲原 好浩*

V2O5-Li2O-TeO2系鉛フリーガラスシーリング材の特性

評価

第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.036,
p.357, 北九州国際会議場

2009年7月

宮崎 将尊, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

電場刺激による分子認識ミクロスフェアの開発 第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.060,
p.369, 北九州国際会議場

2009年7月

久留須 太郎, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄, 塩盛 弘一郎*,
清山 史朗*

食品添加物, アリルイソチオシアネート を主成分とする
カプセル化土壌薫蒸剤の開発と特性評価

第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.061,
p.370, 北九州国際会議場

2009年7月

椛島 裕樹, 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マイクロカプセル製剤の
蒸散制御

第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.062,
p.370, 北九州国際会議場

2009年7月

小瀬戸 悠悟, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄, 大角 義浩, 畑中 千秋*,
通阪 栄一*

単核構造を有する脱窒細菌内包マイクロカプセルの構
造制御による脱窒速度の検討

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.17, p.27, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

椛島 裕樹，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のカプセル化製剤の蒸散制御 第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.19, p.29, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

園田 瑛子, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

自己修復機能を付与するインテリジェントマイクロカプセ
ルの構造制御

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.21, p.31, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

竹宮 鉄史, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
甲原 好浩*

電子デバイスのシーリングを目指したバナジウム系鉛フ
リーガラスの特性評価

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.23, p.33, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

久留須 太郎, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄, 塩盛 弘一郎*,
清山 史朗*

アリルイソチオシアネートを内包するカプセル化土壌薫
蒸剤の開発と薫蒸特性評価

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.25, p.35, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

高倉 一旗, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*,
武井 孝行*

土壌改良を目的とした乳酸菌内包マイクロカプセル製
剤の開発

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.27, p.37, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

立山 努, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄, パン酵母固定化カプセル型リアクターの不斉還元への
応用

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.29, p.39, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

田邊 健太, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
大角 義浩

艶消し効果を有する塗料用マイクロカプセル調製の基
礎的検討

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.31, p.41, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

宮崎 将尊, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

液晶を固定化した分子認識ミクロスフェアによるキラル
分離

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.33, p.43, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

小瀬戸 悠悟, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄, 大角 義浩, 畑中 千秋*,
通阪 栄一*

単核構造を有する脱窒細菌内包マイクロカプセルの構
造制御による脱窒速度の検討

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, 17, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

S. Kiyoyama*, K. Shiomori*,

M. Yoshida, Y. Hatate

Extraction of Pd(II) Using Tri-n-octhylamine entrapped

microcapsulaes with through-hole

The 8th World congress of Chemical

Engineering, 315 (Canada)

2009年8月

K. Shiomori*, M. Hashimoto*,

S. Kiyoyama*, M. Yoshida,

Y. Hatate

Preparation and release control of biodegradable

microcapsules entrapping antibacterial agent

The 8th World congress of Chemical

Engineering, 372 (Canada)

2009年8月

田邊 健太, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
大角 義浩

塗料用艶消しマイクロカプセルの調製条件の基礎的検
討

化学工学会第41回秋季大会, I213, 広島大学 2009年9月

宮崎 将尊, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

電場応答ミクロスフェアによるアミノ酸のキラル分離 化学工学会第41回秋季大会, I207, 広島大学 2009年9月

高倉 一旗, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*,
武井 孝行*

ポリ-ε-カプロラクトンを骨格とするカプセル化乳酸菌
製剤の調製及び発酵特性

化学工学会第41回秋季大会, I214, 広島大学 2009年9月

吉田 昌弘, 椛島 裕樹, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

カプセル化フェロモン製剤の細孔制御と蒸散特性評価 化学工学会第41回秋季大会, I304, 広島大学 2009年9月

久留須 太郎, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄, 塩盛 弘一郎*,
清山 史朗*

アリルイソチオシアネート内包マイクロカプセルの薫蒸
特性

化学工学会第41回秋季大会, I305, 広島大学 2009年9月
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竹宮 鉄史, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
甲原 好浩*

バナジウム系鉛フリーガラス封着剤の熱的特性・封着強
度・耐水能力評価

化学工学会第41回秋季大会, Q114, 広島大
学

2009年9月

M. Yoshida, K. Shiki, I. Takakura,

Y. Hatate, K. Shiomori*,

S. Kiyoyama*, T. Takei*

Biodegradable Microcapsule Immobilized Lactic Acid

Bacteria and its soil bio-amendment application

The 17th International Symposium on

Microencapsulation , 123, pp.151-152,

名古屋市

2009年9月

M. Yoshida, Y. Koseto, K. Tanabe,

Y. Ohzuno, Y. Hatate, C. Hatanaka*,

E. Toorisaka*, K. Shiomori*,

S. Kiyoyama*

Hollow core microcapsule encapsulated denitrifying

bacteria for nitrate-nitrogen treatment in the groundwater

The 17th International Symposium on

Microencapsulation, 124, pp.153-154,

名古屋市

2009年9月

K. Shiomori*, M. Hashimoto*,

S. Kiyoyama*, M. Yoshida,

Y. Hatate

Release control of agrochemicals entrapped in

biodegradable microcapsules by addition of solid lipids

The 17th International Symposium on

Microencapsulation , 133, pp.171-172,

名古屋市

2009年9月

小瀬戸 悠悟, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄, 大角 義浩, 畑中 千秋*,
通阪 栄一*

脱窒細菌を内包する多孔質マイクロカプセルの構造制
御と脱窒速度の検討

第2回化学工学3支部合同北九州大会, E116,
北九州市, 西日本総合展示場

2009年10月

志岐 雄寛, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

Bacillus subtilisを内包するマイクロカプセルのセルロー
ス分解能力評価

第2回化学工学3支部合同北九州大会, E117,
北九州市, 西日本総合展示場

2009年10月

園田 瑛子, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
大角 義浩, 塩盛 弘一郎*,
清山 史朗*

自己修復材料を可能にするインテリジェントマイクロカプ
セルの粒径制御

第2回化学工学3支部合同北九州大会, E119,
北九州市, 西日本総合展示場

2009年10月

竹宮 鉄史, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
甲原 好浩*

V2O5-Li2O-TeO2系鉛フリーガラスの熱的特性・接着強

度・耐水能力評価

第2回化学工学3支部合同北九州大会, E207,
北九州市, 西日本総合展示場

2009年10月

荒牧 一輝, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
甲原 好浩*

低融性を有するバナジウム系鉛フリーガラスを適用した
蛍光管のライフ試験

第2回化学工学3支部合同北九州大会, E208,
北九州市, 西日本総合展示場

2009年10月

Y. Kabashima, M. Yoshida,

Y. Hatate, K. Shiomori*,

S. Kiyoyama*

Synthesis and controlled release of microcapsules

containing mating disruption insect sex pheromone

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OF-03, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

Y. Koseto, M. Yoshida, Y. Hatate,

Y. Ohzuno, C. Hatanaka*,

E. Toorisaka*

Structure Control of Core-shell Microcapsules

Immobilized Denitrifying Bacteria with Porous Structure

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OF-05, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

K. Shiki, M. Yoshida, Y. Hatate,

K. Shiomori*, S. Kiyoyama*

Preparation and Cellulose-decomposition Ability of

Microcapsule Encapsulated Bacillus subtilis

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OF-07, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

E. Sonoda, M. Yoshida, Y. Hatate,

Y. Ohzuno, K. Shiomori*,

S. Kiyoyama*

Particle Size Control of Intelligent Microcapsule Enable

Healing of Microcrack Generated in Composite Materials

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OF-09 , Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

K. Aramaki, M. Yoshida, Y. Hatate,

Y. Kouhara*

Investigation and Development for Utility V2O5-ZnO-BaO

Lead-free Glass Possessing Low-melting Property

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PF-08, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

T. Kurusu, M. Yoshida, Y. Hatate,

K. Shiomori*, S. Kiyoyama*

Development of an Encapsulation Pesticide Formulation

Containing Allyl Isothiocyanate

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PF-10, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

I. Takakura, M. Yoshida, Y. Hatate,

K. Shiomori*, S. Kiyoyama*

Preparation of Poly, ε-caprolactone Microcapsules

Enclosing Lactic Acid Bacteria and Evaluation of Lactic

Fermentation Ability

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PF-12, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

T. Takemiya, M. Yoshida, Y. Hatate,

Y. Kouhara*

Preparation of V2O5-Li2O-TeO2 Lead-free Glasses and

Evaluation of their Thermal Property, Sealing Ability, and

Water Durability

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OF-14, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

T. Tateyama, M. Yoshida, Y. Hatate,

K. Shiomori*, S. Kiyoyama*

Asymmetric Reduction and Enantio Selectivity of

Acetophenone with Microcapsules Immobilized Baker's

Yeast

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PF-16, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

K. Tanabe, M. Yoshida, Y. Hatate,

Y. Ohzuno,

Optimum Preparative Condition of Microcapsules for Mat

Paint

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PF-18, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

M. Miyazaki, M. Yoshida, Y. Hatate,

K. Shiomori*, S. Kiyoyama*

Optical Resolution Ability of Electro-responsive

Microsphere Prepared by Molecular Imprinting Technique

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PF-20, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月
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発 表 者 題 目 雑誌名または講演会名 掲載年月

高倉 一旗, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*,
武井 孝行*

Lactbacillus bulgaricusを固定化する環境分解ミクロス
フェアの設計及び発酵特性

化学工学会第75年会, M302, 鹿児島大学 2010年3月

田邊 健太, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
大角 義浩, 畑中 千秋*

P. denitrificants を固定化する架橋PVAミクロスフェアの
設計と特性評価

化学工学会第75年会, M303, 鹿児島大学 2010年3月

宮崎 将尊, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

不斉制御機能を付与した電場刺激応答ミクロスフェアの
調製とキラル分解評価

化学工学会第75年会, M305, 鹿児島大学 2010年3月

久留須 太郎, 吉田 昌弘,
幡手 泰雄, 塩盛 弘一郎*,
清山 史朗*

カプセル化土壌薫蒸剤調製と薫蒸特性の評価 化学工学会第75年会, M316, 鹿児島大学 2010年3月

高橋 良尚, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

殺虫剤, アセタミプリド 内包マイクロカプセル製剤の設
計及び徐放挙動抑制

化学工学会第75年会, M317, 鹿児島大学 2010年3月

立山 努, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
塩盛 弘一郎*, 清山 史朗*

ヘキサン－トリス二相系における酵母固定化マイクロカ
プセルの不斉還元特性

化学工学会第75年会, M318 , 鹿児島大学 2010年3月

竹宮 鉄史, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
甲原 好浩*

バナジウム系鉛フリーガラスへの修飾物添加が及ぼす
ガラスの低融点化

化学工学会第75年会, N117, 鹿児島大学 2010年3月

荒牧 一輝, 吉田 昌弘, 幡手 泰雄,
甲原 好浩*

バナジウム系鉛フリーガラスの異なる粒径に対する封着
力の評価

化学工学会第75年会, N118, 鹿児島大学 2010年3月

芹口 慶洋*, 中嶋 伸昌*,

藤川 貴志*, 高橋 武重, 甲斐 敬美

脱硫触媒の粒子形状と流体の流れの関係に関する研
究 （その２）

石油学会第52回年会，Vol.52nd，p.72, 東京 2009年5月

T. Kai, M. Oritsu, T. Nakazato,

H. Takanashi, T. Funakawa*,

K. Ogi*, M. Iba*, M. Maruyama*

Purification of Crude Biodiesel Fuel by Electrical Fields -

Part II Effects of Electrical-Field Intensity and PH

Proceedings of the 17th European Biomass

Conference and Exhibition, CCH-Congress

Center, Hamburg, Germany

2009年6月

俣木 祐子, 甲斐 敬美, 中里 勉 バイオディーゼル燃料製造における２段回分反応操作
の最適化

第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.038,
p.358, 北九州国際会議場

2009年7月

佐多 真由美, 甲斐 敬美, 中里 勉 アルカリ触媒法で製造されたバイオディーゼル燃料の
精製

第46回化学関連支部合同九州大会, 北九州,
6_8.039, 講演予稿集, p.359

2009年7月

古川 光伸, 甲斐 敬美, 中里 勉 気相触媒反応によるGTL燃料合成のための流動層
反応器の流動性改善

第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.040,
p.359, 北九州国際会議場

2009年7月

小野 隼尚, 中里 勉, 甲斐 敬美 粉粒流動層における高温場での微粒子の挙動 第46回化学関連支部合同九州大会, 6_8.041,
p.360, 北九州国際会議場

