
論 文 等 題 目 掲載誌名等（年.月）

フッサールの『危機書』の
前夜

堀 栄造 筑波大学哲学研究会編『筑波哲学』第18号，pp.1-

15﹙2010.3﹚

‛Nation’  Consciousness
in Medieval Ireland

M. Tanaka Journal of International Economic Studies , No.
24, pp. 3-16(2010, 3).

「アイルランドとヴァイキ
ング」

田中 美穂 『ヨーロピアン・グローバリゼーションと諸文化圏
の変容 研究プロジェクト報告書Ⅲ』東北学院大学
オープン・リサーチ・センター, pp.100-110(2010,
3).

「第５章 イギリスの宗教
と生活」

田中 美穂 下楠昌哉 責任編集『イギリス文化入門』三修社,
pp.130-153(2010, 7).

九州沖縄地区高専の連携に
よる科学技術教育支援活動

工藤 康紀
平島 繁紀
吉田 正道
山崎 充裕
大河内 康正
開 豊
大竹 孝明

・
・
・
・
・
・
・

宮内 真人
越地 尚宏
森 保仁
山本 芳一
北辻 安次
森 寛
松栄 準治

第8回全国高専テクノフォーラム 予稿集 pp.78
（2010.8）

九州沖縄地区高専が連携し
た「科学技術教育支援活
動」

宮内 真人
越地 尚宏
森 保仁
山本 芳一
北辻 安次
森 寛
松栄 準治

・
・
・
・
・
・
・

平島 繁紀
吉田 正道
山崎 充裕
大河内 康正
開 豊
大竹 孝明
工藤 康紀

平成22年度高専教育講演論文集，133，pp.243-
244(2010.8)

九州沖縄地区科学技術教育
支援ワーキンググループ

大河内 康正
山本 芳一
北辻 安次
吉田 正道
平島 繁紀
森 寛
松栄 準治

・
・
・
・
・
・
・

山崎 充弘
開 豊
越地 尚宏
宮内 真人
森 保仁
大竹 孝明
工藤 康紀

日本高専学会，第16回年会講演講演論文 pp.53-
54(2010.8)

形状記憶複合材料の機械的
性質に及ぼす温度の影響

福永 圭悟
他4名

・ 青木 照子 日本機械学会論文集， 75巻，759号A編，pp.110−
115（2009.11）

形状記憶複合材料の電気
的・機械的特性

福永 圭悟
前田 明日香

・
・

青木 照子 日本機械学会論文集，76巻，765号A編，pp.631−636
（2010.5）

Temperature Rise of Plain
Bearing under Grease
Lubrication(Relationship
between numerical
analysis and experimental
method)

K. Fukunaga 14th Nordic Symposium on Tribology
Nordtrib2010, Storforsen, Sweden 0025，（2010.
6）

平成21年（2009）10月～平成22年（2010）9月本校教員による著書、他誌等論文目録

著 者



Gear Precision and
Cutting Force at Dry
Hobbing Gear Cutting for
Gears made of Brass
Material

K. Fukunaga ・ T. Abe ICoPE2010 & 13th ICPE ;Key Engineering
Materials, Vols.447-448, pp297▬300(2010.7）

油膜形成状態と摩擦係数に
よるグリース潤滑すべり軸
受の設計方法

福永 圭悟 ・ 麻生 宜農 設計工学，45巻，8号，pp.390-395(2010.8)

ドライホブ切り加工黄銅歯
車の加工精度と切削力

福永 圭悟 ・ 安部 達郎 第15回高専シンポジウムinいわき，pp121
（2010.1）

グリース潤滑と油浴潤滑す
べり軸受の温度上昇

福永 圭悟 ・ 長野 拓哉 JSME九州学生会第41回卒業研究
発表講演会，論文集，pp361−362(2010.3)

フライツールによるドライ
切削加工時の切削力と切り
粉挙動

福永 圭悟 ・ 岡松 秀悟 JSME九州学生会第41回卒業研究
発表講演会，論文集，pp365−366(2010.3)

フライツールおよびホブ切
り加工時の切削面積解析

福永 圭悟 ・ 甲斐 拓実 JSME九州学生会第41回卒業研究発表講演会，論文
集，pp385−386(2010.3)

