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Yuta Abumi, Toru Ikeda and
Masaaki Koganemaru

Estimating the stress intensity
factors of an interfacial corner
between dissimilar materials
equivalent to an interfacial crack

COMPSAFE2020 2020 12 4 1

高橋雄太，長尾元気，池田
徹，小金丸正明，加々良剛
志，畑尾卓也

パワーデバイス中の封止樹脂-金属基
板界面における低サイクル疲労き裂進
展挙動

27th Symposium on
"Microjoining and
Assembly Technology in
Electronics" (Mate 2021)

2021 2 4

高橋 雄太，池田 徹，小金丸
正明，長尾 元気, 加々良　剛
志，畑尾 卓也

パワーデバイス内部の封止樹脂-金属
基板接合部における疲労き裂進展挙動
の解明

CMD2020計力スクウェア研
究報告集

2020 12 4

弓場　敦司，松尾　朋郎，池
部　旭，池田　徹，小金丸
正明，苅谷　健人，眞砂　紀
之,　浮田　昌也

パワーデバイス用高温鉛はんだにおけ
る接合プロセスと強度の関係

第30回マイクロエレクトロ
ニクスシンポジウム
(MES2020)

2020 9 4

弓場敦司，苅谷健人，池田
徹，小金丸正明，眞砂紀之，
浮田昌也

パワーデバイス用高温鉛はんだの微視
的構造と強度の関係

27th Symposium on
"Microjoining and
Assembly Technology in
Electronics" (Mate 2021)

2021 2 4

池田　徹，長尾　元気，小金
丸　正明，加々良　剛志，畑
尾　卓也

パワーモジュールにおける封止樹脂と
基板の熱疲労と機械的疲労によるはく
離進展挙動

日本機械学会年次大会 2020 9 1

イブラヒム　オマール，池田
徹，小金丸　正明

完全な三次元接合角部における応力拡
大係数の検討

CMD2020計力スクウェア研
究報告集

2020 12 5

池田　徹 接着継ぎ手における接着剤層厚さが継
ぎ手の強度に与える影響について

日本接着学会西部支部設立
記念講演会

2020 10 22 1

北方 裕梨子，池田 徹，小金
丸 正明

接着継ぎ手における接着剤層厚さと見
かけの接着継ぎ手強度の関係

CMD2020計力スクウェア研
究報告集

2020 12 5

鐙 優太，池田 徹,小金丸 正
明

分子静力学法および結合力モデルを用
いた異方性異種材界面角部のき裂等価
応力拡大係数の推定

CMD2020計力スクウェア研
究報告集

2020 12 5

佐藤紘一, 平原雅史, Qiu Xu,
薮内敦, 木野村淳

金属材料における水素を捕獲した照射
欠陥の陽電子寿命値変化

京都大学複合原子力科研究
所専門会「陽電子科学とそ
の理工への応用」

2020 12 1

塩塚航生，塩田智基，小金丸
正明，松本聡，池田徹，宮崎
則幸

SOI-MOSデバイスにおける機械的応力
効果の実験的評価

MES2020 2020 9 4

坂口智紀，宍戸信之，小金丸
正明，池田徹，葉山裕，萩原
世也，宮崎則幸

パワーモジュール用アルミワイヤボン
ド部の4点曲げ試験のシミュレーショ
ン

CMD2020計力スクウェア研
究報告集

2020 12 5

北嶋柾，宍戸信之，川崎稜
登，小金丸正明，池田徹，葉
山裕，宮崎則幸

死荷重試験によるパワーモジュール用
Alワイヤのクリープ特性評価

Mate2021 2021 2 4

日髙功二，小金丸正明，関根
智仁，宍戸信之，神谷庄司，
三成剛生，池田徹，時任静士

薄膜有機トランジスタ用ゲート絶縁層
の機械的負荷下での絶縁性能評価

MES2020 2020 9 4

田中裕大，小金丸正明，神谷
庄司，宍戸信之，関根智仁，
三成剛生，池田徹，時任静士

有機エレクトロニクス用印刷Ag配線の
合掌曲げ疲労評価

Mate2021 2021 2 4

中島太聖，中城朋也，小金丸
正明，関根智仁，宍戸信之，
神谷庄司，三成剛生，池田
徹，時任静士

有機薄膜トランジスタの曲げおよび面
外圧縮負荷による電気特性変動

Mate2021 2021 2 4

村上 悠，石原田 秀一，福原
稔，中尾 光博

環状吹出し管を備えた吸込みノズルの
空気輸送特性に関する研究（吸込ノズ
ル深さの影響）

日本機械学会九州支部第74
期総会・講演会

2021 3 5
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村上 悠，石原田 秀一，福原
稔，中尾 光博