2009年7月

小野 隼尚, 中里 勉, 甲斐 敬美 粉粒流動層における高温場での層内微粒子の挙動 第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.43, p.53, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

古川 光伸，甲斐 敬美，中里 勉 気相触媒反応によるGTL燃料合成のための流動層
反応器の流動性改善

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.45, p.55, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

佐多 真由美, 甲斐 敬美, 中里 勉 アルカリ触媒法で製造されたバイオディーゼル燃料の
乾式精製

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.47, p.57, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

俣木 祐子, 甲斐 敬美, 中里 勉,
高梨 啓和

バイオディーゼル燃料製造における２段回分反応操作
の最適化

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.49, p.59, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

片山 皓介, 甲斐 敬美, 中里 勉 流動層反応器モデルの検討 第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.51, p.61, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

賀屋 雅裕, 中里 勉, 甲斐 敬美 Ni-水酸アパタイト触媒構造のくずれによるメタン部分酸
化反応特性への影響

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.53, p.63, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

下堀 隆佑, 中里 勉, 甲斐 敬美 簡易な熱還元操作による酸化チタン光触媒の可視光
活性化

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.55, p.65, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

平田 晃誠，甲斐 敬美，中里 勉 ガスアトマイズ法で作製した金属ガラスにより調製した
触媒でのメタノール水蒸気改質反応

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.57, p.67, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

星野 哲也, 中里 勉, 甲斐 敬美 流動層滴下熱分解法で生成される微粒子の形状と
その飛び出し挙動

第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.59, p.69, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

折津 美奈子, 甲斐 敬美, 中里 勉,
高梨 啓和, 舟川 和也*,

荻 邦正*, 伊庭 誠*, 丸山 守人*

高電圧印加によるバイオディーゼル燃料の精製 第20回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会, No.61, p.71, 阿蘇プラザホテル

2009年7月

賀屋 雅裕, 中里 勉, 甲斐 敬美 調製法の違いが及ぼすNi-水酸アパタイト触媒の
メタン部分酸化特性への影響

化学工学会第41回秋季大会, N216, 広島大
学

2009年9月

甲斐 敬美, 中里 勉, 川村 麻美,
高橋 武重, 芹口 慶洋*,

中嶋 伸昌*, 藤川 貴志*

異形触媒の充てん層における配向性と圧力損失の関係 化学工学会第41回秋季大会, N308, 広島大
学

2009年9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

中里 勉, 篠藤 慶二, 甲斐 敬美,
筒井 俊雄

FCC反応初期の生成物分布に及ぼす出発原料の影響 化学工学会第41回秋季大会, N309, 広島大
学

2009年9月

下堀 隆佑, 中里 勉, 甲斐 敬美 熱還元アニオンドープ操作が及ぼす酸化チタン光触媒
の可視光活性への影響

化学工学会第41回秋季大会, O115, 広島大
学

2009年9月

俣木 祐子, 甲斐 敬美, 中里 勉,
高梨 啓和

２段回分反応によるバイオディーゼル燃料の製造に
おける反応条件への酸価の影響

第2回化学工学3支部合同北九州大会, p.32,
北九州市, 西日本総合展示場

2009年10月

古川 光伸, 甲斐 敬美, 中里 勉,
中島 充幸*

気相触媒流動層反応器をモル数減少反応へ適用する
ための操作方法についての検討

第2回化学工学3支部合同北九州大会, p.41,
北九州市, 西日本総合展示場

2009年10月

藤吉 一誠 クエン酸を溶離液とした多孔質ガラス充填カラムによる
二価金属の分離

第2回化学工学3支部合同北九州大会, p.87,
北九州市, 西日本総合展示場

2009年10月

M. Sata, T. Kai, T. Nakazato Utilization of glycerol in purification of biodiesel fuel

produced by alkali catalyst method

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OB-07, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

Y. Mataki, T. Kai, T. Nakazato,

H. Takanashi

Influence of acid value on reaction condition of two-

step batch operation for biodiesel-fuel production

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OB-08, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

T. Ono, T. Nakazato, T. Kai Studies on behavior of fine particles in a powder-particle

fluidized bed at elevated temperatures

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OH-10, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

M. Furukawa, T. Kai, T. Nakazato Improvement of fluidization quality of fluidized

catalytic reaction involving a gas volume reduction

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, OH-11, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

M. Oritsu, T. Kai, T. Nakazato,

H. Takanashi, K. Funakawa*,

M. Iba*, M. Maruyama*

Purification of crude biodiesel fuel by electrical fields The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PB-02, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

A. Hirata, T. Kai, T. Nakazato,

H. Kimura*

Methanol steam-reforming over the catalysts prepared

from Cu-Zr amorphous alloys

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PB-04, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

R. Shimobori, T. Nakazato, T. Kai Visible light activation of titanium oxide photocatalyst

doped with two anion species via heat reduction

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PF-26, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

M. Kaya, T. Nakazato, T. Kai Effect of catalyst preparation method on the performance

of partial oxidation of methane over nickel-hydroxyapatite

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PH-10, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

T. Hoshino, T. Nakazato, T. Kai Behavior and properties of fine particles produced by

drip pyrolysis in a fluidized bed

The 22th International Symposium on Chemical

Engineering, PH-12, Daejeon Convention

Centaer, Daejeon, Korea

2009年12月

小野 隼尚, 中里 勉, 甲斐 敬美 粉粒流動層における高温場での微粒子の挙動 第15回流動化・粒子プロセッシングシンポジウ
ム, F05, pp.17-19, 鹿児島

2009年12月

古川 光伸, 甲斐 敬美, 中里 勉,
中島 充幸*

体積減少反応をともなう場合の流動層反応器での
流動性向上のための操作条件

第15回流動化・粒子プロセッシングシンポジウ
ム, F11, pp.37-40, 鹿児島

2009年12月

星野 哲也, 中里 勉, 甲斐 敬美 流動層滴下熱分解法で生成される水酸アパタイト粒子
の粉体物性

第15回流動化・粒子プロセッシングシンポジウ
ム, P04, pp.51-53, 鹿児島

2009年12月

中里 勉, 篠藤 慶二, 名田 敬太,
甲斐 敬美, 筒井 俊雄

短時間のFCC反応における液状生成物分布と出発原
料との関係

第15回流動化・粒子プロセッシングシンポジウ
ム, R05, pp.138-141, 鹿児島

2009年12月

俣木 祐子, 甲斐 敬美, 中里 勉,
高梨 啓和

廃食油からのバイオディーゼル燃料製造における
２段回分反応の最適条件

石油学会沖縄大会講演要旨集, p.52, 那覇市 2009年12月

折津 美奈子, 甲斐 敬美, 中里 勉,
高梨 啓和, 舟川 知也*,

伊庭 誠*, 丸山 守人*

高電圧印可によるバイオディーゼル燃料の精製 石油学会沖縄大会講演要旨集, p.53, 那覇市 2009年12月

星野 哲也, 中里 勉, 甲斐 敬美 流動層滴下熱分解法で生成されるNi-水酸アパタイト
粒子の粉体物性

化学工学会第７５年会, F112, 鹿児島大学 2010年3月

中里 勉, 西村 裕悟, 甲斐 敬美 粉粒流動層による卵殻微粉末からの多孔質酸化
カルシウムの製造

化学工学会第７５年会, F123, 鹿児島大学 2010年3月

賀屋 雅裕, 中里 勉, 星野 哲也,
甲斐 敬美

Ni-水酸アパタイト触媒の迅速熟成とメタン部分
酸化特性との関係

化学工学会第７５年会, I105, 鹿児島大学 2010年3月

筒井 俊雄, 伊地知 和也, 中里 勉 パラフィン・オレフィン系原料からの高オクタン価ガソリン
製造技術と反応装置の研究

石油産業活性化センター第23回技術開発成
果発表会

2009年6月
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発 表 者 題 目 雑誌名または講演会名 掲載年月