ドライホブ切り歯車加工時
の切削力と切り粉挙動

福永 圭悟 ・ 安部 達郎 JSME九州学生会第41回卒業研究発表講演会，論文
集、pp405−406(2010.3)

Formation of Ultrafine-
grained Structure at Woen
Surface in Carbon Steel
by Wearing Process,

K. Koujina
Y. Todaka
Y. Iguchi

T. Yakushiji
H. Nagai
M. Umemoto

Proceedings of Processing and Fabrication of
Advanced Materials XVIII, (2009-12)pp.1925-
1932

Fatigue evaluation for a ferritic

stainless steel (SUS430) by the

eddy current method using the

pancake type coil,

M. Oka
T. Yakushiji

Y. Tsuchida
M. Enokizono

IEEE transactions on magnetics（2010-5）

超微細粒銅平滑材のき裂進
展挙動と疲労破面

後藤 真宏
安藤 吉則
韓 承博
手島 規博

・
・
・

薬師寺 輝敏
金祥 植

機械学会論文集，76-765，Ａ（2010-5），70-76

Experimental and
Numerical Investigation
of Performance and Flow
Field of the Wind Turbine
with the Flanged-Diffuser
for Sinusoidally
Oscillating Wind Velocity

K. Toshimitsu
K. Sato

・
・

H. Kikugawa
T. Hosoi

Proceedings of The 3rd Asian Joint Workshop on
Thermophysics and Fluid Science (Matsue,
Japan), pp.238-243(2010.9）

学生のための流体力学入門 利光 和彦
菊川 裕規
安信 強

・
・
・

高尾 学
早水 庸隆
樫村 秀男

パワー社，（2010.2）

メタンおよび水素を燃料と
する単一パルスデトネー
ションの推力測定に関する
実験研究

利光 和彦
岩本 有輝
吉村 俊祐
黒石 竜太

・
・
・

薬師寺 輝敏
林 幸一郎
鴛海 祐希

日本航空宇宙学会西部支部講演会，講演集，pp.89-
92（2009.12）



振動翼周り流れ場の同期PIV
計測システムの構築

利光 和彦
佐藤 浩平
小出 貴士

・
・

徳安 達士
三浦 雄亮

日本航空宇宙学会西部支部講演会，講演集，
pp.283-286（2009.12）

Hydrogen Embrittlement of
Submicrocrystalline
Ultra-Low Carbon Steel
Produced by High-Pressure
Torsion Straining

Y. Todaka
M. Kumagai
M. Umemoto

・
・

K. Morisako
Y. Matsumoto

The 2nd International Symposium on Steel
Science (ISSS 2009), Strength, Plasticity and
Fracture in Steels, ~Fundamentals and Novel
Approaches for New Demands~, Poster No. P08,
Abst. No. C014, October 21-24, 2009 Kansai
Seminar House, Kyoto, Japan, (2009.10)

HPT加工した極低炭素鋼の力
学特性に及ぼす水素の影響

森迫 和宣
橋本 元仙
梅本 実

・
・
・

熊谷 匡明
戸高 義一
松本 佳久

日本金属学会・日本鉄鋼協会東海支部，第19回学生
による材料フォーラム，豊橋サイエンスコア，
(2009.11)

Influence of Hydrogen on
Mechanical Properties of
Submicrocrystalline
Ultra-low Carbon Steel
Produced by High-pressure
Torsion Straining

K. Morisako
M. Kumagai
M. Umemoto

・
・

Y. Todaka
Y. Matsumoto

Proc. of Eighteenth International Conference
on Processing and Fabrication of Advanced
Materials (PFAM XVIII) (SP-3),12-14, December
2009 at Sakura Hall, Tohoku University,
Sendai, Japan, (2009.12)

Hydrogen Embrittlement of
Submicrocrystalline
Ultra-Low Carbon Steel
Produced by High-Pressure
Torsion Straining

Y. Todaka
M. Kumagai
M. Umemoto

・
・

K. Morisako
Y. Matsumoto

Advanced Materials Research, Trans Tech
Publications, Switzerland, Vols. 89-91 (2010)
pp 763-768, ISBN0-87849-293-3, (2010.1)

Ｎｂ膜，周期律表５Ａ族金
属合金膜を使用した水素分
離システム

黒川 英人
白崎 義則
森永 正彦
南部 智憲

・
・
・
・

西井 匠
安田 勇
湯川 宏
松本 佳久

特願2010-007428, 2010.1.15.