環状吹出し管を備えた吸込みノズルの
空気輸送特性に関する研究（吹出し管
挿入長さの影響）

日本機械学会九州支部第74
期総会・講演会

2021 3 5

鶴原 大聖，福原 稔，中尾 光
博

入力エネルギーの異なる複合旋回噴流
の捕集流量に関する研究

日本機械学会九州支部第74
期総会・講演会

2021 3 5

中村 悠，福原 稔，中尾 光博 排砂促進板を備えた流路内の促進板下
端周りの洗掘挙動の可視化

第48回可視化情報シンポジ
ウム

2020 9 4

中村 悠，福原 稔，中尾 光博 排砂促進板を備えた流路内の促進板下
端周りの洗掘挙動の可視化（促進板設
置深さの影響）

日本機械学会九州支部第74
期総会・講演会

2021 3 4

中村 悠，福原 稔，中尾 光博 排砂促進板を用いた水力輸送特性に関
する実験的研究（促進板挿入速度の影
響）

日本機械学会九州支部第74
期総会・講演会

2021 3 5

河野泰成，本健秀，武田昇
大，片野田洋，髙口裕芝

ラジアルホール型燃料を用いた定格推
力50kgf級小型ハイブリッドロケット
エンジンの研究開発

日本機械学会2020年度年次
大会

2020 9 5

村岡慶一郎，是永優，入江将
崇，片野田洋

小型ハイブリッドロケットの姿勢推定
と三次元グラフィックスによる姿勢の
表現

日本機械学会2020年度年次
大会

2020 9 5

片野田洋，河瀬颯真，奥鉱
輔，前田公明

表面温度に基づくコールドスプレーノ
ズル内流れの診断法の改善

日本溶射学会第112回
（2020年度秋季）全国講演
大会

2020 10 2

片野田洋 融点の異なる高分子材料を組み合わせ
たハイブリッドロケット燃料

ケミカルエンジニヤリング 2020 6 6

谷口 智洋，山下 覚史, 山口
竜，洪 定杓，浅古 豊

マイクロチャンネルガス流の温度低下
を考慮したマッハ数整理式

日本機械学会九州支部第74
期総会・講演会講演

2021 3 5

田之脇 裕介，柏木 亮，洪 定
杓，浅古 豊

温度回復係数を用いたマイクロチュー
ブを流れるガスの流動特性予測

日本機械学会九州支部第74
期総会・講演会講演

2021 3 4

清 智貴，キム ミンソン，洪
定杓，浅古 豊

断熱壁面温度からマイクロチャンネル
ガス流の局所摩擦係数の算出法

日本機械学会九州支部第74
期総会・講演会講演

2021 3 5

井手 雄仁, 余 永, 稲田 絵
美, 齊藤 一誠, 谷口 康太郎,
高橋 淳二

口輪筋の口唇閉鎖能力の評価・訓練方
法及び装置の研究

第２１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

2020 12 6

佐々木 優成, 余 永, 谷口 康
太郎, 下堂薗 恵, 川平 和美,
高橋 淳二

促通反復機能付き片麻痺肘機能回復訓
練装置の研究

第２１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

2020 12 5

上谷俊平，山口駿哉，東優
太，郭永明

リング圧縮試験によるディンプル処理
金型の潤滑機構の検討

第71回塑性加工連合講演会 2020 11 2

上谷俊平 押出し加工による平滑加工 第85回　塑性加工技術
フォーラム「押出し加工技
術の最前線」

2021 2 5 1

村木 達哉, 近藤 孝広, 森 博
輝, 松崎 健一郎, 宗和 伸行

固有振動数成分除去法による旋回ク
レーンの制振

日本機械学会D&D2020 2020 9 7

尾崎 純也, 劉 孝宏, 中江 貴
志, 松崎 健一郎

自動車用ATで発生するねじり振動を抑
制するスライダクランク機構の遠心振
子式動吸振器に関する基礎的研究

日本機械学会D&D2020 2020 9 10

黒木 圭太, 松崎 健一郎, 近
藤 孝広, 石川 諭

集中系モデルを用いたパラメトリック
スピーカの波動解析（変調波の解析）

日本機械学会D&D2020 2020 9 10

黒田 敦久, 松崎 健一郎 上半身の運動を考慮した矢状面内動的
二足歩行の数値解析（モデルパラメー
タと制御パラメータの歩行への影響）

日本機械学会D&D2020 2020 9 7

福永 樹, 松崎 健一郎, 劉 孝
宏, 中江 貴志, 塚本 恵三,
平田 直之

調和バランス法を用いたエンドミル加
工の振動解析（等ピッチエンドミルの
場合）

日本機械学会D&D2020 2020 9 8

吉野陽, 熊澤典良, 土岩寛侑,
奈良大作, 上谷俊平, 近藤英
二

AI を用いた食堂における新型コロナ
ウイルス感染症対策の取り組み

2020 PC Conferece 2020 8 2
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森 瑛司, 高橋 淳二, 余 永 意味特徴の利用による画像検索に基づ
く位置推定手法の精度向上

第２１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

2020 12 4

平山 遼, 高橋 淳二, 余 永 異種データ間類似度計算に基づく汎用
型全天球画像データベースの構築

第２１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

2020 12 4

Yuki Nishimura Stability analysis for a singular
optimal controlled system with an
additive noise

SICE Annual Conference
2020

2020 9 2 1

西村 悠樹 ラフシステム制御理論―確率システム
を内包するより一般的な制御システム
表現

計測自動制御学会 第8回制
御部門マルチシンポジウム
（MSCS2021）

2021 3 0

山本 和弘, 西村 悠樹 確率制御システムにおける軌道概回復
制御

第64回システム制御情報学
会研究発表講演会

2020 5 4

山本 和弘, 西村 悠樹 確率線形2次モデルにおける軌道概回
復制御

自動制御連合講演会講演論
文集

2020 11 4

西山 知希, 西村 悠樹 収束速度設計に基づく超音波モータの
高精度位置決め制御

自動制御連合講演会講演論
文集

2020 11 4

則松佑太朗,田淵大介，近藤英
二

FW成形における製造条件が残留応力に
及ぼす影響

2020年度精密工学会九州支
部学生Web講演会

2020 12 2

田代篤穏，近藤英二,田淵大介 旋盤加工における工具摩耗のモニタリ
ング

2020年度精密工学会九州支
部学生Web講演会

2020 12 2

劉一伯，近藤英二,田淵大介 熱電対付二層構造切削工具による切削
温度の測定

2020年度精密工学会九州支
部学生Web講演会

2020 12 2
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電気電子工学プログラム

Norio TERADA Determination of Depth-Directional
Profiles of Electronic Structure
of CIS-based Cells

