
論 文 等 題 目 掲載誌名等（年.月）

フッサールの実在論的転回 堀 栄造
『筑波哲学』第19号pp.4-18
(2011.3)

「第5章 ラテン語と現地語：二言語テ
キスト文化の創造」

田中 美穂
（共訳）

トマス・チャールズ＝エドワー
ズ編『オックスフォード ブリ
テン諸島の歴史２ ポスト・
ローマ』慶應義塾大学出版会,
pp. 243-278(2010, 10)

Ruaidri Ua Conchobair: The Last High
-King of Ireland

M. Tanaka The Haskins Society Journal
Japan , vol. 4, pp. 39-44
(2011, 6)

九州沖縄地区高専の連携による「科学技
術教育支援活動」

ーーーワーキンググループによる５年
間の活動ーーー

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 茂樹
吉田 正道
山崎 充宏
大河内 康正
開 豊
大竹 孝明
工藤 康紀

国立高等専門学校協会論文集・
高専教育34号，pp.613-618
(2011.3)

平成22年（2010）10月～平成23年（2011）9月本校教員による著書、他誌等論文目録

著 者

九州沖縄地区科学技術教育支援プロジェ
クト

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

工学教育,Vol.59 No.1,pp.118
－122（2011.1）

飛行高度を想定した排気部減圧下におけ
るメタンおよび水素燃料単一パルスデト
ネーションエンジンの簡易推力測定実験

利光 和彦
黒石 竜太

・
・

林幸 一郎
薬師寺輝敏

日本航空宇宙学会西部支部講演
会（2010）講演集，2010年11
月，pp. 147-150.

風速が正弦変動する場合の風力タービン
単体および風レンズ風車の出力特性に関
する研究

利光 和彦
細井 貴己
三浦 剛

・
・
・

佐藤 浩平
菊川 裕規
松崎 純平

日本航空宇宙学会西部支部講演
会（2010）講演集，2010年11
月，pp. 25-28.

背圧が変化する単一パルスデトネーショ
ン管の簡易推力測定装置に関する試作研
究

黒石 竜太
林幸 一郎

・ 利光 和彦 日本機械学会九州学生会第42回
卒業研究発表講演会論文集，
No.118-2, 2011年3月，
pp. 119-120.

正弦的速度変動風下におけるフランジ付
きディフューザ風車の出力特性および数
値予測

利光 和彦
佐藤 浩平

・ 菊川 裕規 日本機械学会2011年度年次大会
DVD-ROM論文集 ,2011年9月

CALUCULATION METHOD OF TEMPERATURE
RISE OF PLAIN BEARING

福永 圭悟 論文集「高専教育」,第34号,
P487−492(2011.3)

廃食用油再生燃料精製プラント開発 福永 圭悟 九州・沖縄地区高専 新技術
マッチングフェア,PP57−60
(2010,10)



論 文 等 題 目 掲載誌名等（年.月）著 者

ドライホブ切り歯車加工の切削力と歯車
精度

福永 圭悟 ・ 安部 達郎 第16回高専シンポジウムin
米子,B−32

フライツールによるドライ切削加工の研
究

福永 圭悟 ・ 岡松 秀悟 第16回高専シンポジウムin
米子,B−31(2011年 1月)

キー溝を持つ歯車歯底に発生する応力の
FEM解析

福永 圭悟 ・ 工藤 祐太 第16回高専シンポジウムin
米子,B−33(2011年 1月)

キー溝を持つ歯車歯底の応力測定 福永 圭悟 ・ 中村 一貴 第16回高専シンポジウムin
米子,B−34(2011年 1月)

2液自動定量供給装置の開発 福永 圭悟 ・ 橋本 由介 第16回高専シンポジウムin
米子,G−23(2011年 1月)

ドライホブ切り歯車加工時の切削力と歯
車精度に関する研究

福永 圭悟 ・ 安部 達郎 JSME九州学生会第42回卒業研
究,p.292(2011年 3月)

高純度水素を分離・精製するためのニオ
ブ系固溶体合金膜の開発

湯川 宏
南部 智憲

・ 松本 佳久 OHM誌「ヘッドラインレビュー
」，エネルギー・電力，Vol.
10，pp. 2-3(2010.10)10，pp. 2-3(2010.10)