２段式水素分離型改質器 黒川 英人
白崎 義則
森永 正彦
南部 智憲

・
・
・
・

西井 匠
安田 勇
湯川 宏
松本 佳久

特願2010-007516, 2010.1.15.

５Ａ族金属系水素分離膜を
用いた水素分離システム

黒川 英人
白崎 義則
森永 正彦
南部 智憲

・
・
・
・

西井 匠
安田 勇
湯川 宏
松本 佳久

特願2010-007613,2010.1.16.

Nb-based Hydrogen
Permeable Alloys with
High Hydrogen
Permeability and Strong
Resistance to Hydrogen
Embrittlement

H. Yukawa
T. Nambu

・
・

M. Morinaga
Y. Matsumoto

Proceedings of the 3rd International
Conference on Structure, Processing and
Properties of Materials 2010 (SPPM 2010) 24-
26 February 2010, Dhaka, Bangladesh, (2010.2)

優れた水素透過性能と耐水
素脆性を両立させたニオブ
系水素透過合金

湯川 宏
南部 智憲

・
・

森永 正彦
松本 佳久

6th Int'l Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO
2010)，第６回国際水素・燃料電池展，口頭発表
2010.3.4 14:40 - 15:10(FCA-2会場)，ポスター展
示ブース：F-09, 東京ビッグサイト東展示棟，
2010.3.3-3.5.

ケミカル・ミリングによる
金属発泡体の気孔形態制御
法の開発

松本 佳久 第２回全国高専－豊橋技科大マテリアルサイエンス
フォーラム，2010.3.21-22，於豊橋技術科学大学，
PNo.30，(2010.3)

Nb, V および V-W 水素透過
膜の延性-脆性遷移固溶水素
濃度

松本 佳久
張 国興
南部 智憲

・
・

湯川 宏
森永 正彦

日本金属学会2010年春期（第146回）大会講演概要
(55)，p.224，筑波大学筑波キャンパス，(2010.3)



パラジウム系水素分離膜に
おける酸化物由来の表面欠
陥と雰囲気ガスの効果

木村 彩香
湯川 宏
松本 佳久

・
・

南部 智憲
森永 正彦

日本金属学会2010年春期（第146回）大会講演概要
(13)，p.432，筑波大学筑波キャンパス，(2010.3)

金属系水素透過膜の水素透
過速度と水素の化学ポテン
シャル

奥村 翔吾
湯川 宏
松本 佳久

・
・

南部 智憲
森永 正彦

日本金属学会2010年春期（第146回）大会講演概要
(14)，p.432，筑波大学筑波キャンパス，(2010.3)

ニオブの水素透過能と水素
の化学ポテンシャル

南部 智憲
森永 正彦

・
・

湯川 宏
松本 佳久

日本金属学会2010年春期（第146回）大会講演概要
(S4・44)，p.140，筑波大学筑波キャンパス，
(2010.3)

水素の化学ポテンシャルに
基づいた水素透過能の理解

湯川 宏
南部 智憲

・
・

森永 正彦
松本 佳久

日本金属学会2010年春期（第146回）大会講演概要
(S4・45)，p.141，筑波大学筑波キャンパス，
(2010.3)

Alloying Effects on the
Hydrogen Diffusivity
during Hydrogen
Permeation through Nb-
based Hydrogen Permeable
Membranes

H. Yukawa
M. Morinaga
Y. Matsumoto

・
・

G. X. Zhang
T. Nambu

Defect and Diffusion Forum, Trans Tech
Publications, Switzerland, Vols. 297-301
(2010) pp 1091-1096., ISBN3-908451-80-9,
(2010.4)