The 30th International
Photovoltaic Science and
Engineering Conference
(PVSEC-30)

2020 11 2 1 1

CHEN GUANZHONG, 高木佑誠,
平山和拓, 鰺坂偲文, 寺田教
男

CIS系電池構造におけるCIS裏面の露出
手法の検討

2020年 応用物理学会九州
支部春季学術講演会

2020 11 1

松延達生, 石松晃太, 大久保
勝博, 藤本幸樹, 寺田教男

ZnMgO:GaのPLD成膜 2020年 応用物理学会九州
支部春季学術講演会

2020 11 1

青野祐美 アモルファス炭素薄膜の光誘起変形に
及ぼす窒素添加効果

第81回応用物理学会秋季学
術講演会

2020 9 1

斎木琢夫, 犬童代梧, 有薗実
駿, 奥田哲治, 勝藤拓郎

光学測定から見たAl1-x Ti2+x O5の相転移 日本物理学会2020年秋季大
会

2020 9 1

有薗実駿, 髙須和也, 石﨑大
悟, 犬童代悟, 奥田哲治

イルメナイト型酸化物Mg1-x Ti1+x O3の絶

縁体・金属転移

第126回 日本物理学会 九
州支部例会

2020 11 1

犬童代梧, 有薗実駿, 松木大
成, 松瀬諒太, 奥田哲治

擬ブルッカイト型酸化物Mg1-x Ti2+x O5の

単結晶育成と物性評価

第126回 日本物理学会 九
州支部例会

2020 11 1

奥田哲治 擬ブルッカイト型Ti酸化物の単結晶育
成と熱電特性

早稲田大学材料技術研究所
共同利用共同研究拠点（環
境整合材料基盤技術共同研
究拠点）成果報告会

2021 3 1

斎木琢夫, 吉田大凌, 犬童代
梧, 有薗実駿, 奥田哲治, 勝
藤拓郎

Ti3O5における光誘起相転移：光照射の

面方位依存性

日本物理学会第76回年次大
会

2021 3 1

渡辺慧, 中谷俊介, 芝田悟朗,
有薗実駿, 犬童代梧, 保井晃,
高木康多, 奥田哲治, 齋藤智
彦

硬X線光電子分光による擬ブルカイト
型チタン酸化物Al1-x Ti2+X O5 (x =0,
0.75, 1)の電子構造

日本物理学会第76回年次大
会

2021 3 1

有薗実駿, 髙須和也, 石﨑大
悟, 犬童代梧, 白崎巧, 桑原
英樹, 奥田哲治

MgTiO3-Ti2O3系の磁気・輸送特性 日本物理学会第76回年次大
会

2021 3 1

佐藤舜, 東玲央, 有働直輝,
野見山輝明, 堀江雄二, 小ヶ
口晃

NaドーピングによるCu2O電着膜の抵抗

率の改善

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

吉永賢, 野見山輝明, 堀江雄
二

FTO-SiO2 複合ナノファイバ不織布のフ

レキシブル導電基板への応用

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

中釜悠気, 西田士師, 小牧平
知, 庄崎まこと, 野見山輝明,
堀江雄二

ナノファイバ電極/固体電解質界面で
のイオン伝導特性

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

幸森雄三，野中雅文，野見山
輝明，堀江雄二，小ヶ口晃

積層型光蓄電池の開発 : 酸化チタン-
ポリアニリン蓄電層形成時のレーザ加
工強度による蓄電量の変化

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

畑鳥信吾，北山公貴，野見山
輝明，堀江雄二，小ヶ口晃

酸化チタン-ポリアニリン蓄電電極の
母材となる酸化チタン多孔体ペレット
の作製

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

庄崎まこと, 西田士師, 小牧
平知, 野見山輝明, 堀江雄二

WO3/ITOコアシース型ナノファイバを

用いた光蓄電池の全固体化の試み

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

日高新詞 , 板敷龍政, 野見山
輝明, 堀江雄二

エレクトロスプレーを用いた垂直配向
CNTの光蓄電池への応用

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

田口和樹, 隈元大登, 永渕佑
太郎, 野見山輝明, 堀江雄二

WO3多孔質挿入WO3/FTO同軸ナノファイ

バ膜の光充放電特性

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

東玲央, 佐藤瞬, 遠矢晃世,
野見山輝明, 堀江雄二, 小ヶ
口晃

パルス電流電着によるZnO薄膜の配向
制御

応用物理学会九州支部学術
講演会

2020 11 1

中釜悠気, 西田士師, 大迫光
佑, 野見山輝明, 堀江雄二

LiMn2O4ナノファイバ膜を用いた光蓄電

池の全固体化の試み

2021年 第68回応用物理学
会春季学術講演会

2021 3 1
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富崎怜, 平山斉, 川畑秋馬 ピックアップコイル法による短尺直線
状HTS線材の交流損失特性の高感度測
定