小田原 雄己, 水田 敬 アルゴンイオンレーザーを用いた二色LIF法について 化学工学会第41回秋季大会, E121, 広島大
学

2009年9月

中野 麻利, 水田 敬 格子ボルツマン法を用いた吸・脱着現象シミュレーショ
ン

化学工学会第41回秋季大会, C313, 広島大
学

2009年9月

水田 敬, 福永 倫康 高性能ヒートパイプ型ヒートスプレッダ(FGHP)を用いた
冷却システムの開発

化学工学会第41回秋季大会, C314, 広島大
学

2009年9月

植田 靖宏, 筒井 俊雄, 伊地知 和
也

ドデセンをモデル原料に用いた各種ゼオライトの接触分
解反応性の評価

第6回反応装置・プロセスシンポジウム講演要
旨集, p.12-15

2009年12月

伊地知 和也, 幸崎 聡, 筒井 俊雄 ドラフトチューブ付き噴流層を利用した微粒子コーティ
ング

第15回流動化・粒子プロセッシングシンポジウ
ム講演要旨集, p.57-59

2009年12月

毛利 雅裕美, 筒井 俊雄,
伊地知 和也

バイオマス由来の有機酸の化学原料化 石油学会沖縄大会講演要旨集, p.51, 那覇市 2009年12月

植田 靖宏, 筒井 俊雄, 伊地知 和
也

ドデセンをモデル原料に用いた各種ゼオライトの接触分
解反応性の評価

石油学会沖縄大会講演要旨集, p.13, 那覇市 2009年12月

筒井 俊雄, 毛利 雅裕美,
皆吉 直文, 伊地知 和也

バイオマス由来の有機酸の化学原料化 化学工学会第75年会, H321, 鹿児島大学 2010年3月

筒井 俊雄, 植田 靖宏, 椛島 治樹,
伊地知 和也

接触分解におけるゼオライト種の反応性評価 化学工学会第75年会, I207, 鹿児島大学 2010年3月

廣原 貴和子, 井上 聴憲,
筒井 俊雄, 伊地知 和也

ゼオライトを用いた非定常反応法による機能性ポリマー
前駆体の形状選択的合成

化学工学会第75年会, I208, 鹿児島大学 2010年3月

吉元 一博, 筒井 俊雄, 伊地知 和
也

水熱反応によるバガス・廃糖蜜の化学原料化 化学工学会第75年会, K108, 鹿児島大学 2010年3月

中野 麻利, 水田 敬 温度応答性クロマトグラフによる分離特性シミュレーショ
ン

化学工学会第75年会, G119, 鹿児島大学 2010年3月

小田原 雄己, 水田 敬 静止流体中を上昇する単一気泡の溶解現象について 化学工学会第75年会, F201, 鹿児島大学 2010年3月

水田 敬 LED照明が照らす低炭素型灯火漁業の未来 北九州産業学術推進機構, 第９１回産学交流
サロン「ひびきのサロン」

2010年3月

Y. Hirata, N. Matsunaga,

S. Sameshima

Phase Diagram and Consolidation of Colloidal

Nanoparticles

5th Fularth Memorial International Symposium

on Advanced Ceramics, General Session 7,

pp. 31-34, Tokyo, Japan

2009年4月

Y. Hirata, N. Matsunaga, M. Murao Synthesis of Gadolinium-doped Ceria Powders by

Electrolysis of Aqueous Solution

China‐Japan‐Korea A3 Foresight International

Cooperation Key Project, 2O-07, p.47, Jeju,

Korea

2009年6月

平田 好洋 プロフェショナル技術, 評価法 九州大学ものづくり工学教育研究センター粉
体加工コースリーダーシップ育成講座

2009年7月

花田 貴明, 平田 好洋, 松永 直樹,
鮫島 宗一郎

交流場電解法を利用したセリアナノ粒子の合成 第16回九州夏期セラミックス研究会,
P-7, p. 13, 宮崎

2009年8月

大城 啓悟, 平田 好洋, 松永 直樹,
鮫島 宗一郎

電解法で合成したアルミナ-ITO-チタニア系膜の光化
学特性

第16回九州夏期セラミックス研究会,
P-8, p. 12, 宮崎

2009年8月

N. Matsunaga, K. Oshiro, Y. Hirata,

Y. Fukuda, S. Sameshima,

T.Ishigaki

Structure and Photochemical Property of TiO2-In2O3-

SnO2-Al2O3 Film Prepared by Electrolysis of Aqueous

Solution

The Third International Conference on

Characterization and Control of Interfaces for

High Quality Advanced Materials (ICCCI2009),

Abatract EP-22, p.168

2009年9月

S. Baba, Y. Hirata, N. Matsunaga,

S. Sameshima

Pressure Filtration of Phenylalanine-Adsorbed

Submicrometer Silicon Carbide Particles

The Third International Conference on

Characterization and Control of Interfaces for

High Quality Advanced Materials (ICCCI2009),

Abatract BO-12, p.70

2009年9月

平田 好洋, 鈴江 直人, 松永 直樹,
鮫島 宗一郎

液相焼結法炭化ケイ素の微構造と力学特性 日本セラミックス協会第22回秋季シンポジウ
ム, 3H01, p. 223, 松山

2009年9月

白谷 健太郎, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 松永 直樹, 中原 聡
子

ペロブスカイト構造La-Sr-X-Mg-O系固溶体(X=Ti, Zr,
Al)の合成と電気伝導度

日本セラミックス協会第22回秋季シンポジウ
ム, 2F24, p. 155, 松山

2009年9月

中島 裕貴, 平田 好洋, 松永 直樹,
鮫島 宗一郎

二粒子系炭化ケイ素サスペンションの流動性と加圧ろ
過特性

日本セラミックス協会第22回秋季シンポジウ
ム, 1C23, p. 78, 松山

2009年9月

平田 好洋, 松島 弘一郎,
松永 直樹, 鮫島 宗一郎

粘弾性モデルに基づく加圧ろ過プロセスの解析 日本セラミックス協会第22回秋季シンポジウ
ム, 3E04, p. 130, 松山

2009年9月
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発 表 者 題 目 雑誌名または講演会名 掲載年月

松元 謙士, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 松永 直樹,
永守 未奈子, 下之薗 太郎

負極支持型ガドリニウム固溶セリア電池の性能に及ぼす
電解質厚さと正極粒子径の影響

日本セラミックス協会第22回秋季シンポジウ
ム, 2F28, p. 157, 松山

2009年9月

平田好洋 微粒子を介在する固体の熱伝導モデル 日本セラミックス協会第22回秋季シンポジウ
ム, 2C21, p. 84, 松山

2009年9月

平田 好洋, 又吉 翔太郎,
松永 直樹, 鮫島 宗一郎

電極での酸化還元反応を利用したCH4-CO2系ガスから

のH2-CO系燃料の合成

セラミックス総合研究会, pp. 26-27, 熱海 2009年10月

Y. Hirata, N. Matsunaga,

S. Sameshima

Phase Transition and Consolidation of Colloidal

Nanoparticles

Matrials Science & Technology 2009

Coference & Exhibition,

Pittsburgh, Pennsylvania

2009年10月

T. Hanada, Y. Hirata, N. Matsunaga,

S. Sameshima

Synthesis of Nanometer-sized Ceria Particles by

Electrolysis of Aqueous Solution

The 26th International Japan-Korea

Seminar on Ceramics, Tsukuba, Japan,

Abstract P1-01, pp. 447-449

2009年11月

K. Matsushima, Y. Hirata,

N. Matsunaga, S. Sameshima

Pressure Filtration of Alumina Suspensions

Under Alternative Current Field

The 26th International Japan-Korea

Seminar on Ceramics, Tsukuba, Japan,

Abstract P3-07, pp. 490-493

2009年11月

Y. Hirata, K .Matsumoto,

S. Sameshima, N. Matsunaga,

M. Nagamori, T. Shimonosono

Effects of Electrolyte Thickness and Cathode Particle Size

on Electric Performance of Anode-supported Gd-doped

Ceria Cell

The 26th International Japan-Korea

Seminar on Ceramics, Tsukuba, Japan,

Abstract 1C-03, pp. 65-68

2009年11月

平田 好洋 コロイドナノ粒子の相転移と固化 日本学術振興会先進セラミックス第124委員
会, 第133会議資料, pp. 1-6

2009年12月

平田 好洋, 松永 直樹, 鮫島 宗一
郎

ナノ粒子コロイドサスペンションの加圧下の相転移と固
化プロセスの解析

第15回流動化・粒子プロセンシングシンポジウ
ム, F06, pp. 20-23, 鹿児島

2009年12月

大城 啓悟, 平田 好洋, 松永 直樹,
鮫島 宗一郎

電解法で合成したアルミナ-ITO-チタニア系膜の光化
学特性

第48回セラミックス基礎科学討論会,
1C10, p. 52, 宜野湾市

2010年1月

森山 大輔, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 松永 直樹

ペロブスカイト構造固溶体La0.6Sr0.4Ru1-xMgO3-δ(x=0-

0.6)の合成と電気伝導度

第48回セラミックス基礎科学討論会,
1P22, p. 128, 宜野湾市

2010年1月

又吉 翔太郎, 平田 好洋,
鮫島 宗一郎, 松永 直樹

Ni及びRu電極付き多孔質ガドリニウム固溶セリアを用い
たCH4-CO2混合ガスの電気化学的改質

第48回セラミックス基礎科学討論会,
1E21, p. 105, 宜野湾市

2010年1月

S. Sameshima, D. Moriyama,

Y. Hirata, N. Matsunaga

Synthesis and Electrical Conductivity of

La0.6Sr0.4Ru1-xMgxO3-d (x = 0-0.6) Perovskite Solid

Solution

International Symposium on Multifunctional

Ceramic Materials Based on Nanotechnology

(ISMCN2010), Tokyo, Abstract Book p. 15

2010年3月

平田 好洋, 花田 貴明, 松永 直樹,
鮫島 宗一郎

水溶液の交流電解によるセリアナノ粒子の合成 日本セラミックス協会2010年会, 3L19, p. 321,
東京

2010年3月

鮫島 宗一郎 セラミックス長繊維を用いた複合材料 日本材料学会九州支部特別講演会, 鹿児島 2010年3月

海洋土木工学科

平 瑞樹, 山本 健太郎,

小峯 英士*, 田原 大地*

各種廃棄物を混合したしらすの工学的性質 第44回地盤工学研究発表会, pp.437-438 2009年8月

平 瑞樹, 山本 健太郎, 前野 祐二* 地域資源としてのしらすの有効利用 第44回地盤工学研究発表会, pp.713-714 2009年8月

鈴木 恵一, 八木 一善, 北村 良介 南九州の降下軽石（ぼら）の分布と性状について 第44回地盤工学研究発表会, pp.677-678 2009年8月

松崎 陽介, S. Widiastuti,

宮本 裕二, 北村 良介

火山灰質不飽和地盤の浸透特性に関する一考察 第44回地盤工学研究発表会, pp.683-684 2009年8月

北村 良介, 酒匂 一成,

荒木 功平, 宮本裕二

不飽和土の力学挙動のモデル化 第44回地盤工学研究発表会, pp.643-644 2009年8月

稲垣 祐輔, 酒匂 一成,

E.T. Calo, 北村 良介

サクション〜見かけの粘着成分関係の
モデル化について

第44回地盤工学研究発表会, pp.1695-1696 2009年8月

重田 春樹, 山田 守, 北村 良介 ヘラシダによるしらす斜面の保護について 第44回地盤工学研究発表会, pp.1769-1770 2009年8月

下川 大介, 肥山 浩樹, 北村 良介 不飽和土の圧縮特性に関する一考察 第44回地盤工学研究発表会, pp.645-646 2009年8月

酒匂 一成, 北村 良介,

里見 知昭, 深川 良一

不飽和浸透挙動に対する数値力学モデルのフィッティ
ングパラメータに関する一考察

第44回地盤工学研究発表会, pp.959-960 2009年8月
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発 表 者 題 目 雑誌名または講演会名 掲載年月

