
論　文　等　題　目 掲載誌名等（年.月）

高硬度歯車材の直切りドライホブ加工と
歯車性能

福　永　圭　悟 設計工学, Vol.41, No.11,
pp.577-582 (2006.11)

グリース潤滑下におけるFC200製すべり
軸受の摩擦特性

福　永　圭　悟 トライボロジスト, 第52巻第5
号, pp.367-372 (2007.5)

卒業生アンケートから見た技術者教育 福　永　圭　悟 工学教育, 第55巻第3号, pp.74-
78 (2007.5)

Relationship between Cutting Force
and Crater Wear by Dry Cutting Fly
Tool

福　永　圭　悟 ・ 足　立　　圭 ICMDT2007 JSME-KSME Joint
International Conference on
Manufacturing,  Machine and
Tribology, E09 (2007.7)

Lubrication Characteristics of
Grease Lubrication
Plain Bearing

福　永　圭　悟 ・ 麻　生　宜　農 ICMDT2007 JSME-KSME Joint
International Conference on
Manufacturing,  Machine and
Tribology, C10 (2007.7)

Temperature Rise in Grease
Lubrication Plain Bearing

福　永　圭　悟 ・ 岩　田　将　英 ICMDT2007 JSME-KSME Joint
International Conference on
Manufacturing,  Machine and
Tribology, C11 (2007.7)

ドライ切削フライツールによる切削抵抗
とクレータ磨耗

福　永　圭　悟
小　野　圭　介

・
・

足　立　　　圭
藤　井　　　定

JSME九州学生会第38回卒業研究
発表講演会,
pp.303-304 (2007.3)

高速度鋼フライツールによるドライ切削 福　永　圭　悟
足　立　　　圭

・
・

小　野　圭　介
藤　井　　　定

JSME九州学生会第38回卒業研究
発表講演会, pp.305-306
(2007.3)

グリース潤滑すべり軸受の潤滑特性 福　永　圭　悟
藤　井　　　定

・ 麻　生　宜　農 JSME九州学生会第38回卒業研究
発表講演会, pp.365-366
(2007.3)

グリース潤滑すべり軸受の温度上昇 福　永　圭　悟
藤　井　　　定

・ 岩　田　将　英 JSME九州学生会第38回卒業研究
発表講演会, pp.367-368
(2007.3)

設計・製図教育に関する研究会 福　永　圭　悟 JSDE九州支部シンポジウム「設
計・製図教育への期待とその課
題」講演会, pp.5-6 (2007.6)

長期インターンシップと共同研究の融合
例

福　永　圭　悟
軽　部　　　周

・ 東　野　　　誠 第4回全国高専テクノフォーラ
ム, p.69 (2007.8)

Effect of water on ductility and
fatigue strength of austempered
ductile cast iron（ADI）

T. Yakushiji
M. Goto

・ W. G. Ferguson International Journal of
Modern Physics
B,Vol.20,Nos.25，26＆27，
pp.4571-4576 （2006.10）

Fatigue damage of ultrafine grain
oxigen-free copper

M. Goto
T. Yakushiji
S. S. Kim

・
・

S. Z. Han
N. Kawagoishi

International Journal of
Modern Physics
B,Vol.20,Nos.25，26＆27，
pp.4219-4224 （2006.10）

残留磁気測定法によるSUS304鋼の疲労被
害検出（生活温度範囲における平面曲げ
疲労）

薬師寺　輝　敏
吉　田　敬　志
槌　田　雄　二

・
・

岡　　　茂八郎
榎　園　正　人

機械学会論文集，72-724，Ａ，
pp.160-166 （2006.12）

平成１8年（２００６）１０月～平成１９年（２００７）９月本校教員による著書、他誌等論文目録

著　　　　　　　者



論　文　等　題　目 掲載誌名等（年.月）著　　　　　　　者

ECAPにより組織を微細化された純銅の疲
労強度と表面損傷

後　藤　真　宏
韓　　　承　博
近　藤　　　翔

・
・
・

松　村　　　潤
薬師寺　輝　敏
皮　籠　石紀雄

日本機械学会2006年度年次大会
講演論文集，Vol.1，No.07-1，
pp.341-342 （2007.9）

案内羽根付き直線翼垂直軸風車の性能検
討とPIV計測

利　光　和　彦
松　田　　　淳

・
・

高　尾　　　学
安　藤　　　亮

日本航空宇宙学会西部支部講演
会講演論文集，pp.137-140
(2006.11)