残留砥粒を由来とする純ニオブ膜の水素
透過流束の低下

指原 和秀
大西 宏幸
南部 智憲

・
・

松本 佳久
湯川 宏

日本機械学会九州学生会第42回
卒業研究発表講演会（No.118-
2）論文集(918)，pp.347-348
(2011.3)

Nb 系水素透過合金の高強度化と耐熱性
の評価

湯川 宏
南部 智憲

・
・

粟倉 康孝
松本 佳久

日本金属学会2011年春期（第148
回）大会講演概要(534)，p. 339
(2011.3)

Nb-5 mol％W-5 mol％Mo 合金の高周波電
磁浮遊溶解

南部 智憲
湯川 宏

・ 松本 佳久 日本金属学会2011年春期（第148
回）大会講演概要(535)，p. 340
(2011.3)

Pd-Cu 系水素透過合金膜における Fe2O3
粒子の付着による表面形態の変化

木村 彩香
松本 佳久

・
・

南部 智憲
湯川 宏

日本金属学会2011年春期（第148
回）大会講演概要(537)，p. 340
(2011.3)

水素分離膜及び水素分離装置 南部 智憲
湯川 宏

・ 松本 佳久 特願2011-48582，2011.3.7.

水素分離膜，その製造方法及び水素製造
装置

黒川 英人
湯川 宏
松本 佳久

・
・

森永 正彦
南部 智憲

特願2011-084665，2011.4.6.

Ta-W Alloy for Hydrogen Permeable
Membranes

H. Yukawa
Y. Matsumoto

・ T. Nambu Advanced Materials for
Hydrogen Energy Applications,
Material Transactions, Vol.
52, No. 4, (2011), pp. 610-
613.(2011.4)



論 文 等 題 目 掲載誌名等（年.月）著 者

In-situ Analysis of Hydrogen
Mobility during Hydrogen Permeation
through Nb-based Hydrogen Permeable
Membranes

H. Yukawa
Y. Matsumoto

・ T. Nambu Defect and Diffusion Forum
Vols. 312-315 (2011) pp. 506-
512(2011.5)

Pd/Nb酸化物/Nb構造膜の水素透過流束と
高温耐久性

大西 宏幸
湯川 宏

・
・

松本 佳久
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23
年度合同学術講演大会講演概要
集（P38）, p. P38(2011.6)

Design of Nb-based alloy membranes
for hydrogen purification

H. Yukawa
Y. Matsumoto

・ T. Nambu Proc. of ICCMR 10, St.
Petersburg/Russia, 20-24
June, 2011, (2011.6)

水素透過速度の推定方法，水素製造装置
及びその運転方法

黒川 英人
南部 智憲

・
・

湯川 宏
松本 佳久

特願2011-140679，2011.6.24.

V-W alloy membranes for hydrogen
purification

H. Yukawa
Y. Matsumoto

・ T. Nambu Journal of Alloys and
Compounds, Vol. 509,
Supplement 2, September 2011,
pp. S881-S884(2011.9)

Hydrogen solubility and permeability
of Nb-W-Mo alloy membrane

Y. Awakura
Y. Matsumoto

・
・

T. Nambu
H. Yukawa

Journal of Alloys and
Compounds, Vol. 509,
Supplement 2, September 2011,Supplement 2, September 2011,
pp. S877-S880(2011.9)

水素分離膜 黒川 英人
湯川 宏
松本 佳久

・
・

森永 正彦
南部 智憲

PCT特許出願，
PCT/JP2011/070368，2011.9.7

An Iterative Blind Deconvolution
Algorithm as an Attempt to Search
the Global Minimum

T. Takahashi ・ H. Takajo 2011OSA OPTICS&PHOTONICS
CONGRESS, Imaging and Applied
Optics, Technical Digest
SMB4.(2011.7)

Spiral Dislocation構造を有する光波の
伝搬特性

浅野 元紀 ・ 高橋 徹 第16回高専シンポジウムin米子
（2011.１）

震災復興と協調したエネルギー教育支援 高木 浩一
八田 章光
佐藤 清忠

・
・

佐々木 明宏
高橋 徹

日本エネルギー環境教育学会
（ＪＡＥＥＥ）第６回全国大会
at山梨大学甲府キャンパス
(2011.8)

メキシカンハット型相互結合を持つXYモ
デルの解析

木本 智幸
岡田 真人

・ 上江洌 達也 電子情報通信学会技術研究報
告，Vol.110，No.246，NC2010-
43，pp.5-10 (2010.10)