５族金属水素透過膜の延性
－脆性遷移固溶水素濃度

松本 佳久
南部 智憲

・ 湯川 宏 日本金属学会・日本鉄鋼協会・軽金属学会九州支部
共催平成22年度合同学術講演大会講演概要集
（A10），p. A10，熊本大学工学部黒髪南キャンパ
ス，(2010.6)

HPT加工により高密度格子欠
陥を与えたサブミクロン結
晶粒純Feの水素脆化挙動

吉村 和晃
森迫 和宣
松本 佳久

・
・

鉾立 知記
戸高 義一

日本金属学会・日本鉄鋼協会・軽金属学会九州支部
共催平成22年度合同学術講演大会講演概要集
（P51），p. P51，熊本大学工学部黒髪南キャンパ
ス，(2010.6)

純ニオブ膜の水素透過流束
に及ぼす表面状態の影響と
水素雰囲気中における引張
特性

大西 宏幸
湯川 宏
松本 佳久

・
・

都甲 紘千
南部 智憲

日本金属学会・日本鉄鋼協会・軽金属学会九州支部
共催平成22年度合同学術講演大会講演概要集
（P52），p. P52，熊本大学工学部黒髪南キャンパ
ス，(2010.6)

In-situ analysis of
hydrogen mobility during
hydrogen permeation
through Nb-based hydrogen
permeable membranes

H. Yukawa
Y. Matsumoto

・
・

T. Nambu
M. Morinaga

Proc. of 6th International Conference on
Diffusion in Solids and Liquids: Mass
Transfer, Heat Transfer and Microstructure and
Properties, DSL-2010, 05-07 JULY, 2010 / Paris
- FRANCE, (DSL423), (2010.7)

水素透過速度５倍，名大な
どニオブ合金膜開発（プレ
ス発表）

湯川 宏
南部 智憲

・ 松本 佳久 日刊工業新聞，朝日新聞，中日新聞，2010年7月15
日（木）朝刊

V-W Alloy Membranes for
Hydrogen Purification

H. Yukawa
Y. Matsumoto

・
・

T. Nambu
M. Morinaga

Proc. of International Symposium "Metal-
Hydrogen Systems. Fundamentals and
Applications", Moscow, Russia July 19-23,
2010, Chemistry Department Lomonosov Moscow
State University, p. 39, (2010.7)

Hydrogen Solubility and
Permeability of Nb-W-Mo
Alloy Membrane

Y. Awakura
T. Nambu
M. Morinaga

・
・

H. Yukawa
Y. Matsumoto

Proc. of International Symposium "Metal-
Hydrogen Systems. Fundamentals and
Applications"(TU-8), Moscow, Russia July 19-
23, 2010, Chemistry Department Lomonosov
Moscow State University, p. 137, (2010.7)

水素透過速度の推定方法，
水素製造装置およびその運
転方法

黒川 英人
湯川 宏
松本 佳久

・
・

森永 正彦
南部 智憲

特願2010-172964, 2010.7.30.



高い水素透過性と優れた耐
水素脆性を両立したニオブ
系固溶体合金膜の開発

湯川 宏
松本 佳久

・ 南部 智憲 燃料電池，Vol. 10, No. 1 (2010), pp. 99-105,
(2010.7)

A new concept for alloy
design of Nb-based
hydrogen permeable alloys
with high hydrogen
permeability and strong
resistance to hydrogen
embrittlement

H. Yukawa
T. Nambu

・
・

M. Morinaga
Y. Matsumoto

Proc. of the 7th Pacific Rim International
Conference on Advanced Materials and
Processing, 1-6 August 2010, Cairns Convention
Centre, Cairns, Australia, 2010.8.3, Materials
Science Forum Trans Tech Publications,
Switzerland, Vols. 654-656 (2010) pp 2827-
2830, ISBN0-87849-255-0, (2010.8)

高密度格子欠陥を有するサ
ブミクロン結晶粒純Feの水
素脆化挙動

吉村 和晃
森迫 和宣

・
・

松本 佳久
戸高 義一

平成21年度高専連携教育研究プロジェクト学生成果
発表会，p. 1-8，豊橋技術科学大学，(2010.8)

Ductile-to-Brittle
Transition Hydrogen
Concentrations of V and
Nb for Hydrogen
Permeation