円弧板によるサボニウス風車の性能改善 高　尾　　　学
東　　　剛　史
奥　原　真　哉

・
・
・

利　光　和　彦
加　藤　恵里子
久　間　英　樹

日本機械学会中国四国支部第45
期総会・講演会講演論文集，
pp.147-148 (2007.3）

案内羽根を有するクロスフロー風車 高　尾　　　学
新　居　崇　裕
本　多　将　和

・
・
・

利　光　和　彦
岩　成　太　照
久　間　英　樹

日本機械学会中国四国支部第45
期総会・講演会講演論文集，
pp.149-150 (2007.3）

Enhanced Hydrogen Embrittlement of
Pd-coated Niobium Metal Membrane
Detected by In-situ Small Punch Test
under Hydrogen Permeation

T. Nambu
K. Shimizu
R. Rong
M. Morinaga

・
・
・

H. Ezaki
Y. Matsumoto
H. Yukawa

Proc. of International
Symposium on Metal-Hydrogen
Systems - Fundamentals and
Applications - (MH2006), (O-
058), p.24 (2006.10)

Uniform and graded chemical milling
of aluminum foams

Y. Matsumoto
S. R. Stock

・
・

A. H. Brothers
D. C. Dunand

Materials Science and
Engineering A 447, pp.150-157
(2007.1)

Density-Graded Aluminum Foams by the
Corrosion Method

Y. Matsumoto
D. C. Dunand

・ A. H. Brothers Materials Science Forum, Vol.
539-543, Ed. Tara Chandra,
Trans Tech Publications Inc.
Uetikon-Zurich, Switzerland,
ISBN: 0-87849-428-6, pp.1903-
1908 (2007.2)

純ニオブ水素透過膜の延性－脆性遷移挙
動に及ぼす固溶水素濃度の影響

佐　藤　翔　平
森　迫　和　宣

・
・

清　水　一　行
松　本　佳　久

日本機械学会九州学生会第38回
卒業研究発表講演会(No.078-2)
論文集(418)， pp.159-160
(2007.3)

高い水素透過能と耐水素脆性を兼ね備え
たニオブ系水素透過膜合金の設計方法

南　部　智　憲
佐　藤　翔　平
松　本　佳　久
戒　　　　　戒

・
・
・
・

清　水　一　行
森　迫　和　宣
渡　邉　　　直
湯　川　　　宏

日本金属学会2007年春期（第140
回）大会講演概要(56)，p.272
(2007.3)

Nb系水素透過膜合金の固溶水素量と耐水
素脆性に及ぼすPdの添加効果

渡　邉　　　直
清　水　一　行
森　迫　和　宣
松　本　佳　久

・
・
・
・

戒　　　　　戒
佐　藤　翔　平
南　部　智　憲
湯　川　　　宏

日本金属学会2007年春期（第140
回）大会講演概要(57)，p.272
(2007.3)

ケミカル・ミリング法によるアルミニウ
ムフォームの気孔形態制御と圧縮特性

松　本　佳　久
A. H. Brothers

・
・

大　森　清　志
D. C. Dunand

日本金属学会2007年春期（第140
回）大会講演概要(416)，p.392
(2007.3)

金属水素透過膜の水素脆化in-situ測定
とニオブ系合金膜の脆化機構解明

松　本　佳　久 平成17～18年度科学研究費補助
金（基盤研究（Ｃ））研究成果
報告書，課題番号: 17560624,
(2007.5)

純NbおよびPd-30Ag合金水素透過膜の機
械的性質

森　迫　和　宣
南　部　智　憲
松　本　佳　久

・
・

佐　藤　翔　平
湯　川　　　宏

日本金属学会・日本鉄鋼協会九
州支部共催平成19年度合同学術
講演大会講演概要集（P24），
p.P24 (2007.6)