第99回低温工学・超電導学
会研究発表会, No.1P-p05

2020 7 1

林原風雅, 平山斉, 川畑秋馬 マルチフラックスバリア形半波整流自
励方式リニア同期モータの推力特性

モータドライブ/回転機/リ
ニアドライブ合同研究会,
No.MD-20-139/RM20-
132/LD20-82, pp.133-136

2020 9 4

林原風雅, 平山斉, 川畑秋馬 最大推力制御の評価のための半波整流
自励方式リニア同期モータの静推力測
定

2020年度（第73回）電気・
情報関係学会九州支部連合
大会, No.03-1A-04, p.25

2020 9 1

中村健, 平山斉, 川畑秋馬,
吉村幸雄, 千葉恭男, 増田淳

火山灰による太陽光スペクトル分布の
変化に関する検討

2020年度（第73回）電気・
情報関係学会九州支部連合
大会, No.05-1P-02, p.181

2020 9 1

船越湧, 平山斉, 川畑秋馬 パワーエレクトロニクス機器での使用
を想定した条件下でのHTSサンプルコ
イルの交流損失特性の測定

第100回低温工学・超電導
学会研究発表会, No.2P-
p01

2020 12 1

林原風雅, 平山斉, 川畑秋馬 マルチフラックスバリア形半波整流自
励方式リニア同期モータの基礎特性

リニアドライブ/交通・電
気鉄道合同研究会, No.LD-
21-001/TER-21-001, pp.1-
6

2021 1 6

三戸 利行, 小野寺 優太, 平
野 直樹, 高畑 一也, 柳 長
門, 岩本 晃史, 濱口 真司,
高田 卓, 馬場 智澄, 大辻
槙, 筑本 知子, 川越 明史,
川並 良造

大電流HTS導体（FAIR導体）のIc劣化
原因の解明と改善

2020年度春季低温工学・超
電導学会

2020 7 1

上野 邑真, 長元 尚大, 川越
明史, 尾花 哲浩, 高安 眞

高温超伝導テープ線を積層したモデル
導体の交流損失特性

2020年度春季低温工学・超
電導学会

2020 7 1

Yuma UENO, Naohiro
NAGAMOTO, Akifumi KAWAGOE,
Tetsuhiro OBANA, Makoto
TAKAYASU

The evaluation of the ac losses in
the large-scale conductors
consisting of stacked REBCO tapes

The 29th International
Toki Conference on
Plasma and Fusion
Research (ITC29)

2020 10 1 1

Akifumi Kawagoe, Shunsuke
Oishi, Ryota Kanemaru,
Masataka Iwakuma, Shun
Miura, Teruo Izumi,
Takahiro Umeno

Evaluation of The Torque on Rotors
with A Hollow Core in The
Superconducting Induction Motors
for Electric Aircrafts

Applied
Superconductivity
Conference 2020
(ASC2020)

2020 10 1 1

佐藤豪，園田修久，藤原明
弘，川越明史

高温超電導コイルの局所的な臨界電流
低下の検出

2020年度低温工学・超電導
学会　九州・西日本支部
若手セミナー・研究成果発
表会

2020 10 7

上野邑真, 長元尚大, 川越明
史, 尾花哲浩, 高安眞

REBCOテープ積層導体の交流損失特性
の評価

2020年度低温工学・超電導
学会　九州・西日本支部
若手セミナー・研究成果発
表会

2020 10 7

大石竣介，金丸凌大，川越明
史，三浦峻，岩熊成卓，和泉
輝郎，梅野高裕

HTS 誘導電動機用パイプ 形状回転子
の特性評価

2020年度低温工学・超電導
学会　九州・西日本支部
若手セミナー・研究成果発
表会

2020 10 8

松本隆寛, 山本吉朗, 篠原篤
志, 池田稔, 神尾知季

巻線形誘導発電機を用いた風力発電シ
ステムの系統電圧不平衡下における電
力脈動の解析と抑制

令和3年電気学会全国大会 2021 3 2
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濱崎隆佑, 山本吉朗, 篠原篤
志

スロット高調波を用いたかご形誘導電
動機速度センサレスベクトル制御にお
ける低速負荷運転時の速度推定精度向
上

電気学会研究会資料 (マグ
ネティックス モータドラ
イブ リニアドライブ合同
研究会 磁気支持・リニア
モータ,磁性材料,モータド
ライブ一般)，pp.53-58

2020 12 6

篠原篤志, 山本吉朗, 井上征
則, 森本茂雄, 真田雅之

直接トルク制御を用いたIPMSM駆動シ
ステムの高速運転のための指令値計算
法の比較

電気学会研究会資料 (マグ
ネティックス モータドラ
イブ リニアドライブ合同
研究会 磁気支持・リニア
モータ,磁性材料,モータド
ライブ一般)，pp.83-88

2020 12 6

濱山翔吾, 篠原篤志, 山本吉
朗

DTCを用いたPMSM駆動システムにおけ
る電機子抵抗誤差に起因する磁束推定
誤差補償法の実験による検証

電気学会研究会資料 (マグ
ネティックス モータドラ
イブ リニアドライブ合同
研究会 磁気支持・リニア
モータ,磁性材料,モータド
ライブ一般)，pp.95-100