Y. Matsumoto
T. Nambu

・ H. Yukawa Proc. of Materials Science and Engineering
2010 (MSE2010),24-26 August, 2010, Darmstadt,
Germany, (B6-822), p.37, (2010.8)

Quantitative Evaluation
of Hydrogen Embrittlement
of Metal Membrane
Detected by in-situ Small
Punch Test under Hydrogen
Permeation

Y. Matsumoto
T. Nambu

・ H. Yukawa Proc. of 1st International Conference SSTT,
Determination of Mechanical Properties of
Materials by Small Punch and Other Miniature
Testing Techniques, (SSTT2010), Ostrava, Czech
Rep., 31st Aug. - 2nd Sept. 2010, 2010.9.1,
pp. 74-78, (2010.8)

水素分離膜および水素分離
法

黒川 英人
白崎 義則
森永 正彦
南部 智憲

・
・
・
・

西井 匠
安田 勇
湯川 宏
松本 佳久

PCT特許出願，PCT/JP2010/065788，2010.9.14.

水素分離膜 黒川 英人
湯川 宏
松本 佳久

・
・

森永 正彦
南部 智憲

特願2010-213772，2010.9.24.

水素分離方法及び装置 黒川 英人
湯川 宏
松本 佳久

・
・

森永 正彦
南部 智憲

特願2010-213773，2010.9.24.

名古屋大学など、世界最高
の水素透過能を有するニオ
ブ系合金膜を開発

湯川 宏
南部 智憲

・ 松本 佳久 ジャパン・フォー・サステナビリティ,
http://www.japanfs.org/ja/pages/030242.html，
(2010.9)

水素の化学ポテンシャルに
基づくニオブ系水素透過合
金の設計指針

奥村 翔吾
松本 佳久

・
・

南部 智憲
湯川 宏

日本金属学会2010年秋期（第147回）大会講演概要
(33)，p. 480，北海道大学，(2010.9)

純ニオブ膜の水素透過流束
に及ぼす表面状態の影響

大西 宏幸
南部 智憲

・
・

松本 佳久
湯川 宏

日本金属学会2010年秋期（第147回）大会講演概要
(111)，p. 204，北海道大学，(2010.9)

Nb-W合金の水素透過能に及
ぼす圧延加工と熱処理の影
響

粟倉 康孝
湯川 宏
松本 佳久

・
・

和田 巧
南部 智憲

日本金属学会2010年秋期（第147回）大会講演概要
(112)，p. 205，北海道大学，(2010.9)

ニオブおよびバナジウム膜
表面へのパラジウム電解
めっき

南部 智憲
湯川 宏
後藤 貴志

・
・

松本 佳久
明石 隆文

日本金属学会2010年秋期（第147回）大会講演概要
(113)，p. 205，北海道大学，(2010.9)



ニオブおよびバナジウム膜
の水素透過試験による水素
易動度の定量

嶋 一成
湯川 宏

・
・

南部 智憲
松本 佳久

日本金属学会2010年秋期（第147回）大会講演概要
(114)，p. 205，北海道大学，(2010.9)

差圧法によるバナジウム膜
の水素透過能の定量評価

奥村 翔吾
松本 佳久

・
・

南部 智憲
湯川 宏

日本金属学会2010年秋期（第147回）大会講演概要
(115)，p. 206，北海道大学，(2010.9)

V-W-Mo 合金の水素化特性と
水素透過能

湯川 宏
南部 智憲

・
・

塚田 千恵
松本 佳久

日本金属学会2010年秋期（第147回）大会講演概要
(116)，p. 206，北海道大学，(2010.9)

パラジウム触媒層の表面欠
陥部の断面観察

木村 彩香
松本 佳久

・
・

南部 智憲
湯川 宏

日本金属学会2010年秋期（第147回）大会講演概要
(122)，p. 208，北海道大学，(2010.9)

Three lateral osteotomy
designs for bilateral
sagittal split osteotomy:
biomechanical evaluation
with three-dimensional
finite element analysis