論　文　等　題　目 掲載誌名等（年.月）著　　　　　　　者

ケミカル・ミリングによるアルミニウム
合金フォームの二次的密度制御とＸ線μ
ＣＴ観察

松　本　佳　久
川　野　靖　子

・ 大　森　清　志 日本金属学会・日本鉄鋼協会九
州支部共催平成19年度合同学術
講演大会講演概要集（B7），
p.B7 (2007.6)

ショットピーニングによる高純度クロム
合金の表面改質

原　田　泰　典
南　馬　祐　二

・
・

深　浦　健　三
松　本　佳　久

日本機械学会創立110周年記念
2007年度年次大会講演論文集
Vol.1, (2738)，pp.637-638
(2007.9)

Nb系水素透過膜合金の固溶水素量と耐水
素脆性に及ぼすRu, Wの添加効果

渡　邉　　　直
湯　川　　　宏
南　部　智　憲
森　迫　和　宣
松　本　佳　久

・
・
・
・

張　　　国　興
森　永　正　彦
佐　藤　翔　平
都　甲　紘　千

日本金属学会2007年秋期（第140
回）大会講演概要(447)，p.319
(2007.9)

The Time-evolution of Dynamic
Behavior in the Cutting Model using
Pullback

H. Oneda
K. Yoshida
S. Karube

・
・
・

K. Sato
T. Soutome
S. Yamamoto

Abstracts of the 38th ISCIE
SSS November 9-10, pp.13-14
(2006.11)

座屈した金属板に生じる振動の制振に関
する研究

軽　部　　　周 2006年度精密工学会福岡地方講
演会講演論文集, pp.53-54
(2006.12)

間欠外力によるダフィング系の振動低減化 工　藤　　　進
吉　田　勝　俊

・
・

軽　部　　　周
早乙女　辰　男

日本機械学会第10回「運動と振
動の制御」シンポジウム講演論
文集, pp.162-166 (2007.8)

振動切削における重複係数と表面粗さの
関係

軽　部　　　周
大根田　浩　久

・
・

二　宮　祐　介
早乙女　辰　男

日本機械学会2007年度年次大会
講演論文集(4), pp.285-286
(2007.9)

Cultivation of Creativity Using
Humanoid Robot Kit

S. Karube
K. Takahashi

・ M. Takakura Symposium on Advances in
Technology education 2007,
(2007.9)

コスト関数の減少化とAyers-Dainty法を
用いる繰り返し型ブラインドデコンボ
リューション法

高　城　洋　明
芹　川　聖　一

・ 高　橋　　　徹 光学，Vol.35, No.12, pp.665-
671 (2006.12)

位相変調を用いた光波成形法 高　橋　　　徹
宮　崎　浩太郎

・ 高　城　洋　明 日本光学会年次学術講演会論文
集， pp.562-563 (2006.11)

逆相成分電流に含まれるスロット高調波
を利用した誘導電動機速度センサレスベ
クトル制御

清　武　博　文
加　藤　大　輔

・ 篠　原　勝　次 平成18年度鹿児島大学工学部研
究報告, 第48号 (2006.12)

逆相成分電流に含まれるスロット高調波
を利用した誘導電動機速度センサレスベ
クトル制御について

清　武　博　文
加　藤　大　輔

・ 篠　原　勝　次 平成18年度電気学会　半導体電
力変換／産業電力電気応用合同
研究会，SPC-06-149,IEA-06-44
(2006.12)

スロット高調波を利用した誘導電動機速
度センサレスベクトル制御の負荷時の特
性

清　武　博　文
加　藤　大　輔

・ 篠　原　勝　次 平成19年度電気学会全国大会，
No.4-139 (2007.3)

A New Detection Method of Slot
Harmonics for Speed Sensorless
Vector Control of Induction Motors

H. Kiyotake
D. Katoh

・ K. Shinohara PCC-Nagoya 2007，No.LS3-3-2，
pp.845-851 (2007.4)

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

清　武　博　文
山　本　吉　朗

・ 篠　原　勝　次 電気学会論文誌D,第127巻，第7
号，pp.739-746 (2007.7)