2020 12 6

松本隆寛, 山本吉朗, 篠原篤
志, 池田稔, 神尾知季

系統電圧不平衡下における巻線形誘導
発電機方式風力発電システムの電力高
調波フィードバック制御を用いた電力
脈動抑制のシミュレーション

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

神尾知季, 山本吉朗, 篠原篤
志, 池田稔, 松本隆寛

系統電圧不平衡下における巻線形誘導
発電機方式風力発電システムの逆相電
流指令を用いた電力脈動抑制の実験

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

木元佑太朗, 山本吉朗, 篠原
篤志

低入力環境における自励式誘導発電機
を用いたバッテリ充電システムの実験

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

濱崎隆佑, 山本吉朗, 篠原篤
志

スロット高調波を用いたかご形誘導電
動機速度センサレスベクトル制御にお
ける正逆転運転時の速度推定精度向上

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

瀬口純平, 山本吉朗, 篠原篤
志

単相マトリックスコンバータを用いた
瞬時電圧変動補償装置の非線形負荷接
続時における負荷電圧ひずみ率低減

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

平尾光輝, 山本吉朗, 篠原篤
志, 重久瑛

3×4マトリックスコンバータ方式UPFC
平衡電圧出力時における部分スイッチ
ングを用いた補償電圧ひずみ率の低減

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

重久瑛, 山本吉朗, 篠原篤志,
平尾光輝

3×4マトリックスコンバータ方式UPFC
を用いた系統電圧不平衡の低減

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

原村恭平, 山本吉朗, 篠原篤
志

4レグインバータを用いた瞬時電圧低
下補償装置に適用する補償電圧制御法
の動作特性

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

平川大地, 山本吉朗, 篠原篤
志

高周波交番電圧重畳に基づいたPMモー
タ位置センサレス制御における位置推
定誤差補償のための電流範囲の拡大と
補正計算の改良

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

小池省吾, 篠原篤志, 山本吉
朗

直接トルク制御を用いたIPMSM駆動シ
ステムにおけるMTPA制御のためのトル
クを用いた局所探索法の検討

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

高丸陸, 篠原篤志, 山本吉朗 DTCを用いた位置センサレスPMSM駆動
システムの設計

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

濱山翔吾, 篠原篤志, 山本吉
朗

DTCを用いた PMSM 駆動システムにお
ける固定子抵抗誤差に起因する磁束推
定誤差の補償法

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2

松元俊樹, 山本吉朗, 篠原篤
志

バッテリと電気二重層キャパシタを直
列に接続した電源を持つPMモータ駆動
システムにおける電力分担法の比較

第72回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 2
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藤原周平, 甲斐祐一郎 四方向の磁気特性を用いた鉄心材料の
透磁率テンソルの測定法の検討

第32回「電磁力関連のダイ
ナミクス」シンポジウム
講演論文集

2020 5 6

甲斐祐一郎，野間口智之 誘導磁界を利用した環状鉄心のひずみ
取焼鈍法の検討

第32回「電磁力関連のダイ
ナミクス」シンポジウム
講演論文集

2020 5 6

甲斐祐一郎 直交ソレノイドコイルを用いた開磁路
型磁気特性測定装置の磁界強度測定精
度の検討

電気学会研究会資料 マグ
ネティックス・モータドラ
イブ・リニアドライブ合同
研究会

2020 12 6

甲斐祐一郎，榎園正人 高磁束密度励磁のための応力ベクトル
磁気特性評価システムの磁気回路構造
の検討

電気学会研究会資料 マグ
ネティックス・モータドラ
イブ・リニアドライブ合同
研究会

2020 12 6

砂原佳依，甲斐祐一郎，榎園
正人

三相誘導電動機モデル鉄心における磁
気特性分布可視化法の検討

電気学会研究会資料 マグ
ネティックス・モータドラ
イブ・リニアドライブ合同
研究会

2020 12 6

鮫島康之介，甲斐祐一郎 誘導磁界を用いたモータ鉄心材料のひ
ずみ取焼鈍効果の検討

第29回MAGDAコンファレン
スin大津，MAGDA2020, ～
電磁現象及び電磁力に関す
るコンファレンス～

2020 12 6

藤原周平，甲斐祐一郎 無方向性電磁鋼板における透磁率テン
ソルのモデル化に関する検討

第29回MAGDAコンファレン
スin大津，MAGDA2020, ～
電磁現象及び電磁力に関す
るコンファレンス～

2020 12 6

甲斐祐一郎，榎園正人 応力ベクトル磁気特性評価システムの
励磁器構造の改良

第29回MAGDAコンファレン
スin大津，MAGDA2020, ～
電磁現象及び電磁力に関す
るコンファレンス～

2020 12 6

田中和樹，八野知博 k-meansクラスタリングに基づく
Hammersteinシステムのガウシャンプ
ロセス同定

2020年度電気・情報関係学
会九州支部連合大会講演論
文集，p.95

2020 9 1

西山和宏，八野知博 正則化を導入したガウシャンプロセス
モデルによるオンライン同定

2020年度電気・情報関係学
会九州支部連合大会講演論
文集，p.96

2020 9 1

登友也，八野知博 FA調整型ガウシャンプロセスモデルを
用いた電力系統のモデル予測制御

2020年度電気・情報関係学
会九州支部連合大会講演論
文集，p.97

2020 9 1

堤創一朗，八野知博 時変特性を考慮したGPモデルとFAによ
る奄美群島の電力系統台風被害予測

第39回計測自動制御学会九
州支部学術講演会予稿集，
pp.144-145

2020 11 2

萩元庸助，八野知博 FA調整型ガウシャンプロセスモデルに
基づく電力需要予測

第39回計測自動制御学会九
州支部学術講演会予稿集，
pp.146-147

2020 11 2

平井健裕，八野知博 重み導入の共分散行列によるGPモデル
を用いた非線形システムのオンライン
同定

第39回計測自動制御学会九
州支部学術講演会予稿集，
pp.148-149

2020 11 2

宮島洋文, 重井徳貴, 宮島廣
美, 白鳥則郎

簡易秘密計算による安全なPSOの実現 第36回 ファジィ システム
シンポジウム

2020 9 6

平島景, 重井徳貴, 杉本知史,
石塚洋一, 宮島廣美

半教師あり学習を用いた航空写真から
のCNNによる土地利用分類

第36回 ファジィ システム
シンポジウム

2020 9 6

山口涼太, 小倉弘平, 重井徳
貴, 宮島廣美

入退室管理のための顔特徴と衣服特徴
による個人識別法と複数フレームを用
いた識別

第36回 ファジィ システム
シンポジウム

2020 9 4

内山拓哉, 重井徳貴, 杉本知
史, 石塚洋一

斜面モニタリングにおけるニューラル
ネットワークを用いた傾斜角度の推定

日本知能情報ファジィ学会
九州支部学術講演会

2020 11 5
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有村和也, 重井徳貴, 森田千
尋,  石塚洋一, 宮島廣美