Phase transition in phase oscillator
network and classical XY model on a
circle with Mexican-hat type
interaction

T. Uezu
M. Okada

・ T. Kimoto Japan-Slovenia Seminar on
Nonlinear Science (Kansai
2010), November 8-9,
(2010.11)

入力信号の出現確率に偏りがある場合の
自己組織化マップ

伊藤 孝史 ・ 木本 智幸 第９回電子情報系高専フォーラ
ム講演論文集，pp.43-46，
(2010.11)



論 文 等 題 目 掲載誌名等（年.月）著 者

メキシカンハット型相互結合を持つXYモ
デルの解析

木本 智幸
岡田 真人

・ 上江洌 達也 日本物理学会講演概要集，第６
６巻第１号第２分冊，25pTD-3,
p.289 (2011.3)

Analysis of XY Model with Mexican-
Hat Interaction on a Circle

T. Kimoto
M. Okada

・ T. Uezu Journal of the Physical
Society of Japan, Vol.80
No.7, pp.074005-1～pp.074005-
7 (2011.7)

位相振動子ネットワークとXYモデルの相
転移の研究

上江洌 達也
岡田 真人

・ 木本 智幸 日本物理学会講演概要集，第６
６巻第２号第２分冊，21pGU-1,
p.211(2011.9)

Evaluation of the Magnetic Properties of

Rotating Machines for the Building Factor

Clarification

M. Oka
K. Shimada
M. Enokizono

・ M. Kawano
T. Kai

Electrical Review, R. 87, No. 9b, pp.

43-46, 2011(9)

Evaluation of the Iron Loss Distribution of the

Actual Stator Core Using Small Excitation

Inner Cores

M. Oka
M. Kawano

・ K. Shimada
M. Enokizono

Extended Abstracts Conference

Proceedings, 7th Japanese-

Mediterranean Workshop on Applied

Electromagnetics for Magnetic,

Superconducting and Nano Materials

(JAPMED7), pp. 54-55, 2011(7)

励磁用内挿コアを用いた実機形状ステー
タコアの磁気特性評価への励磁法の影響

岡 茂八郎

島田 一憲

・ 河野 慎

榎園 正人

第23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.485 -490, 2011(5)

材質劣化診断技術に関する調査研究報告

書

日本保全学会
研究委員会材
質劣化診断技
術に関する調
査分科会編

・ 中曽根 祐司
岡 茂八郎
他

日本保全学会, 2011(4)

Evaluation of the Iron Loss of The Actual

Stator Core to Achieve High Efficiency of the

Rotating Machine

M. Oka
T. Kai

・ T. Kanada
M. Enokizono

Material Science Forum, Trans Tech

Publications, Switzerland, Vol. 670,

pp. 447-454, 2011(4)

The Fatigue Evaluation Method for a

Structural Stainless Steel Using the Magnetic

Sensor Composed of Three Pancake Coils

M. Oka
T. Yakushiji

・ Y. Tsuchida
M. Enokizono

Review of Progress in Quantitative

Nondestructive Evaluation,

American Institute of Physics,

CP1135, Vol. 30B, pp. 1125-11232,

2011(3)

励磁用内挿コアを用いた実機ステータコ
アに及ぼすワニス処理の影響

岡 茂八郎
榎園 正人

・ 甲斐 孝幸 日本AEM学会誌, Vol. 19, No. 1,

pp. 56-61, 2011(3)

産業用ロボット用モータの低慣性化 -

モータ鉄心の評価並びに診断技術の構築-

岡 茂八郎
島田 一憲

・ 河野 慎
榎園 正人

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22年度研

究成果発表会論文集, pp. 8-13,

2011(3)



論 文 等 題 目 掲載誌名等（年.月）著 者

Study of the Building Factor Evaluation

Method Using Actual Stator Windings

M. Kawano
M. Enokizono

・ M. Oka Proceedings of 12th Japan Korea

Joint Symposium on the Applied

Electromagnetics, pp. 21-22, 2011(1)



論 文 等 題 目 掲載誌名等（年.月）著 者

Comparison of the Magnetic Properties in

Several Manufacturing Processes Using

Excitation Inner Cores

K. Shimada
M. Enokizono

・ M. Oka Proceedings of 12th Japan Korea

Joint Symposium on the Applied

Electromagnetics, pp. 29-30, 2011(1)