城本 一義, 日野 裕士, 北村 良介 しらす地盤に掘られた特殊地下壕の
安定性評価について

第64回土木学会年次学術講演会（共通セッ

ション 火山工学）, pp.365-366

2009年9月

重田 春樹, 北村 良介, 山田 守 ヘラシダによるしらす斜面の保護について
（その２）

第64回土木学会年次学術講演会（共通セッ

ション 火山工学）, pp.367-368

2009年9月

北村 良介, 宮本 裕二,

酒匂 一成, 荒木 功平

不飽和土の有効応力の物理的解釈 第64回土木学会年次学術講演会（3部）,

pp.365-366

2009年9月

宮本 裕二, 宇都 洋一, 荒木 功平,

酒匂 一成, 北村 良介

しらすの締固め曲線に関する一考察 第64回土木学会年次学術講演会（3部）,

pp.683-684

2009年9月

多寶 徹, 鈴木 雅行, 河邉 信之,

北村 良介

しらす地山でのトンネル掘削における周辺地山挙動に
関する一考察

第64回土木学会年次学術講演会（6部）,

pp.593-594

2009年9月

北村 良介, 酒匂 一成,

E.T. Calo

不飽和土の浸透力に関する一考察 28回日本自然災害学会学術講演会

講演概要集, pp.107-108

2009年9月

坂元 祐太, S.Widiastuti,

松崎 陽介, 城本 一義, 北村 良介

植生の有無が不飽和しらすの保水・浸透挙動
に与える影響について

平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

pp.517-518

2010年3月

鶴木 健太, 北村 良介, 城本 一義 不飽和土の一次元圧縮挙動（コラプス挙動）
に関する一考察

平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

pp.507-508

2010年3月

岩下 浩之, 阿部 廣史, 北村 良介,

城本一義, E.T. Calo

水分特性曲線のヒステリシスに関する一考察 平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

pp.535-536

2010年3月

川畑 健祐, 城本 一義, 北村 良介 不飽和しらすの変形・強度に関する実験的考察 平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

pp.485-486

2010年3月

三隅 浩二，小田原 市典 砂質土の三軸試験データ解析法の開発に関する
２，３のアプローチ

土木学会第64回年次学術講演会
講演概要集Ⅲ-057, pp.113-114

2009年9月

齋田 倫範 護岸建設による有明海の潮流減少と成層化について 平成21年度NPO法人有明海再生機構

有明海研究意見交換会, 佐賀大学

2009年5月

T. Saita, S. Yano*, A. Tai*,

T. Komatsu*

Field observations on behavior of freshwater

from the Chikugo River in Ariake Bay, Japan

Congress of 33rd International Association for

Hydro-Environment Engineering and Research,

Vancouver

2009年8月

志岐 慎介*, 齋田 倫範, 田井 明*,

矢野 真一郎*, 小松 利光*

有明海島原半島沿岸における鉛直微細構造観測 日本流体力学会年次講演会2009, 拓殖大学 2009年9月

田井 明*, 酒井 公大*, 齋田 倫範,

橋本 彰博*, 志岐 慎介*,

矢野 真一郎*, 小松 利光*

有明海の潮汐・潮流の長期変動 日本流体力学会年次講演会2009, 拓殖大学 2009年9月

S. Yano*, J. C. Winterwerp,

G. J. de Bore*, T. Saita, A. Tai*

Numerical simulation of nonlinear barotropic tide

in Ariake Bay and Yatsushiro Bay, Japan

The 9th International Conference on Hydro-

Science and Engineering, Sendai

2009年9月

A. Tai*, T. Saita*, S. Yano*,

Y. Kawamura*, T. Noguchi*,

T. Komatsu*

Change of Tidal Current in Recent Years

at the Head of the Ariake Sea, Japan

The 9th International Conference on Hydro-

Science and Engineering, Sendai

2009年9月

扇塚 修平, 矢野 真一郎, 齋田 倫

範,

田井 明, 小松 利光

有明海における淡水影響域(ROFI)についての

現地観測結果による検討

平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

崇城大学

2010年3月

田井 明*, 志岐 慎介*, 扇塚 修平*,

齋田 倫範, 矢野 真一郎*

有明海における夏季小潮期の乱流エネルギー散逸率
の時空間変動

平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

崇城大学

2010年3月

矢野 真一郎*, J. C. Winterwerp*,

齋田 倫範*, 田井 明*

有明海における非線形潮汐の数値モデルによる検討 平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

崇城大学

2010年3月

志岐 慎介*, 齋田 倫範, 田井 明*,

矢野 真一郎*, 小松 利光*

密度成層場における乱流エネルギー散逸率の現地観
測

平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

崇城大学

2010年3月

河野 広幸*, 矢野 真一郎*,

齋田 倫範*, 朴 童津*, 田辺 智子*

河川流量の与え方が海域流動モデルへもたらす影響
に関する有明海流域モデルによる検討

平成21年度土木学会西部支部研究発表会,

崇城大学

2010年3月

長山 昭夫, 谷山 昌弘*, 中村 和夫,

浅野 敏之

デジタルカメラ観測による指宿知林ヶ島陸繋砂州の
形成・消滅過程に関する研

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.201-202

2010年3月

山本 洋平*, 國生 大樹, 浅野 敏之 海岸林樹木の津波流体力に対する応答に関する数値
解析

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.315-316

2010年3月

浅野 敏之 樹林帯・植生帯が有する海岸防災機能 港湾空港技術研究所, 海岸工学特別講演会 2010年1月

山本 洋平, 大石 静, 柿沼 太郎,

北村 良介

透水性海浜における砕波帯の浸透流 土木学会第64回年次学術講演会 2009年 9月
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井上 太介, 柿沼 太郎, 山城 徹 T型湾における潮位副振動の減衰 土木学会第64回年次学術講演会 2009年 9月

下西 甲祐, 垣内 健太郎,

柿沼 太郎, 中村 和夫

長周期成分を含む波浪に対する離岸堤消波ブロックの
安定性

土木学会第64回年次学術講演会 2009年 9月

垣内 健太郎, 瀬戸口 修造,

柿沼 太郎

砕波帯における浸透流の数値解析 土木学会第64回年次学術講演会 2009年 9月

柊田 幸助, 柿沼 太郎 密度成層における表面波及び内部波の数値解析 土木学会第64回年次学術講演会 2009年 9月

山下 啓, 柿沼 太郎, 中山 恵介* 潜堤上における非線形内部波の伝播特性 土木学会第64回年次学術講演会 2009年 9月

角谷 和成*, 中山 恵介*,

柿沼 太郎, 丸谷 靖幸*

大振幅内部ソリトン波に関する検討 土木学会第64回年次学術講演会 2009年 9月

佐久間 慎雄*, 中山 恵介*,

柿沼 太郎, 新谷 哲也*

網走川において風波が塩水浸入に及ぼす影響評価 平成21年度土木学会北海道支部

年次技術研究発表会

2010年 2月

山城 徹，安田 健二，久保山 知明，

城本 一義，柿沼 太郎，浅野 敏之

上甑島浦内湾で観測した副振動の特性について 第34回海洋開発シンポジウム 2009年6月

中村 啓彦，仁科 文子，

山城 徹，古川 洋一郎

黒潮小蛇行の発生頻度の季節的偏り

---その原因の考察---

2009年度日本海洋学会秋季大会 2009年 9月

安達 貴浩, 大山 俊昭 鹿児島湾・西桜島水道における残差流構造と海水交換 海岸工学論文集, 第56巻, pp.421-425 2009年9月

安達 貴浩, 小橋 乃子 鹿児島湾におけるシャトネラ赤潮と河川からの
栄養塩流入の特性

水工学論文集, 第54巻, pp.1609-1614 2010年2月

多々良 勇貴, 武若 耕司,

山口 明伸, 森高 康行

温泉環境下におけるシラスコンクリートの劣化及び
鉄筋腐食に関する実験的検討

土木学会第64回年次学術講演会

講演概要集, pp.447-448

2009年 9月

江口 康平, 武若 耕司,

山口 明伸, 梅木 真理,

松元 淳一

低熱高炉セメントB種を使用したコンクリートに

塩害と炭酸化が複合作用した場合の耐久性に
関する実験的検討

土木学会第64回年次学術講演会

講演概要集, pp.527-528

2009年 9月

山口 明伸, 安田 寛生*,

武若 耕司

鉄筋コンクリートモデルを用いた塩分浸透性の
評価に関する一考察

土木学会第64回年次学術講演会

講演概要集, pp.537-538

2009年 9月

湯地 輝, 山口 明伸,

武若 耕司

吹付け用繊維補強ポリマーセメントモルタルの
補強効果による基礎的研究

土木学会第64回年次学術講演会

講演概要集, pp.639-640

2009年 9月

坂本 守, 武若 耕司,

山口 明伸

最適含水比に近い低水粉体比の石炭灰硬化体の
性状に及ぼす混錬時間の影響

土木学会第64回年次学術講演会

講演概要集, pp.739-740

2009年 9月

櫨原 弘貴, 武若 耕司,

白澤 直, 山口 明伸

ケイ酸塩系表面含浸材によるコンクリート表層の
品質改善が透気係数に与える影響について

土木学会第64回年次学術講演会

講演概要集, pp.797-798

2009年 9月

山口 明伸 材料・構造物の長寿命化・高耐久化 土木学会西部支部独自講演会
「安全・安心な暮らしの確保と社会資本整備」

2009年12月

市来 賢二, 武若 耕司,

森嶋 絢也, 山口 明伸

低熱セメントを用いた高流動シラスコンクリートの
配合検討に関する研究

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.721-722

2010年3月

白澤 直, 武若 耕司,

櫨原 弘貴, 山口 明伸,

坂元 貴之

ケイ酸塩系表面含浸材によるひび割れ補修部での
劣化因子の侵入抑制効果に関する基礎的研究

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.735-736

2010年3月

浜田 朋宏, 坂本 守,

武若 耕司, 山口 明伸

混練時間の延長による石炭灰粒度分布の変化と
硬化体の強度増加に関する検討

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.737-738

2010年3月

坂元 貴之, 武若 耕司,

櫨原 弘貴, 山口 明伸, 白澤 直

塗布材齢の違いが表面含浸材の吸水抑制効果
に与える影響

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.745-746

2010年3月

小郷 亜紀子, 武若 耕司,

劉 姁, 山口 明伸

塩害環境下における構造物の劣化進行予測手法
に関する検討

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.749-750

2010年3月

壽 祐太郎, 中島 正志,

武若 耕司, 山口 明伸

海洋環境下に曝露したシラスを細骨材とした
コンクリートの塩害抵抗性に関する基礎的研究

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.757-758

2010年3月

福留 祐一, 武若 耕司,

有薗 舞, 山口 明伸

廃石こうとシラスを用いた歩道用透水性舗装材の
開発に関する基礎的研究

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.771-772

2010年3月

湯地 輝, 山口 明伸,

北野 佑志, 武若 耕司

吹付け用繊維補強ポリマーセメントモルタルの
補強効果に関する研究

平成21年度土木学会西部支部研究発表会

講演概要集, pp.779-780

2010年3月

荒木 一徳*，河野 健二，木村 至伸 経年変化の影響を考慮した橋梁構造物の耐震性能評
価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 pp.25-26, Ｉ-013

2009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

冨山 貴之*，河野 健二，木村 至伸 風力発電型海洋構造物の動的応答評価に関する
基礎的研究

土木学会西部支部研究発表会
講演概要集 pp.89-90, Ｉ-045

2009年3月

森藤 秀祐*，河野 健二，木村 至伸 地盤―舗装路面系の地震応答解析に関する基礎的研
究

土木学会西部支部研究発表会
講演概要集 pp.109-110, Ｉ-055

2009年3月

木村 友則*，河野 健二，木村 至伸 免震橋梁-地盤系の耐震性能評価に関する基礎的研
究

土木学会西部支部研究発表会
講演概要集 pp.123-124, Ｉ-062

2009年3月

情報生体システム
工学科

湯ノ口 万友, 那須 麻友子,
塗木 淳夫, 辻村 誠一

体積モデルを用いたTMSのコイル配置と磁気刺激部位
の検討

第48回日本生体医工学会大会, 第47巻,
25pmO-33-3, p.305

2009年4月

中島 章博，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

指先署名による複合個人認証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）

2009年5月

S. Tsujimura, K. Ukai, A. Nuruki,

K. Yunokuchi

Contribution of melanopsin-expressing retinal ganglion

cells to pupillary control pathway studied with a receptor-

silent substitution technique.