複数のパッチ画像を用いたCNNによる
耐候性鋼材のさびの外観評価

日本知能情報ファジィ学会
九州支部学術講演会

2020 11 5

佐藤誠也, 重井徳貴 単語の条件付き確率を用いた文選択に
よる宿泊施設のレビュー文の分類

日本知能情報ファジィ学会
九州支部学術講演会

2020 11 5

宮島洋文, 重井徳貴, 宮島廣
美, 白鳥則郎

セキュアマルチパーティ計算による
エッジシステム上のBP学習法の提案

情報処理学会 マルチメ
ディア通信と分散処理研究
発表会

2020 12 7

十島明宏，永山務，福島誠
治，渡邉俊夫

音響イリュージョンのための音響メタ
マテリアルの設計

2021年第68回応用物理学会
春季学術講演会

2021 3 1

切通大智, 渡邉俊夫, 永山務,
福島誠治

同一材料を用いた位相・光軸角度が波
長無依存の1/4波長板

第73回電気・情報関係学会
九州支部連合大会, 09-1A-
03

2020 9 1

池田捷記, 渡邉俊夫, 永山務,
福島誠治

分布ラマン増幅を用いた光ファイバ伝
送の雑音特性

令和2年度電気学会九州支
部沖縄支所講演会, OKI-
2020-27

2020 12 3

徳永翔，福島誠治，奥村泰
志，菊池裕嗣，田澤英久

高分子安定化ブルー相液晶を用いた可
変波長フィルタ(G04-19p-VII-05)

レーザー学会学術講演会第
39回年次大会

2021 1 1

戸高慎吾，福島誠治，渡邉俊
夫，永山務

アバランシェ・フォトダイオードを用
いた周波数変換器の周波数特性(07-
2A--11)

第73回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 1

新海智士，福島誠治，渡邉俊
夫，永山務

電界吸収型光変調器集積レーザを用い
た周波数変換の提案(2)(07-2A--10)

第73回電気・情報関係学会
九州支部連合大会

2020 9 1

渡邉俊夫 光通信ネットワーク用光スイッチの設
計技術

レーザー学会学術講演会第
41回年次大会, G01-18p-
VII-03

2021 1 2 1

T. Nagayama How to Realize Invisible Cloak
with Metamaterial

IWAIT2021 2021 1 1 1

李潤源, 吉田賢史, 鈴木恭宜,
岡崎浩司, 西川健二郎

パルス変調信号を用いた WiCoPT シス
テム実現に向けての整流器動作の解析

電子情報通信学会技術研究
報告 MW研究会202004

2020 4 1

Tomoaki Harada, Ayako
Suzuki, Satoshi Yoshida,
and Kenjiro Nishikawa

Characteristics of 4x1 MISO
Magnetic Resonance Beamforming WPT
using Square and Pulse waves

2020 Asian Wireless
Power Transfer Workshop
(AWPT2020)  A-2

2020 12 1 1

Shintaro Miya,Taishi Nara,
Satoshi Yoshida, Kenjiro
Nishikawa, and Shigeo
Kawasaki

Experimental Evaluation of Short-
Range 4x4 MIMO Wireless
Communication and Power Transfer
System

2020 Asian Wireless
Power Transfer Workshop
(AWPT2020)  I-1

2020 12 1 1

Shintaro Miy, Taishi Nara,
Satoshi Yoshida, Kenjiro
Nishikawa, and Shigeo
Kawasaki

Multiport Measurement System Using
2-port VNA for MIMO WPT System

2020 Thailand-Japan
Microwave Student
Workshop 1-2

2020 12 1 1

清水駿斗，濱野皓志，西川健
二郎

ミリ波ドハティ増幅器実現に向けたオ
フセット解析

2021年電子情報通信学会総
合大会　C-2-19

2021 3 1

原田知明，鈴木絢子，吉田賢
史，西川健二郎

パルス波形制御４x１MISO磁気共鳴
ビームフォーミングWPTに向けた基礎
検討

2021年電子情報通信学会総
合大会　B-20-15

2021 3 1
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海洋土木工学プログラム

柿沼太郎 表面波・内部波共存場における孤立波
の数値解

科研費研究集会「非線形海
洋波の数理とその応用」

2021 3

柿沼太郎, 山口　翔 浅瀬を有する島嶼に入射する津波の数
値解析

第29回鹿大防災セミナー,
鹿児島大学地震火山地域防
災センター

2021 3

柿沼太郎 浅瀬が存在する島嶼に入射する津波の
3次元数値解析

第10回巨大津波災害に関す
る合同研究集会

2020 12

柿沼太郎 課題2: 一様勾配斜面上を崩落する物
体により生成される津波

第10回巨大津波災害に関す
る合同研究集会

2020 12

柿沼太郎 環境基盤をまもるための外力の把握－
津波・高潮を例として－

令和2年度九州本部青年技
術士交流委員会公開講演会

2020 12 1

Kakinuma, T., Iribe, T. A numerical simulation for
tsunamis due to a land slide

37th Int. Conf. on
Coastal Eng. (vICCE2020)