論　文　等　題　目 掲載誌名等（年.月）著　　　　　　　者

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

篠　原　勝　次
加　藤　大　輔

・
・

山　本　吉　朗
清　武　博　文

平成19年度電気関係学会連合大
会，No.03-2A-15 (2007.9)

入力に偏りがある場合の局所的分散表現
を持つ自己組織化マップ

薬師寺  　　翔 ・ 木　本  智　幸 第５回電子情報系高専フォーラ
ム講演論文集, pp.107-110
（2006.11）

学生主導による新入生オリエンテーショ
ン合宿の教育的効果

加　治  俊　夫
木　本  智　幸

・
・

佐　野  博　昭
大　庭  恵　一

「高専教育」第30号, pp.551-
556 (2007.3)

Distinction of  Coexistent
Attractors in an Attractor Neural
Network Model Using a Relaxation
Process of Fluctuations in Firing
Rates ─Analysis with Statistical
Mechanics─

S. Tanimoto
T. Kimoto

・
・

M. Okada
T. Uezu

J. Phys. Soc. Jpn., Vol.75,
No.10, p.104004

小型風車における強風時の回転制御の検
討

房　野　俊　夫
濱　田　次　男
須　崎　嘉　文

・
・
・

湯　地　敏　史
鳥　家　秀　昭
稲　葉　次　紀

電気設備学会誌 Vol.27，No.4，
pp.330-331 (2007.5)

大気圧非平衡DCパルス放電プラズマの発
光分光計測及びPENフィルムの表面改質

湯　地　敏　史
山　脇　　　孝
赤　塚　　　洋

・
・

須　崎　嘉　文
松　島　勇　雄

高温学会誌  Vol.33，No.3，
pp.137-141 (2007.6)

Basic Characteristics of Ar / N 2

Atmospheric Pressure Non-equilibrium
Microwave Discharge Plasma Jets

T. Yuji
K. Fujioka
H. Akatsuka

・
・

R. Raju
S. Fujii

IEEJ Transactions of
Electrical & Electronic
Engineering, Vol.2, No.4,
pp.473-475 (2007.6)

RF PE-CVD Characteristics for the
Growth of Carbon Nanotubes with
CH4-N2 gas mixture

T. Yuji ・ Y.-M. Sung IEEE Transactions on Plasma
Science, Vol.35, No.4, Part
2, pp.1027-1032 (2007.8）

Surface Treatment of TiO 2 Films by

Pulse Plasma for Dye-Sensitized
Solar Cells Application

T. Yuji ・ Y.-M. Sung IEEE Transactions on Plasma
Science, Vol.35, No.4, Part
2, pp.1010-1013 (2007.8）

Estimation of Electron Temperature
of Non-equilibrium Argon Plasma of
Atmospheric Pressure by OES
Measurment

H. Akatsuka
T. Urayama
S. Fujii

・
・

T. Yuji
R. Raju

3rd International Congress on
Cold Atmospheric Pressure
Plasmas: Sources and
Applications, pp.1-4（in CD-
ROM) (2007.7)

Optical Emission Characteristics of
Atmospheric Pressure  Non-
equilibrium  Microwave Discharge and
DC Pulse Discharge Plasmas

T. Yuji
S. Fujii
H. Akatsuka

・
・

T. Urayama
Y. M. Sung

3rd International Congress on
Cold Atmospheric Pressure
Plasmas: Sources and
Applications, P27, pp.163-166
（in CD-ROM) (2007.7)