Y. Sakamoto
H. Takahashi
S. Moriyama

・
・
・

H. Furuta
H. Matsunaga
T. Kikuta

Head & Face Medicine,Vol6:4, pp1-10(2010.5)

多孔質チタンにフッ素が及
ぼす影響の評価

坂本 裕紀 ・ 町田 強 金属学会・鉄鋼協会・軽金属学会 合同学術講演
会，論文集，ppB10(2010.6)

多孔質チタンの腐食と機械
的性質に関する研究

坂本 裕紀
町田 強
旭田 成邦

・
・

讃井 秀太郎
猿渡 聖

JSME九州学生会第41回卒業研究発表講演会，論文
集，pp113−114(2010.3)

多孔質チタンの熱処理と腐
食の関係に関する研究

坂本 裕紀 第３１回日本バイオマテリアル学会大会，講演論文
集，pp303(2009.11)

近傍強化範囲を改良したSOM
による高次元データの視覚
化

伊藤 弥 ・ 木本 智幸 第８回電子情報系高専フォーラム講演論文集，
pp.39-42，(2009.11)

連想記憶モデルの誤り訂正
能力ー有限温度復号の最適
化温度に関する考察ー

照島 健太郎 ・ 木本 智幸 第８回電子情報系高専フォーラム講演論文集，
pp.43-46，(2009.11)

全教室に設置されWOLによっ
て電源管理された電子掲示
板システムの開発

木本 智幸 論文集「高専教育」第３３号、pp.899-904
（2010.3）

Stability Analysis of
Attractor Neural Network
Model of Inferior
Temporal Cortex -
Relationship between
Attractor Stability and
Learning Order-

T. Kimoto
M. Okada

・ T. Uezu Journal of the Physical Society of Japan,
Vol.79 No.6, pp.064001-1～pp.064001-7 (2010.6)

Synchronization-
desynchronization phase
transition in phase
oscillators on a circle
with Mexican-hat type
interaction

T. Uezu
M. Okada

・ T. Kimoto Statphys24 : the XXIV International Conference
on Statistical Physics of the International
Union for Pure and Applied Physics,
Cairns, Australia, 19-23 July, (2010.7)

Development of Miniature
Marx Generator Using BJT

M. Inokuchi
M. Akiyama
H. Akiyama

・
・

T. Ueno
T. Sakugawa

17th IEEE International Pulsed Power
Conference,Vol.4 , pp.57-60(2009)



MPCのインダクタンス低減及
び小型化に関する研究

渡辺 一光 ・ 上野 崇寿 平成22年電気学会全国大会，vol.4, p163,
（2010.3）

電子なだれ降伏を利用した
ＢＪＴ高速スイッチングの
動作安定化

上野 崇寿
猪口 誠
秋山 秀典

・
・

渡邊 一光
佐久川 貴志

パルスパワー放電研究会講演論文集，vol.4,
pp.A27-33,（2009.10）

水中ストリーマ状放電プラ
ズマ生成のための高繰り返
し小型磁気パルス圧縮回路
開発

上野 崇寿
秋山 雅裕
佐久川 貴志

・
・

廣野 佳那子
秋山 秀典

電気学会論文誌Ａ(基礎・材料・共通部門誌）,
Vol.130, No.6, pp567-572(2010.6)

できる！電気回路演習 高木 浩一
高橋 徹

・
・

佐藤 秀則
猪原 哲

森北出版 (2009.11)

コスト関数を利用した繰り
返し型ブラインドデコンボ
リューション法

高橋 徹
谷 和真

・高城 洋明 日本光学会年次学術講演会
講演予稿集，pp.540-541(2009.11)

コヒーレント光を用いて観
測された劣化観測像からの
原像回復

木津 昂明 ・高橋 徹 第19回九州沖縄地区高専フォーラム(2009.12)

第一章 宇宙教育の理念，
第二章 宇宙教育指導者

高橋 徹 「あなたも宇宙教育リーダー 宇宙教育指導者セミ
ナーテキスト」 宇宙航空研究開発機構 宇宙教育
センター発行，(2010.4)

Evaluation of the
Magnetic Properties of
the Actual Stator Core
Using Excitation Inner
Cores in Several
Manufacturing Processes