2020 10 1 1

笛田泰成, 伊藤真一, 酒匂一
成

RNNを用いた体積含水率の現地計測
データの予測に対する入両区データの
与え方に関する一考察

令和2年度土木学会西部支
部研究発表会

2021 3 2

束元大介, 酒匂一成, 伊藤真
一

SPH法を用いた斜面崩壊シミュレー
ションによる崩壊形状の妥当性に関す
る一考察

令和2年度土木学会西部支
部研究発表会

2021 3 2

伊藤真一, 酒匂一成, 中島亮
輔, 小川大輝

しらす地盤における現地計測と不飽和
浸透特性のデータ同化の課題

第55回地盤工学研究発表会 2020 7 2

水島隆志, 伊藤真一, 酒匂一
成, 小泉圭吾

データ同化により推定された浸透解析
モデルを用いた地下水の消失と土壌雨
量指数の関係に関する分析

令和2年度土木学会西部支
部研究発表会

2021 3 2

高田雄大, 中島亮輔, 石大地,
伊藤真一, 酒匂一成

加圧板法とデータ同化を組み合わせた
水分特性曲線推定手法の提案

令和2年度土木学会西部支
部研究発表会

2021 3 2

江崎奏音, 小川大輝, 酒匂一
成, 伊藤真一

団粒化促進剤添加土の透水性能の定量
的評価に関する検討

令和2年度土木学会西部支
部研究発表会

2021 3 2

河野優樹, 伊藤真一, 酒匂一
成

土柱法とデータ同化を組み合わせた不
飽和浸透特性推定方法の有効性の検証

第55回地盤工学研究発表会 2020 7 2

松尾風雅, 伊藤真一, 酒匂一
成, 荒木義則, 岩田直樹

桜島における地形的特徴と侵食傾向の
関係に関する分析

令和2年土木学会全国大会
第75回年次学術講演会

2020 9 2

田西健将, 軸屋雄太, 酒匂一
成, 伊藤真一

粒度の違いが土の蒸発効率に与える影
響に関する一考察

令和2年度土木学会西部支
部研究発表会

2021 3 2

中島亮輔, 酒匂一成, 伊藤真
一, 北村良介

間隙モデルの素体積高さDchaとシラス
を含む粒度分布特性値の関係に関する
一考察

第55回地盤工学研究発表会 2020 7 2

村上卓生, 石川達也, 酒匂一
成, 所哲也

降雨履歴が斜面表層の物性変化に及ぼ
す影響

第55回地盤工学研究発表会 2020 7 2

Yuta Jikuya, Kazunari Sako,
Shin-ichi Ito

A Consideration on Numerical Model
for the Relationship Between
Evaporation Efficiency and
Volumetric Water Content

Proc. of 1st
International Symposium
on Construction
Resources for
Environmentally
Sustainable Technologies

2021 3 1

Kako, S., S. Morita, and T.
Taneda

Estimation of plastic marine
debris volumes on beaches using
unmanned aerial vehicles and image
processing based on deep learning

Counter MEASURE for
plastic free rivers

2020 5 1 1

後藤 将斗,武若 耕司,山口 明
伸,審良 善和,小池 賢太郎,原
田 克己

国内製造されたメタカオリン含有人工
ポゾランを混和したコンクリートの耐
久性向上効果

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

審良 善和,山口 明伸,佐藤 勝
太,康 諭基泰,村井 規真

自己修復性を有するSi系コーティング
剤によるジンクリッチペイントの耐食
性向上効果

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

山口 明伸,審良 善和,佐藤 勝
太,康 諭基泰

 自己修復性を有するSi系コーティン
グ剤による溶融亜鉛めっき皮膜の耐食
性向上効果

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9
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海洋土木工学プログラム