大気圧非平衡マイクロ波放電プラズマ
ジェットを用いたPENフィルム表面処理
における基礎特性

湯　地　敏　史
藤　井　修　逸
須　崎　嘉　文

・
・
・

浦　山　卓　也
飯　島　善　時
赤　塚　　　洋

平成19年度電気学会基礎・材
料・共通部門大会,No.Ⅱ-4（in
CD-ROM) (2007.8）

大気圧非平衡DC パルス放電プラズマ
ジェットにおけるラジカルシミュレー
ション

加　藤　秀　史
湯　地　敏　史
鳥　家　秀　昭

・
・
・

川　野　泰　和
市　川　幸　美
赤　塚　　　洋

平成19年度電気学会基礎・材
料・共通部門大会,No.Ⅱ-10（in
CD-ROM) (2007.8）

風力発電導入拡大による負荷周波数制御
への影響評価

中　山　　　晃
廣　光　則　昭
湯　地　敏　史

・
・

造　賀　芳　文
餘利野　直　人

第21回電気設備学会全国大会講
演集,A-2, pp.3-6 (2007.8）



論　文　等　題　目 掲載誌名等（年.月）著　　　　　　　者

50Ｗ級小型風力発電機における故障レベ
ルの検討

西　元　志　歩
房　野　俊　夫
藤　山　祐　一

・
・
・

濱　田　次　男
湯　地　敏　史
鳥　家　秀　昭

第21回電気設備学会全国大会,
H-19, pp.411-412 (2007.9）

船上における50Ｗ級小型風車の基礎特性 湯　地　敏　史
鳥　家　秀　昭
世　登　順　三
濱　田　次　男

・
・
・
・

房　野　俊　夫
茶　園　敏　文
水　井　真　治
稲　葉　次　紀

第21回電気設備学会全国大会,
C-15,  pp.145-146 (2007.9）

Non-destructive Evaluation of
Fatigue Damage in the Stainless
Steel by Using Electromagnetic
Method

M. Oka
T. Yakushiji
M. Enokizono

・
・

K. Ono
Y. Tsuchida

Short Papers Proceedings of
13th International Symposium
on Applied Electromagnetics
and Mechanics, pp.149-150
(2007.9)

Estimation of Fatigue Damage for an
Austenitic Stainless Steel (SUS304)
Using Magnetic Methods

M. Oka
Y. Tsuchida

・
・

T. Yakushiji
M. Enokizono

Review of Progress in
Quantitative Nondestructive
Evaluation, American
Institute of Physics, CP894,
Vol.26B,
pp.1290-1297 (2007.3)

Nondestructive Evaluation of Strain
Distribution and Fatigue
Distribution from Austenitic
Stainless Steel by Using Magnetic
Sensors

Y. Tsuchida
M. Oka

・
・

M. Enokizono
T. Yakushiji

Review of Progress in
Quantitative Nondestructive
Evaluation, American
Institute of Physics, CP894,
Vol. 26B,
pp.1298-1305 (2007.3)

Evaluation of Fatigue Damage in an
Austenitic Stainless Steel Using
Magnetic Sensors

M. Oka
S. Nagato
Y. Tsuchida

・
・
・

K. Ono
T. Yakushiji
M. Enokizono

Proceedings of Oita
University - Seoul National
University Joint Symposium on
the Applied Electromagnetics,
pp.37-38  (2007.2)

励磁型磁気センサによるＳＵＳ３０４鋼
の平面曲げ疲労蓄積量の評価

岡　　　茂八郎
薬師寺　輝　敏
榎　園　正　人

・
・

嶋　田　浩　和
槌　田　雄　二

日本非破壊検査協会, 第10回表
面探傷シンポジウム講演論文集,
pp.120-123 (2007.1)

磁気センサによるSUS304系鋼・SUS316系
鋼の引張試験ひずみおよび面外曲げ疲労
評価

槌　田　雄　二
榎　園　正　人

・
・

岡　　　茂八郎
薬師寺　輝　敏

日本非破壊検査協会, 第10回表
面探傷シンポジウム講演論文集,
pp.63-68 (2007.1)

磁気センサによるＳＵＳ３０４鋼の面外
曲げ疲労評価

岡　　　茂八郎
槌　田　雄　二

・
・

薬師寺　輝　敏
榎　園　正　人

第15回MAGDAコンファレンス(桐
生)講演論文集, pp.144-147
(2006.11)

A new drive system using a SMA wire
and applications

K. Obayashi
T. Kanada

・ T. Takeishi Proceedings of the 9th Japan
- Korea Joint Symposium on
the Applied Electromagnetics,
pp.21-22 (2007.2)

A new drive system using a SMA heat
engine and its applications

T. Kanada 5th Japanese-Mediterranean
Workshop on Applied
Electromagnetic Engineering
for Magnetic,Superconducting
and Nano Materials, pp.37-38
(2007.9)