20th Symposium of the International Colour

Vision Society Braga, Portugal 2009

2009年5月

田中 芳貴，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

屋外画像解析による状況認識に関する研究 第12回画像の認識・理解シンポジウム
（MIRU2009）論文集

2009年7月

鹿嶋 雅之，押川 修士，鶴田 伸一，
佐藤 公則，渡邊 睦

映像と音声特徴に基づいた映画のダイジェスト生成 第12回画像の認識・理解シンポジウム
（MIRU2009）論文集

2009年7月

中島 章博，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

指先署名による複合個人認証システムに関する研究 第12回画像の認識・理解シンポジウム
（MIRU2009）論文集

2009年7月

佐藤 公則，鹿嶋 雅之，渡邊 睦 手形状を利用した非接触セキュリティキー入力システム
の開発

第12回画像の認識・理解シンポジウム
（MIRU2009）論文集

2009年7月

三浦 幸大, 井上 和樹, 竹下 瑞季,
吉本 稔

脂溶性陽イオンの脂質二分子膜透過の熱力学的解析 第46回化学関連支部合同九州大会
2009年7月

鶴田 祟起, 時村 心, 愛澤 秀信*,
黒澤 茂*, 吉本 稔

１価－１価電解質溶液中における水晶振動子の共振特
性

第46回化学関連支部合同九州大会
2009年7月

佐田 薫, 湯田 有希子, 愛澤 秀信*,
黒澤 茂*, 吉本 稔

PEG溶液中における水晶振動子の共振特性 第46回化学関連支部合同九州大会
2009年7月

本田 啓太, 小平田 聡, 愛澤 秀信*,
黒澤 茂*, 吉本 稔

水溶液中における非対称電極水晶振動子の共振特性 第46回化学関連支部合同九州大会
2009年7月

足立 智則, 愛澤 秀信*, 黒澤 茂*,
吉本 稔

水晶振動子の共振周波数変化における浸漬角度依存
性のメカニズム

第46回化学関連支部合同九州大会
2009年7月

増田 将太, 吉本 稔 Belousov-Zhabotinsky反応における溶液粘度－密度の
振動メカニズムの解明

第46回化学関連支部合同九州大会
2009年7月

松永 大志, 白濱 博幸, 吉本 稔 Belousov-Zhabotinsky反応カオスに及ぼすノイズの影響 第46回化学関連支部合同九州大会
2009年7月

吉田 直樹，辻村 誠一，鵜飼 一彦，
塗木 淳夫，湯ノ口 万友

メラノプシンを含む神経節細胞の瞳孔制御メカニズムへ
の寄与"

日本視覚学会2009年夏期研究会,Vision,
Vol.21, No.3, P46

2009年7月

大塚 作一 SID2009シンポシウム報告
- 3D and Novel Display Applications -

映像情報メディア学会技術報告, IDY2009-

74, Vol. 33, No. 27, pp. 31-34

2009年7月

鈴木 澄玲, 福元 伸也, 大塚 作一 提示物体の色相変化とLandの2色法における色知覚 The Journal of the Vision Society of Japan,

Vol.21, No.3, p.189

2009年7月

鶴田 伸一，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

映像と音声特徴に基づいた映画のダイジェスト生成 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
(第62回連合大会)講演論文集

2009年9月

梅谷 綾，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

親和的情報空間における自律移動ロボット制御に関す
る研究

平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
(第62回連合大会)講演論文集

2009年9月

佐藤 公則，山本 史弥，鹿嶋 雅之，
渡邊 睦

脳波状態と瞬きの開閉速度に関する一検討 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会
(第62回連合大会)講演論文集

2009年9月

櫻木 敦, 渕田 孝康, Kathy T. A. 負の報酬を考慮したQ学習 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会

(第62回連合大会)講演論文集 09-1A-09

2009年9月

Kathy T. A., 渕田 孝康, 櫻木 敦 状態空間のボロノイ分割を利用した強化学習 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会

(第62回連合大会)講演論文集 09-1A-10

2009年9月

豊山 倫光, 渕田 孝康 Webページの構造に基づいた時間表現の抽出と利用 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会

(第62回連合大会)講演論文集 09-2P-03

2009年9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

原口 聡史, 渕田 孝康 特徴空間を利用した動画像認識 平成21年度電気関係学会九州支部連合大会

(第62回連合大会)講演論文集 09-1A-16

2009年9月

辻村 誠一，鵜飼 一彦，塗木 敦夫，
湯ノ口 万友

多原色光源刺激によるメラノプシン神経節細胞への影
響

第13回視覚科学フォーラム 2009年9月

湯ノ口 万友,上床 真美, 俣江 忠,
塗木 淳夫, 辻村 誠一, 黒野 明日
嗣

記憶保持に関連する脳波トポグラフィの分布の検討 平成21年電気学会電子・情報・システム部門
大会講演論文集, GS8-7, pp.1235-1238

2009年9月

湯ノ口 万友, 俣江 忠, 塗木 淳夫,
辻村 誠一, 黒野 明日嗣

Sternberg課題遂行中の記憶保持に関する脳波トポグラ
フィの検討

第24回生体・生理工学シンポジウム論文集,
2C2-5, pp.275-278

2009年9月

本 将樹, 福元 伸也, 大塚 作一 デジタルアーカイブの閲覧システムとその評価 第17回電子情報通信学会九州支部学生会講
演会, D-9

2009年9月

Y. Tanada*, K. Sato Approximate Expression for Long Length Huffman

Sequence

Proceedings of The Fourth International

Workshop on Signal Design and its Application,

in Communications(IWSDA '09)

2009年10月

俣江 忠, 上堀内 健二, 湯ノ口 万
友, 塗木 淳夫, 辻村 誠一, 黒野 明
日嗣

脳波トポグラフィを用いた認知症早期診断法の予備的
研究（第2報）

第11回日本早期認知症学会, 2B-4, p.59 2009年10月

湯ノ口 万友, 塗木 淳夫, 辻村 誠一 両生類に対する変動磁場の影響 日本磁気科学会年会サテライトシンポジウム
「生物磁気現象の歴史と最近の話題」

2009年11月

松永 大志, 吉本 稔 Belousov-Zhabotinsky 反応高流速カオスに及ぼすノイ
ズの影響

第115回日本物理学会九州支部例会
2009年12月

増田 将太, 吉本 稔 Belousov-Zhabotinsky 反応における溶液粘度-密度の
振動メカニズムの解明

第115回日本物理学会九州支部例会
2009年12月

棚田 嘉博*, 佐藤 公則 スペクトル拡散メッシュ通信のための実数自己直交有限
長系列の構成

The 32nd Symposium on Information Theory

and its Applications (SITA2009)

2009年12月

湯ノ口 万友 生体と磁気ー生体機能への磁気応用ー 日本生体医工学会専門別研究会, BME on
Dementia研究会, 特別講演

2009年12月

春本 仁志，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

非回折ボロノイ図に基づいた監視カメラの配置問題 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）

2010年1月

堀江 勝大, 鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

動的輪郭モデルによる心臓内壁輪郭自動抽出法 ～3
次元モデルの適用による初期輪郭自動生成～

電子情報通信学会研究報告 医用画像(MI) 2010年1月

Kathy T. A., T.Fuchida Reinforcement Learning using Voronoi Space Division Proceedings of the 15th International

Symposium on Artificial Life and Robotics

(AROB 15th '10) GS2-1

2010年2月

T.Fuchida, Kathy T.A., A. Sakuragi A Study on Q-learning Considering Negative Rewards Proceedings of the 15th International