M. Oka
M. Enokizono

・ T. Kai Digests of 6th Asia-Pacific symposium on
Applied Electromagnetics and Mechanics, pp.27-
28, 2010(7)

The Fatigue Evaluation
Method for Structural
Stainless Steels Using
the Magnetic Sensor
Composed of Three Pancake
Type Coils

M. Oka
T. Yakushiji

・
・

Y. Tsuchida
M. Enokizono

Abstracts of QNDE-California (USA), 2010(7)

実機ステータコアの磁気特
性に及ぼす加工の影響

岡 茂八郎
榎園 正人

・ 甲斐 孝幸 第22回「電磁力関連のダイナミクスシンポジウム」
講演論文集, pp. 386-391, 2010(5)

産業・家電用モータの高速
回転化-モータの高効率化の
ための実機形状電磁鋼板の
磁気特性測定用基礎的技術
の構築-

岡 茂八郎
榎園 正人

・ 甲斐 孝幸 大分県地域結集型研究開発プログラム「次世代電磁
力応用機器開発技術の構築」平成２１年度研究成果
発表会論文集, pp. 23-28, 2010(2)

Fatigue evaluation for a
ferritic stainless steel
(SUS430) by the eddy
current method using the
pancake type coil

M. Oka
T. Yakushiji

・
・

T. Tsuchida
M. Enokizono

IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 46, No.2,
pp. 540-543, 2010(2)

簡易パルス電源駆動型電磁
超音波センサの送受信特性
の検討

岡 茂八郎
上野 崇寿
榎園 正人

・
・

飯沼 七恵
槌田 雄二

第18回MAGDAコンファレンス in 東京 電磁現象およ
び電磁力に関するコンファレンス講演論文集, pp.
37-40, 2009(11)



実機形状ステータコアの鉄
損評価法の検討

岡 茂八郎
榎園 正人

・ 甲斐 孝幸 第18回MAGDAコンファレンス in 東京 電磁現象およ
び電磁力に関するコンファレンス講演論文集, pp.
147-150, 2009(11)

Study of the Defect
Detection System by Using
an Electromagnetic
Supersonic Wave

T. Kai
M. Enokizono

・ M. Oka Proceedings of 12th Japan Korea Joint
Symposium on the Applied Electromagnetics, pp.
49-50 (2009.11)

形状記憶複合材料の機械的
性質に及ぼす温度の影響

青木 照子
飯沼 七恵
山下 恵太郎

・
・
・

福永 圭悟
中里 将樹
島本 聡

日本機械学会論文集(Å編)75巻759号，pp110－
115(2009.11)

形状記憶複合材料の電気
的・機械的特性

青木 照子
前田 明香

・ 福永 圭悟 日本機械学会論文集(Å編)76巻765号，pp91-
96(2010.5)

異文化体験を通した国際技
術者総合キャリア教育ー東
南アジアからの卒業留学生
を核とした実践的総合キャ
リア教育 ー

青木 照子
田中 孝典
岩本 光弘

・
・
・

福永 圭悟
本田 久平
中道 つかさ

高専教育，第33号，pp905-910（2010.3）

形状複合材料SMAのアクチュ
エータへの適用

青木 照子 JSTイノベーションブリッジCIC東京研究発表会，
pp45-48（2009.12）

歩行者足首の衝撃加速度に
よる歩道舗装の特性に関す
る一考察

田中 孝典 ・ 亀野 辰三 第28回日本道路会議論文集，論文番号32130(CD-R),
(2010.3)

海外インターンシップを通
じた国際技術者育成への取
り組み

田中 孝典 ・ 亀野 辰三 土木学会論文集Ｈ（教育），VOL.2,pp.91-
96,(2010.3)

シンガポール・ポリテク
ニックとの専門学科間交流
による国際技術者育成の試
み

田中 孝典
東野 誠

・ 亀野 辰三 平成22年度高専教育講演論文集，pp.447-450,
(2010.8)

東南アジアとの国際交流か
ら学んだ事

三浦 望
青木 照子

・
・

田中 孝典
亀野 辰三

日本高専学会第16回年会講演会講演論文集,pp.1-2,
(2010.8)