全方位イメージセンサを用いた掌形バイ
オメトリックス認証

寺　下 訓　史 ・ 靏　　　浩　二 FIT2006 Proceedings,
pp.25-28 (2006)

携帯端末を用いたモバイル本人認証 森　廣　雅　弘 ・ 靏　　　浩　二 FIT2006 Proceedings,
pp.305-306 (2006)



論　文　等　題　目 掲載誌名等（年.月）著　　　　　　　者

放射熱に着目した保水性舗装の熱特性に
関する数値的検討

田　中　孝　典
船　井　敏　勝

・ 亀　野　辰　三 舗装, Vol.42，No4，建設図書，
pp.14-18 (2007.4)

道路愛称の効果に関する基礎的研究 米　津　雅　人 ・ 亀　野　辰　三 平成18年度土木学会西部支部
研究発表会講演概要集，
pp.597-598 （2007.3）

『地域・都市計画』 石　井　一　郎
亀　野　辰　三

・ 湯　沢　　　昭 鹿島出版会 (2007.3)

『都市は誰のものか』所収「由布院　い
やしの里の挑戦」

亀　野　辰　三 　 清文社（2007.2）

地域住民による労働提供型市道整備の評
価と方向性―柳井市「ふるさとの道整備
事業」を事例に―

熊　野　　　稔
亀　野　辰　三

・ 岡　本　正　臣 農村計画学会誌，25巻論文特集
号，pp.389-394 （2006.12)

PIを活用した歩行者空間の整備とその評
価

亀　野　辰　三
安　部　和　俊

・ 田　中　孝　典 日本都市学会第53回大会発表要
旨集，pp.71-72 （2006.10）

企業による通勤支援が交通需要管理施策
の推進に及ぼす影響

吉　村　充　功 ・ 亀　野　辰　三 日本都市計画学会，都市計画論
文集，№41-3，pp.103-108
（2006.10）

直方弾性体の固有値解析へのBF-spline
Ritz法の適用について

名木野　晴　暢
三　上　　　隆

・ 水　澤　富　作 土木学会第62年次学術講演会，
I-586，pp.1167-1168 (2007.9)

B-spline Ritz法による中実円筒体の3次
元自由振動解析

名木野　晴　暢
水　澤　富　作

・ 三　上　　　隆 土木学会第62年次学術講演会，
I-589，pp.1173-1174 (2007.9)

BF-spline Ritz法を用いた厚肉斜板の自
由振動解析

水　澤　富　作
名木野　晴　暢

・ 和　田　裕　明 土木学会応用力学論文集，
Vol.10，pp.109-119 (2007)

「科学と遊ぼう」in大分高専 工　藤　康　紀 第５回全国高専テクノフォーラ
ム 予稿集, p.70 （2007.7）

高等専門学校と大学における創造教育の
現状と展望　　―高等専門学校における
創造教育の教育的・社会的意義に関する
研究（2）―

青　木　照　子
梅　津　清　二
氷　室　昭　三

・
・
・

工　藤　康　紀
吉　田　喜　一
土　居　　　巌

高等専門学校の教育と研究
Vol.12, No.2, pp.75-80
(2007.4)

Biminimal Legendrian surfaces in 5-
dimensional Sasakian space forms

T. Sasahara Colloq. Math, Vol. 108, No.2,
pp.297-304 (2006.12)

Biharmonic anti-invariant
submanifolds in Sasakian space forms

T. Sasahara
R. Ezentas

・
・

K. Arslan
C. Murathan

Beitrage Algebra Geom,
Vol.48, No.1, pp.191-207
(2007.6)

スコットランド文化事典 田　中　美　穂 他 共著 原書房（2006.11）

講義「技術論」と医療機器の改良 梅　津　清　二 ・ 岩　本　光　弘 高等専門学校の教育と研究　第
11巻　第4号　No,44（2006.11）

超音波によるコンクリートひび割れ深さ
測定における信号抽出法の提案

永　田　玲　央
一　宮　一　夫

・ 嶋　田　浩　和 土木学会第62回年次学術講演会
講演概要集,5-008 (2007.9)