Symposium on Artificial Life and Robotics

(AROB 15th '10) GS1-3

2010年2月

安楽 亮太，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

加速度センサを用いた3次元経路推定に関する研究 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）

2010年3月

潟山 一樹, 鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

脳CT画像におけるラクナ梗塞自動検出に関する研究
～LevelSet法を用いた検出領域設定～

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）

2010年3月

高山 風見也，鹿嶋 雅之，
佐藤 公則，渡邊 睦

所有者認識による自転車盗難自動検出に関する研究 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）

2010年3月

寺原 慶，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

人物流動解析に基づく遺失物自動探索に関する研究 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）

2010年3月

鶴田 伸一，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

映像と音声特徴に基づく映画のハイライトシーン抽出に
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）

2010年3月

渡邉 誠彌，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

手の形状を利用した非接触セキュリティキー入力システ
ム

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）

2010年3月

有馬 拓也，鹿嶋 雅之，佐藤 公則，
渡邊 睦

挙動認識に基づく人物内部状態推定(寒暖)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）

2010年3月

内田 公介, 塗木 淳夫, 湯ノ口 万友 磁気刺激による筋疲労回復効果の検討 日本生体医工学会九州支部学術講演会,
2A2, p10

2010年3月

下園 朋幸, 塗木 淳夫, 湯ノ口 万
友, 丸山 敦夫

視線検出システムを用いた運動観察学習中の視線推
移計測

日本生体医工学会九州支部学術講演会,
4A1, p20

2010年3月

川畑 匠朗, 塗木 淳夫, 湯ノ口 万友 触覚でバイスを用いた力覚による運動制御の評価 日本生体医工学会九州支部学術講演会,
4A5, p24

2010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

久保田 耕平, 塗木 淳夫,
湯ノ口 万友

温熱磁気刺激による末梢血流および体表面皮膚温度
の計測

日本生体医工学会九州支部学術講演会,
1B1, p26

2010年3月

俣江 忠, 上堀内 健二, 塗木 淳夫,
辻村 誠一, 湯ノ口 万友,
黒野 明日嗣

脳波の周波数解析に基づく認知症早期診断法の研究 日本生体医工学会九州支部学術講演会,
4B1, p43

2010年3月

山田 正文, 塗木 淳夫, 湯ノ口 万友 OSM課題遂行中の脳波測定 日本生体医工学会九州支部学術講演会,
4B2, p44

2010年3月

上堀内 健二, 俣江 忠, 塗木 淳夫,
湯ノ口 万友, 黒野 明日嗣

ワーキングメモリ課題遂行中の脳波を用いた認知症早
期診断法に関する研究

日本生体医工学会九州支部学術講演会,
4B3, p45

2010年3月

本 将樹, 福元 伸也, 大塚 作一,

三部 靖夫*, 田中 宏征*,

武田 光平*, 野村 雄司*

ニュース記事の時間属性とアーカイブ検索方式に関す
る検討

電子情報通信学会技術研究報告 ヒューマン
情報処理研究会, Vol.109, No.471, pp.37-42

2010年3月

森東 淳, 福元 伸也, 大塚 作一,

三部 靖夫*, 田中 宏征*,

武田 光平*, 野村 雄司*

デジタルサイネージにおける適応的情報提示手法 電子情報通信学会技術研究報告 ヒューマン
情報処理研究会, Vol.109, No.471, pp.43-48

2010年3月

加藤 龍蔵, 元吉 研太 辺要素を用いた３次元有限要素法による超伝導体の磁
束密度分布解析

日本物理学会 第65回年次大会 23aEJ-5 2010年3月

化学生命工学科

肥後 盛秀, 満塩 勝 金属を蒸着した光ファイバーまたはガラス棒を用いる
新規屈折率測定装置

第８回産学官連携推進会議,
国立京都国際会館

2009年6月

肥後 盛秀, 満塩 勝 被覆層により選択性を付与した金属蒸着光ファイバー
またはガラス棒センサー

第８回産学官連携推進会議,
国立京都国際会館

2009年6月

Sarno Brian John, 吉留 俊史,

大橋 卓矢, Montecillo Menchie,

肥後 盛秀

Development of Chemical Sensor Measuring Refractive

Index with Wide Range and High Accuracy using

Interferometer attached with an Arrayed Sample Cell

日本分析化学会第58年会,
北海道大学高等教育機能開発総合センター,
F1008, 講演要旨集 p.143

2009年9月

Montecillo Menchie, 吉留 俊史,

山崎 竜也, 肥後 盛秀

Component Separation Sensing System Composed of

SPR Sensor with Agar Film and Mathematical Signal-

Analysis Based on Fick's Law

日本分析化学会第58年会,
北海道大学高等教育機能開発総合センター,
F1009, 講演要旨集 p.143

2009年9月

吉留 俊史, 宮崎 英俊, 玉城 圭悟,
肥後 盛秀

赤外分光法によるマレイミド再結晶膜の形成および昇
華性に対する溶媒および表面の影響

日本分析化学会第58年会,
北海道大学高等教育機能開発総合センター,
E3004, 講演要旨集 p.132

2009年9月

尾堂 結華, 橋本 浩晃, 下茂 徹朗,
染川 賢一

光化学反応における水素結合による反応制御のMO解
析

日本コンピュータ化学会 講演予稿集 1P07 2009年5月

武次 祐樹, 下茂 徹朗, 染川 賢一 バガスの有効成分の抽出と機能化 第46回化学関連支部合同九州大会 講演予
稿集, p. 257

2009年7月

和田 一馬, 下茂 徹朗, 染川 賢一 チオ尿素誘導体とハロゲン化アセチル基を持つ芳香族
化合物との無溶媒熱反応

第46回化学関連支部合同九州大会 講演予
稿集, p. 196

2009年7月

松窪 秀樹, 下茂 徹朗, 染川 賢一 ジ-２-ピロンとα, ω-ジオレフィン類の光環状付加を利
用した大環状化合物の合成

第46回化学関連支部合同九州大会 講演予
稿集, p. 227

2009年7月

T. Shimo, W. Wang, K. Somekawa Organic Synthesis Using Photochemical Reaction; Solid-

State Photocycloadditions of 2-Pyrones with Unsaturated

Compounds

The 4th Taiwan-Japan Bilateral Symposium
on Architecture of Functional Organic
Molecules, Abstracts p.15

2009年8月

下茂 徹朗, 下木場 裕一,
染川 賢一

4-メトキシ-3-ピロリン-2-オンとマレイミド類の固相光付
加反応

2009年光化学討論会, 講演予稿集 p. 124 2009年9月

染川 賢一, 尾堂 結華, 橋本 浩晃,
大戸 朋子*, 下茂 徹朗,

不斉なPhotopyridone生成, その反応プロセスエネル
ギーのMolecular Simulation

2009年光化学討論会, 講演予稿集 p. 189 2009年9月

身深 元, 下茂 徹朗, 染川 賢一 水酸基側鎖をもつ2-ピロン類とベンゾフェノン類との高
選択的固相光環状付加反応

日本化学会第90春季年会, 講演予稿集
2PB-224

2010年3月

山口 憂三, 佐藤 昌紀, 岩切 健二,
若尾 雅広, 隅田 泰生

新規蛍光性リンカーを用いた微量糖鎖のファイバー型
シュガーチップ化と局在プラズモン共鳴法による相互作
用解析

第29回日本糖質学会年会, 要旨集, p. 47 2009年9月

若尾 雅広, 小幡 瑠美, 酒見 千穂,
杜若 祐平, 近藤 宇男, 満下 宣子*,
隅田 泰生

コンドロイチン硫酸部分二糖構造ライブラリーの構築と
シュガーチップへの応用

第29回日本糖質学会年会, 要旨集, p. 45 2009年9月

田中 小代里, 若尾 雅広,
隅田 泰生

Fe3O4をコア成分とした糖鎖固定化磁性金ナノ粒子の開

発

第29回日本糖質学会年会, 要旨集, p. 112 2009年9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