実機モータ鉄心のビルディングファク
ター評価

岡 茂八郎
河野 慎
榎園 正人

・
・

甲斐 孝幸
島田 一憲

日本AEM学会誌, Vol. 18, No.
4, pp. 347-352, 2010(12)

回転機のビルディングファクター評価用
励磁用内挿コアの検討

岡 茂八郎
島田 一憲

・
・

河野 慎
榎園 正人

電気学会マグネティックス研究
会資料, MAG-96-252, pp. 31-
39, 2010(12)

励磁用内挿コアを用いた回転機のビル
ディングファクター評価法の検討

岡 茂八郎
島田 一憲

・
・

河野 慎
榎園 正人

第19回MAGDAコンファレンス in
札幌 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. 121-124, 2010(11)

Evaluation of the Magnetic
Properties of Rotating Machines for
the Building Factor Clarification

M. Oka
K. Shimada
M. Enokizono

・
・

M. Kawano
T. Kai

Abstracts of the 11th
International Workshop on 1&2
Dimensional Magnetic
Measurement and Testing, p.
21, 2010(11)

車いすの走行快適性に影響を及ぼす歩道 田中 孝典 ・ 亀野 辰三 環境情報科学論文集24，pp315-
路面の一考察 320（2010.11）

Service improvements using the
outdoor areas of roadside stations :
A case study in the Chugoku region

M. Kumano
N. Meyama

・
・

T. Kameno
Y. Sakai

Proceedings of the 9th
Conference of Asian City
Planning 2010，The Asian City
Planning Group, The City
Planning Institute Of Japan，
pp92-97，Dec.2010

電線類地中化の効果と市民の意識構造 有田 大貴 ・ 亀野 辰三 第16回高専シンポジウム講演要
旨集（2011.1）

都市公園の有料化に関する市民意識につ
いてー大分市を事例としてー

幸野 圭祐 ・ 亀野 辰三 第16回高専シンポジウム講演要
旨集（2011.1）

コンパクトシティにおける自転車利用推
進施策の現状とその位置づけに関する基
礎的研究

竹中 裕基 ・ 亀野 辰三 平成22年度土木学会西部支部講
演概要集（2011.3）

グローバル人材育成のための専門学科間
国際交流の試み

亀野 辰三
東野 誠

・ 田中 孝典 論文集「高専教育」34，pp447-
450（2011.3）

教育GP「地域水環境を活用した実践的環
境技術者教育」の取組み

高見 徹
亀野辰三

・ 東野 誠 論文集「高専教育」34，pp.257-
262（2011.3）



論 文 等 題 目 掲載誌名等（年.月）著 者

道路美化活動における企業従業員の意識
とサインボードの設置効果

亀野 辰三 ・ 田中孝典 日本都市学会年報 VOL.44
2010,pp.85-90（2011.5）

自転車利用施策とコンパクトシティの関
係性に関する基礎的研究

亀野 辰三 ・ 竹中 裕基 第3回土木学会全国高専学術講演
会概要集（2011.8）

Change in surface states of
ultrafine grained copper due to
cyclic stresses

M. Goto
K. Kamil
S. Z. Han
K. Euh

･
･
･

T. Yakushiji
N. Kawagoishi

K. Euh

WTT Transactions on
Engineering Sciences,
Vol.71.(2011), pp. 135-146.

超微細粒銅のき裂進展挙動に及ぼす応力
レベルの影響

横尾 勇治
後藤 真宏
薬師寺輝敏

･
･
･

立川 裕出
KUSNO KAMTL
皮能石紀雄

日本機械学会九州支部大分地方
講演会講演概要集
No.118-3(2011-9),p85-86

レプリカ法による表面観察で明らかにさ
れた事

薬師寺輝敏 M＆M2011材料力学カンファレン
ス講演会講演論文
CD-ROM，(2011-7)

Ti合金の表面ナノ結晶粒創製と疲労特性 渡部 杏伍 ･ 薬師寺輝敏 日本機械学会九州支部大分地方
講演会講演概要集 No.118-3講演会講演概要集 No.118-3
(2011-9),pp.85-86

微小孔を有する超微細流銅平滑材の微小
き裂進展挙動

横尾 勇治
薬師寺輝敏

･ 後藤 真宏
韓承 博

日本機会学会中国四国支部講演
論文集 No.105-2(2010-10),
pp.1-2