張 旭, 青山 和枝*, 若尾 雅広,
隅田 泰生

糖鎖固定化金ナノ粒子を用いたインフルエンザウイルス
の高感度検出

第29回日本糖質学会年会, 要旨集, p. 121 2009年9月

田中 小代里, 張 旭, 青山 和枝*,
加瀬 哲男*, 若尾 雅広, 隅田 泰生

糖鎖固定化磁性金ナノ粒子によるウイルス濃縮 第82回日本生化学会大会, 講演予稿集, 4P-
871

2009年10月

隅田 泰生, 張 旭, 青山 和枝*,
鶴田-中村 祥子, 加瀬 哲男*,
小財 健一郎, 若尾 雅広

糖鎖固定化金ナノ粒子を用いたウイルスの濃縮と高感
度検出

第82回日本生化学会大会, 講演予稿集, 4P-
867

2009年10月

酒見 千穂, 杜若 祐平, 若尾 雅広,
隅田 泰生

コンドロイチン硫酸四糖部分構造の合成研究 日本化学会第90春季年会, 1D4-32 2010年3月

出口 弘史, 齊藤 彰寛, 馬渡 彩,
若尾 雅広, 隅田 泰生

グルクロン酸－グルコサミン配列を持つヘパラン硫酸部
分構造に関する合成研究

日本化学会第90春季年会, 1D4-29 2010年3月

春山 まみ, 大石 紘, 斎藤 彰寛,
若尾 雅広, 隅田 泰生

イズロン酸含有ヘパラン硫酸部分二糖構造に関する合
成研究

日本化学会第90春季年会, 1D4-28 2010年3月

若尾 雅広, 新地 浩之, 隅田 泰生 CdTe/CdSコア/シェル構造を有する糖鎖固定化蛍光性
ナノ粒子の合成と応用

日本化学会第90春季年会, 1D4-47 2010年3月

竹内 誠, 若尾 雅広, 佐坂 真一*,
荻原 亮介*, 隅田 泰生

干渉分光バイオセンサーを用いた糖鎖ータンパク質相
互作用解析

日本化学会第90春季年会, 1D4-50 2010年3月

馬渡 彩, 斎藤 彰寛, 出口 弘史,
若尾 雅広, 隅田 泰生

イズロン酸−グルコサミン配列を有するヘパラン硫酸部
分二糖構造の合成研究

日本化学会第90春季年会, 1D4-30 2010年3月

J. Kadokawa, H. Izawa, K. Prasad,

Y. Kaneko

Unique Gels of Polysaccharide Hydrocolloids with an

Ionic Liquid

238th ACS National Meeting, Washington DC,

USA

2009年8月

金子 芳郎, 門川 淳一 イオン液体を利用する種々の多糖からのゲル材料創
製

第23回キチン・キトサンシンポジウム, 佐
賀大学

2009年8月

尾曲 雄司, 金子 芳郎,
門川 淳一

アミロースグラフト鎖を有するアルギン酸の化学-
酵素合成

第58回高分子討論会, 熊本大学 2009年9月

峰 祥三郎, 井澤 浩則,
金子 芳郎, 門川 淳一

イオン液体中でのキチンの誘導体化 第58回高分子討論会, 熊本大学 2009年9月

岳川 明彦, 金子 芳郎,
門川 淳一

イオン液体を用いるセルロース‐キチンコンポジッ
トゲルおよびフィルムの創製

第58回高分子討論会, 熊本大学 2009年9月

井澤 浩則, 金子 芳郎,
門川 淳一

ホスホリラーゼによる糖鎖伸長反応を利用したグリ
コーゲンからの新規多糖材料の創製

第58回高分子討論会, 熊本大学 2009年9月

井澤 浩則, 金子 芳郎,
門川 淳一

キサンタンガム/イオン液体コンポジットゲルの創
製とヒドロゲルへの変換

第58回高分子討論会, 熊本大学 2009年9月

金子 芳郎, 植野 弘嗣,
門川 淳一

つる巻き重合におけるアミロースのポリ乳酸に対す
る立体選択的包接

第58回高分子討論会, 熊本大学 2009年9月

西川 雄大*, 岩切 規郎,
金子 芳郎, 諸根 信弘*,
門川 淳一

細胞膜ミクロドメインにおけるナノ粒子のシグナル
機能発現

第58回高分子討論会, 熊本大学 2009年9月

門川 淳一 アミロース生成重合場での包接挙動を利用した機能発
現と材料化

第20回繊維学会西部支部セミナー, 長崎大
学

2009年9月

門川 淳一 イオン液体を利用した種々の多糖からの材料創製 エコマテリアル研究会, 北九州エコタウンセン
ター

2009年10月

植野 弘嗣, 金子 芳郎,
門川 淳一

つる巻き重合におけるアミロースのポリ乳酸に対す
る立体選択的包接挙動

日本化学会西日本大会2009, 愛媛大学 2009年11月

河添 智史, 金子 芳郎,
門川 淳一

ホスホリラーゼによる酵素的N-ホルミルグルコサミ
ニル化反応

日本化学会西日本大会2009, 愛媛大学 2009年11月

金子 芳郎, 久徳 剛, 下村 直之,
門川 淳一

イオン液体を用いたアミロースとポリTHFからなる
包接錯体の創製

日本化学会西日本大会2009, 愛媛大学 2009年11月

金子 芳郎 構造制御された可溶性Si-Oベースポリマーの合成 第28回無機高分子研究討論会, 東京理科大
学

2009年11月

門川 淳一 種々の多糖を用いるイオン液体ゲル材料の創製 日本化学会西日本大会2009, 愛媛大学 2009年11月

J. Kadokawa, H. Izawa, Y. Omagari,

Y. Kaneko

Preparation of Amylose-based Polysaccharide Materials

by Phosphorylase-catalyzed Polymerization

11th Pacific Polymer Conference, Cairns,

Australia

2009年12月

H. Izawa, Y. Kaneko, J. Kadokawa Preparation of Unique and High Performance gels of

Xanthan Gum Using Ionic Liquid

11th Pacific Polymer Conference, Cairns,

Australia

2009年12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

Y. Kaneko, K. Ueno, J. Kadokawa Inclusion Behavior of Amylose toward Poly(lactide)s in

Vine-Twining Polymerization

11th Pacific Polymer Conference, Cairns,

Australia

2009年12月

河添 智史, 井澤 浩則,
金子 芳郎, 門川 淳一

耐熱性ホスホリラーゼによるN-ホルミルグルコサミ
ン残基のマルトオリゴ糖への転移反応

日本化学会第90春季年会, 近畿大学 2010年3月

梅ヶ谷 勇太, 井澤 浩則,
金子 芳郎, 門川 淳一

耐熱性ホスホリラーゼによるグルクロン酸残基のマ
ルトオリゴ糖への転移反応

日本化学会第90春季年会, 近畿大学 2010年3月

金丸 愛美, 桑原 真也,
金子 芳郎, 門川 淳一

スクロースモノ長鎖アルキルエーテルの合成と自己
組織化

日本化学会第90春季年会, 近畿大学 2010年3月

園田 幸平, 井澤 浩則,
峰 祥三郎, 金子 芳郎,
門川 淳一

グアーガムを用いるゲルおよびフィルム材料の創製 日本化学会第90春季年会, 近畿大学 2010年3月

井澤 浩則, 金子 芳郎,
門川 淳一

キサンタンガムを用いる新規機能性ゲル材料の創製 日本化学会第90春季年会, 近畿大学 2010年3月

金子 芳郎 一次元無機高分子による光機能性有機分子集合体の
構造制御

日本化学会第90春季年会, 近畿大学 2010年3月

J. Kadokawa, K. Fujisaki, Y.

Kaneko,

H. Furukawa

Preparation of Hydrogel in Amylose-Forming

Polymerization and Its Enzymatic Disruption-

Reproduction Behavior

239th ACS National Meeting, San Francisco,

USA

2010年3月

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

T. Kai, T. Funakawa*, K. Ogi*,

M. Iba*, M. Maruyama*

Purification of Crude Biodiesel Fuel by Electrical Fields -

Part I Mechanism of Purification

Proceedings of The 17th European Biomass

Conference & Exhibition

2009年7月

T. Funakawa*, K. Ogi*, M. Iba*,

M. Maruyama*, H. Takanashi,

T. Kai

Purification of Crude Biodiesel Fuel by Electrical Fields -

Part III Economical Assessment

Proceedings of The 17th European Biomass

Conference & Exhibition

2009年7月

T. Nakajima, H. Hasegawa,

H. Takanashi, A. Ohki

Ecotoxicity of effluents from low-rank coal handling

processes and its reduction

Proceedings of the 10th Japan-China

Symposium on Coal and C1 Chemistry

2009年7月

A. Ohki, W. Geng, T. Nakajima,

H. Takanashi

Determination of trace elements in coal and ash by use of

oxygen flask combustion

Proceedings of the 10th Japan-China

Symposium on Coal and C1 Chemistry

2009年7月

H. Idehara, S. Okada, T. Nakajima,

H. Takanashi, A. Ohki

Biodesulfurization of coal by an iron-oxidizing bacterium

and removal of trace elements

Proceedings of the 10th Japan-China

Symposium on Coal and C1 Chemistry

2009年7月

Y. Teraoka, H. Takanashi, T. Kai,

T. Tsutsui

Woody Biomass Utilization Based on the Sustainable

Forest Resources Management

Proceedings of International Conference on

Multipurpose Forest Management –Strategies

for Sustainability in a Climate Change Era-

2009年9月

吉田 哲郎, 高梨 啓和, 中島 常憲,
大木 章, 甲斐 敬美, 丸山 守人*,
伊庭 誠*, 舟川 知也*

高電圧印加処理による粗製バイオディーゼル燃料の精
製

第41回化学工学会秋季大会研究発表講演要

旨集(CD-ROM)

2009年9月

高梨 啓和 高電圧印加による粗製ＦＡＭＥの精製 環境科学会2009年会プログラム, pp. 218-219 2009年9月

岸田 美紗子, 隈部 丈雄,
高梨 啓和, 中島 常憲, 大木 章

消毒副生成物を考慮した農薬の管理 環境科学会2009年会プログラム, pp. 232-233 2009年9月

岸田 美紗子, 隈部 丈雄,
加藤 雄介, 高梨 啓和, 中島 常憲,
大木 章, 亀屋 隆志*, 三宅 祐一*

殺虫剤フェニトロチオン塩素処理物の同定 第58回日本分析化学会年会講演要旨集,
p. 124

2009年9月

古園 拓也, 小峯 理恵子,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

超低温捕集法とHPLC法を用いる海産物中のヒ素スペ

シエーション

第58回日本分析化学会年会講演要旨集,
p. 201

2009年9月

M. Kishida, T. Kumabe,

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

Y. Miyake*, T. Kameya*

Mutagen in Fenitrothion Chlorinated Proceedings of the 3rd Asia Pacific Regional

Conference and Exhibition

2009年10月

T. Nakajima, H. Takanashi,

T. Tominaga, K. Yamada, A. Ohki

Removal of arsenic and selenium compounds from

aqueous media by using TiO2 photocatalytic reaction

Proceedings of the 3rd Asia Pacific Regional

Conference and Exhibition

2009年10月

河井 晴恵, 長谷川 博之,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

石炭利用に伴う排水の生態影響試験 第46回日本エネルギー学会石炭科学会議発
表論文集, pp. 2-3

2009年11月

井手原 広季, 上山 由貴,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

石炭の微生物脱硫とコークス化性 第46回日本エネルギー学会石炭科学会議発
表論文集, pp. 138-139

2009年11月

山田 健太, 井手原 広季,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

湿式排煙脱硫廃水からの有害微量元素の除去 第46回日本エネルギー学会石炭科学会議発
表論文集, pp. 140-141

2009年11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

中島 常憲, 横峯 裕典, 福田 薫,
高梨 啓和, 大木 章

石炭灰からの有害微量元素の溶出挙動と溶出防止 第46回日本エネルギー学会石炭科学会議発
表論文集, pp. 148-149

2009年11月

高梨 啓和 バイオディーゼル燃料精製技術の開発～屋久島プロ
ジェクトをヒントにして～

第46回日本エネルギー学会石炭科学会議,
招待講演

2009年11月

吉田 哲郎, 大林 慶一, 高梨 啓和,
中島 常憲, 大木 章, 甲斐 敬美,
丸山 守人*, 伊庭 誠*, 舟川 知也*

高電圧印加場を用いたバイオディーゼル燃料精製技術
の開発

第75年化学工学会年会講演要旨集 2010年3月

岸田 美紗子, 隈部 丈雄,
高梨 啓和, 中島 常憲, 大木 章

河川水中のフェニトロチオンおよびその主要分解生成
物

第44回日本水環境学会年会講演集, p. 8 2010年3月

河井 晴恵, 松尾 あすみ,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

重金属の生態影響試験における錯形成反応の影響 第44回日本水環境学会年会講演集, p. 109 2010年3月

隈部 丈雄, 岸田 美紗子,
田爪 洋平, 高梨 啓和,
中島 常憲, 大木 章

1, 3-ジクロロプロペン塩素処理物中の変異原性物質 第44回日本水環境学会年会講演集, p. 276 2010年3月

高梨 啓和, 岸田 美紗子,
田爪 洋平, 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

第44回日本水環境学会年会講演集, p. 286 2010年3月

古園 拓也, 中島 常憲, 高梨 啓和,
大木 章

酸素フラスコ燃焼法等を用いる生物試料中に含まれる
ヒ素の簡易分析

第44回日本水環境学会年会講演集, p. 326 2010年3月

中島 常憲, 横峯 裕典, 福田 薫,
高梨 啓和, 大木 章

石炭灰の洗浄による有害微量元素の除去と溶出防止 第44回日本水環境学会年会講演集, p. 493 2010年3月

山田 健太, 井手原 広季,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

石炭火力発電の排煙脱硫廃水からの有害微量元素除
去

第44回日本水環境学会年会講演集, p. 513 2010年3月

河井 晴恵, 松尾 あすみ,
中島 常憲, 高梨 啓和, 大木 章

生態影響試験におけるフミン様物質と重金属の錯形成
反応の影響

H21年度日本水環境学会九州支部研究発表

会講演要旨集, pp. 1-2

2010年3月

大迫 譲滋, 中島 常憲, 高梨 啓和,
大木 章

水生生物中の水銀とセレンのスペーシエーション H21年度日本水環境学会九州支部研究発表

会講演要旨集, pp. 4-5

2010年3月

中島 常憲, 横峯 裕典, 福田 薫,
高梨 啓和, 大木 章

石炭灰からの微量有害元素溶出とその防止法開発 H21年度日本水環境学会九州支部研究発表

会講演要旨集, pp. 6-7

2010年3月

岸田 美紗子, 隈部 丈雄,
高梨 啓和, 中島 常憲, 大木 章

メチルパラチオンの塩素処理副生成物 H21年度日本水環境学会九州支部研究発表

会講演要旨集, p. 8

2010年3月

古園 拓也, 中島 常憲, 高梨 啓和,
大木 章

超低温捕集法とHPLC法を用いる海産物中のヒ素スペ

シエーション

H21年度日本水環境学会九州支部研究発表

会講演要旨集, p. 11

2010年3月

隈部 丈雄, 岸田 美紗子,
田爪 洋平, 高梨 啓和,
中島 常憲, 大木 章

1, 3-ジクロロプロペン塩素処理物中の変異原性物質

探索

H21年度日本水環境学会九州支部研究発表

会講演要旨集, pp. 17-18

2010年3月

加藤 雄介, 岸田 美紗子,
隈部 丈雄, 高梨 啓和,
中島 常憲, 大木 章

Fenitrothion塩素処理物からの変異原の探索 H21年度日本水環境学会九州支部研究発表

会講演要旨集, p. 19

2010年3月

K. Tanaka, S. Kitamoto,

M. Nishimura, S. Takiguchi,

M. Yamagichi, S. Hashiguchi, Y. Ito,

K. Sugimura

Epitope peptides of a fibrillar Aß42-specific human

antibody (B6) inhibit the Aß42-fibrillation and induce

anti-fibril Aß42 antibody in Balb/c mice

The Protein Engineering Summit 2009, Boston 2009年4月

西村 優亮, 田中 孝一, 瀧口 祥,
北本 祥, 橋口 周平, 伊東 祐二,
杉村 和久

アミロイド繊維形成を阻害するB6抗体のエピトープペプ
チドの結合特異性

平成21年度日本生化学会九州支部例会講演
要旨集, p48

2009年5月

山口 洵, 瀧口 祥, 田中 孝一,
北本 祥, 橋口 周平, 伊東 祐二,
中島 敏博, 杉村 和久

アミロイドb（Ab）42の線維化を阻害するヒト一本鎖抗体
(B6, B7 scFv)の性状解析

平成21年度日本生化学会九州支部例会講演
要旨集, p47

2009年5月

上村 将樹, 杉田 良平, 前田 政敏,
橋口 周平, 伊東 祐二, 杉村 和久

高発現効率を持つヒト化単鎖Fvフレームワークを用いた
完全合成ヒト抗体ライブラリの戦略的構築と評価

平成21年度日本生化学会九州支部例会講演
要旨集, p46

2009年5月

北本 祥, 假屋 裕貴, Yang JiuPian,
吉永 圭介, 橋口 周平, 伊東 祐二,
杉村 和久

H5N1型インフルエンザHAを提示するファージライブラリ
の構築

平成21年度日本生化学会九州支部例会講演
要旨集, p46

2009年5月

杉村 和久 ファージディスプレイ法によるアルツハイマー認知症の
ワクチン分子の設計

東京大学ナノバイオ・インテグレーション研究
拠点(CNBI)共催・富士フィルム寄付講座シン
ポジウム

2009年7月

北本 祥, 假屋 裕貴, Yang JiuPian,
橋口 周平, 伊東 祐二, 杉村 和久

H5N1型インフルエンザHAを分子骨格としたファージラ
イブラリの構築

第23回インフルエンザ研究者交流の会シンポ
ジウム

2009年7月
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発 表 者 題 目 雑誌名または講演会名 掲載年月

Yang JiuPian, 北本 祥, 假屋 裕貴,
久保田 俊也, 田中 孝一,
橋口 周平, 伊東 祐二, 杉村 和久

H5N1 型インフルエンザヘマグルチニンに特異的なヒト
一本鎖抗体の単離

第23回インフルエンザ研究者交流の会シンポ
ジウム

2009年7月

Y. Kariya, S. Kitamoto,

S. Hashiguchi, Y. JiuPian,

T. Kubota, K. Sugimura

Functional independency of sugar-binding domain of

influenza hemagglutinin

第82回日本生化学会大会プログラム号,
vol.81, no.9, p393

2009年10月

S. Kitamoto, Y. Kariya, Y. JiuPian,

S. Hashiguchi, K. Sugimura

Phage library displaying influenza H5 hemagglutinin

molecule

第82回日本生化学会大会プログラム号,
vol.81, no.9, p393

2009年10月

久保田 俊也, 谷村 優一,
朝田 俊秀, 濱添 勇太, 田原 春菜,
橋口 周平, 中島 敏博, 伊東 祐二,
杉村 和久

β型プリオン特異的ヒト抗体の特異性に及ぼすIgG定常
領域の影響の検討

第82回日本生化学会大会 プログラム号,
vol.81, no.9, p416

2009年10月

K. Sugimura, K. Tanaka,

M. Yamaguchi, M. Nishimaura,

Y. Yamaguchi, S. Kitamoto,

S. Hashiguchi, Y. Ito

Phage-display technology for vaccine development of

Alzheimer’s disease

第82回日本生化学会大会プログラム号,
vol.81, no.9, p48

2009年10月

伊東 祐二, 坂本 孝太郎,
畠中 考彰, 栫 幸也香, 杉村 和久

T7ファージライブラリを用いたヒト抗体結合ペプチドのデ
ザインと評価

第82回日本生化学会大会プログラム号,
vol.81, no.9, p48

2009年10月

H. Nagao, S. Hashiguchi,

Y. Yamaguchi, O. Takeuchi,

M. Nishimura, K. Tanaka,

S. Kitamoto, M. Yamaguchi,

S. Akira, K. Sugimura

Molecular mechanism of high immunogenicity of M13

bacteriophage particle

第82回日本生化学会大会プログラム号,
vol.81, no.9, p325

2009年10月

J. Yang, S. Kitamoto, Y. Kariya,

T. Kubota, K. Tanaka,

S. Hashiguchi, T. Nakashima,

K. Sugimura

Human antibody clones against influenza viruses selected

from single chain Fv-phage display library

第82回日本生化学会大会プログラム号,
vol.81, no.9, p121

2009年10月

T. Asada, S. Muraoka,

S. Hashiguchi, S. Ijichi,

K. Sugimura

CHARACTERIZATION OF HUMAN ANTIBODY

LIGHT

CHAIN-DISPLAYING PHAGE LIBRARY

第46回ペプチド討論会講演要旨集, p181 2009年11月

K. Tanaka, M. Yamaguchi,

M. Nishimura, R. Abe, Y. Dochi,

S. Hashiguchi, Y. Ito, K. Sugimura

AMYLOID BETA42 FIBRIL MIMOTOPE-PEPTIDES

BIND TO DEPOSITED AMYLOID BETA IN BRAIN

SECTION OF AIZHEIMER’S

DISEASE MODEL MOUSE, J20

第46回ペプチド討論会講演要旨集, p112 2009年11月

T. Kamino, K. Tanaka, S. Muraoka,

K. Yoshinaga, S. Hashiguchi, Y. Ito,

K. Sugimura

Phage-Library Displaying Toll-Like Receptor as Leucine-

Rich Repeat (LRR)

Protein Scaffold

第46回ペプチド討論会講演要旨集, p116 2009年11月

Y. Kariya, J. Yang, S. Kitamoto,

S. Hashiguchi, K. Sugimura

Analysis of Sugar-Binding Peptide Motifs of Influenza H5

Hemagglutinin Using Phage-Display Library

第46回ペプチド討論会講演要旨集, p17 2009年11月

T. Hatanaka, Y. Ito, S. Kakoi,

K. Sakamoto, S. Hashiguchi,

K. Sugimura

Affinity Purification of Igg by Specific Peptide-conjugated

Column

第46回ペプチド討論会講演要旨集, p103

J. Yang, K. Tanaka, Y. Kariya,

T. Kobota, S. Hashiguchi,

T. Nakashima, K. Sugimura

Mimotope Analysis of Human Single Chain Antibodies

Inhibiting the Binding of Influenza H5 to MDCK cells

第46回ペプチド討論会講演要旨集, p142 2009年11月

S. Hashiguchi, H. Nagao,

Y. Yamaguchi, O. Takeuchi,

S. Akira, Y. Ito, K. Sugimura

Molecular mechanism of high immunogenicity of M13

bacteriophage particle

第39回日本免疫学会総会・学術集会記録,
第39巻 , p48

2009年12月

Y. Yamaguchi, S. Hashiguchi,

H. Nagao, T. Yamada, Y. Ito,

K. Sugimura

Characterization of Amyloid beta 1-42-mimotope-

displaying M13 phage-induced humoral immune response

第39回日本免疫学会総会・学術集会記録,
第39巻 , p48

2009年12月

杉村 和久, 橋口 周平,
久保田 俊也, 濱添 勇太,
朝田 俊秀

プリオンの結晶解析に向けたβ型プリオン蛋白特異的ヒ
ト抗体の調製法の検討

厚生労働省科学研究補助金, こころの健康科
学研究事業, プリオン病における免疫反応の
解明とそれに基づく診断・治療法の開発 班
会議（鹿児島）

2010年1月

杉村 和久, 橋口 周平 組み換え型抗体作製とプリオン特異性判定に関する研
究

厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科
学研究事業）, プリオン病における免疫反応の
解明とそれに基づく診断・治療法の開発, 平
成２１年度総括・分担研究報告書, p18-20,

2010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

橋口 周平, 杉村 和久 β型プリオン蛋白特異的ヒト単鎖抗体の調製法の検討 厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科
学研究事業）, プリオン病における免疫反応の
解明とそれに基づく診断・治療法の開発, 平
成２１年度総括・分担研究報告書, p21-22,

2010年3月

Y. Ito Detection and purification of IgG by specific peptides

selected with random peptide T7 phage library

2009 2nd ProteOn User Group Meeting, San

Diego

2009年12月

伊東 祐二, 杉村 和久, 鳥飼 正治*,
中島 敏博*, 隅田 泰生, 有馬 直道,
馬場 昌範

抗体ファージライブラリから得られたHLA-DR特異的な
低分子抗体によるHTLV-1感染細胞への効果的な細胞
死誘導

第2回HTLV-1研究会, 東京大学医科学研究
所, 要旨集 p22

2009年8月

Y. Ito Construction of synthetic human scFv phage library on

lytic phages and screening for specific clones

International Congress of Antibody, Beijing

(China)

2010年3月

Y. Ito, T. Hatanaka, K. Sakamoto,

S. Kakoi, S. Hashiguchi,

K. Sugimura

Aggregation of human IgG by acidic pH treatment:

discovery and use of peptides specific to acid-induced

conformer in its detection and purification

Protein Engineering Summit 2009 (Boston) 2009年4月

伊東 祐二 ファージディスプレイ技術を用いた機能性 ペプチド・抗
体のデザインと応用

JSTさきがけ「構造制御と機能」 第８回領域会
議特別講演, 鹿児島大学VBL

2009年9月

伊東 祐二 ペプチドライブラリを用いたヒト抗体結合ペプチドのデザ
インと評価～ProteOn XPR36 を用いたマルチアフィニ
ティ解析～

第9回日本蛋白質科学会年会, 熊本 2009年5月

上村 将樹, 杉田良平, 前田 政敏,
橋口 周平, 伊東 祐二, 杉村 和久

高発現効率をもつ完全合成ヒト抗体ライブラリの戦略的
構築

平成２１年度 日本生化学会九州支部例会,
福岡

2005年5月

栫 幸也香, 伊東 祐二, 畠中 孝彰,
橋口 周平, 杉村 和久

Ｔ７ファージライブラリを用いた結合制御型抗体結合ペ
プチドのデザイン

平成２１年度 日本生化学会九州支部例会,
福岡

2005年5月

畠中 孝彰, 伊東 祐二, 栫 幸也香,
坂元 孝太郎, 橋口 周平,
杉村 和久

結合制御型ペプチドによる抗体精製システムの構築 第46回ペプチド討論会, 北九州 2009年11月

上村 将樹, 杉田 良平, 徳田 啓一,
橋口 周平, 伊東 祐二, 杉村 和久

合成CDR ライブラリによる抗体の親和性増強・特異性
変換へのアプローチ

第82回日本生化学会大会, 神戸 2009年10月

栫 幸也香, 伊東 祐二, 畠中 孝彰,
杉村 和久

T7 ファージライブラリを用いたマウス/ウサギのIgG 抗体
に特異的に結合するペプチドファージの単離

第82回日本生化学会大会, 神戸 2009年10月

伊東 祐二, 坂元 孝太郎,
畠中 孝彰, 栫 幸也香, 杉村 和久

T7 ファージライブラリを用いたヒト抗体結合ペプチドの
デザインと評価（シンポジウム：Beyond antibody という研
究領域）

第82回日本生化学会大会, 神戸 2009年10月

伊東 祐二 抗体医薬開発の最新動向（特別講演） 南九州腫瘍研究会第１７回学術集会, 鹿児島 2009年7月

栫 幸也香, 伊東 祐二, 畠中 孝彰,
杉村 和久

T7 ファージライブラリを用いたマウス/ウサギのIgG 抗体
に特異的に結合するペプチドファージの単離

第82回日本生化学会大会, 神戸 2009年10月


	機械工学科
	電気電子工学科
	建築学科
	環境化学プロセス工学科
	海洋土木工学科
	情報生体システム工学科
	化学生命工学科