赤塚 創太,武若 耕司,審良 善
和,山口 明伸,坂本 和也

エポキシ接着材およびアンカーによる
PCa壁高欄の固定性能の評価

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

加古真一郎・森田翔平・種田
哲也

ドローンとディープラーニングを用い
た海岸漂着プラスチックごみ定量化手
法の構築

JpGU-AGU Joint Meeting
2020

2020 7

矢野 智大,審良 善和,武若 耕
司,山口 明伸,小池 賢太郎,川
畑 雅樹,阿久根 航

 コンクリート中鉄筋のアノード分極
特性に関する実験的検討

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

川畑雅樹, 審良善和, 武若耕
司, 山口明伸, 小池賢太郎,
矢野智大, 阿久根航

RC構造物に適用される電気防食の管理
位置が防食効果におよぼす影響

土木学会第75回年次学術講
演会講演概要集

2020 9

小池賢太郎, 山口明伸, 林口
幸子, 山本誠, 工藤哲也, 武
若耕司, 高良誠弥, 茂庭柾彦,
白澤直

けい酸塩系無機ジンクリッチペイント
の各種環境下における防錆性および付
着性に関する検討

土木学会第75回年次学術講
演会講演概要集

2020 9

矢野智大, 審良善和, 武若耕
司, 山口明伸, 小池賢太郎,
川畑雅樹, 阿久根航

コンクリート中鉄筋のアノード分極特
性に関する実験的検討

土木学会第75回年次学術講
演会講演概要集

2020 9

後藤将斗, 武若耕司, 山口明
伸, 審良善和, 小池賢太郎,
原田克己

国内製造されたメタカオリン含有人工
ポゾランを混和したコンクリートの耐
久性向上効果

土木学会第75回年次学術講
演会講演概要集

2020 9

小池 賢太郎, 山口 明伸, 林
口 幸子, 山本 誠, 工藤 哲
也, 武若 耕司, 高良 誠弥,
茂庭 柾彦, 白澤 直

けい酸塩系無機ジンクリッチペイント
の各種環境下における防錆性および付
着性に関する検討

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

矢野 智大, 審良 善和, 武若
耕司, 山口 明伸, 小池 賢太
郎, 川畑 雅樹, 阿久根 航

コンクリート中鉄筋のアノード分極特
性に関する実験的検討

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

川畑 雅樹, 審良 善和, 武若
耕司, 山口 明伸, 小池 賢太
郎, 矢野 智大, 阿久根 航

RC構造物に適用される電気防食の管理
位置が防食効果におよぼす影響

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

審良 善和, 山口 明伸, 佐藤
勝太, 康 諭基泰, 村井 規真

自己修復性を有するSi系コーティング
剤によるジンクリッチペイントの耐食
性向上効果

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

山口 明伸, 審良 善和, 佐藤
勝太, 康 諭基泰

自己修復性を有するSi系コーティング
剤による溶融亜鉛めっき皮膜の耐食性
向上効果

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

赤塚 創太, 武若 耕司, 審良
善和,  山口 明伸, 坂本 和也

エポキシ接着材およびアンカーによる
PCa壁高欄の固定性能の評価

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

後藤 将人, 武若 耕司, 山口
明伸, 審良 善和, 小池 賢太
郎, 原田 克己

国内製造されたメタカオリン含有人工
ポゾランを混和したコンクリートの耐
久性向上効果

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

川畑 雅樹,審良 善和,武若 耕
司,山口 明伸,小池 賢太郎,矢
野 智大,阿久根 航

RC構造物に適用される電気防食の管理
位置が防食効果におよぼす影響

令和2年度　土木学会全国
大会

2020 9

加古真一郎・種田哲也・森田
翔平・西部留奈

ドローンとディープラーニングを用い
た海岸漂着プラスチックごみ定量化手
法の構築

令和２年度海洋プラスチッ
クごみ学術シンポジウム

2021 3 1

肥後拓馬，安達貴浩 ，小橋乃
子

ウキクサの大量繁茂がダム貯水池の水
環境に与える影響

土木学会西部支部研究発表
会

2021 3

東佳樹，安達貴浩 ，小橋乃子 有色溶存有機物（CDOM）に関する現地
調査

土木学会西部支部研究発表
会

2021 3

西村昌高，小橋乃子，安達貴
浩

アオコとウキクサの管理におけるデジ
タル画像の活用

土木学会西部支部研究発表
会

2021 3

赤塚創太, 武若耕司, 審良善
和, 山口明伸, 坂本 和也

エポキシ樹脂系接着材およびアンカー
により一体化させたPCa壁高欄の耐衝
撃性の評価

KABSEシンポジウム 2020 12
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海洋土木工学プログラム

山口明伸, 濵田秀則, 武若耕
司, 皆川浩, 上田隆雄

電気化学的防食工法指針改訂報告会 電気化学的防食工法指針改
訂報告会

2020 10

川畑雅樹, 審良善和, 武若耕
司, 山口明伸, 小池賢太郎

RC構造物に適用される電気防食の管理
位置が防食効果に及ぼす影響について

KABSEシンポジウム 2020 12

後藤将斗, 武若耕司, 山口明
伸, 審良善和, 原田克己

メタカオリン含有人工ポゾラン混和材
によるコンクリートの品質改善効果に
ついて

KABSEシンポジウム 2020 12
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化学工学プログラム

甲斐敬美，尾鷹洸，本田佳久 二種の流動触媒を混合した流動層の流
動性改善

第26回流動化・粒子プロ
セッシングシンポジウム

2020 11 4

福元祐希，大角義浩，吉田昌
弘，武井孝行

自己修復を実現する複合材料の設計 化学工学会九州支部第25回
学生賞審査会

2020 8 1

服巻晃志,大角義浩,清山史朗,
塩盛弘一郎,幡手泰雄,武井孝
行,吉田昌弘

サッチ分解菌Bacillus pumilusを内包
するマイクロカプセルの保存安定性と
セルロースの分解能評価

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

福元祐希, 大角義浩, 清山史
朗, 塩盛弘一郎, 武井孝行,
吉田昌弘

修復材入りマイクロカプセルを導入し
た炭素繊維強化プラスチックの３点曲
げ試験による自己修復能力の評価

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

福元祐希, 大角義浩, 清山史
朗, 塩盛弘一郎, 武井孝行,
吉田昌弘

One-step調製法によるメラミン-ホル
ムアルデヒドマイクロカプセルの非イ
オン性界面活性剤と粒子径制御の相関

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

小野顕, 吉永拓真, 大角義浩,
武井孝行, 吉田昌弘

ロスマリン酸を含有した腸溶性カプセ
ルによるAβ42の凝集抑制効果

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

久留翼, 吉田昌弘, 武井孝行 液滴内の効率的撹拌を可能にする磁性
粒子の表面特性の調査

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

井元風斗，高尾良成，太田明
宏, 大角義浩，武井孝行，吉
田昌弘

V2O5-TeO2系無鉛ガラスへのハロゲン
化金属の添加が及ぼす低融性効果

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

武井孝行，富松莉央，吉田昌
弘

リキッドマーブル作製用疎水化ゼラチ
ン粉末の作製

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

森滿優斗，吉田昌弘，武井孝
行

アガロースへの疎水基の修飾が疎水性
物質との親和性に与える影響

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

柴田匠, 芦谷涼平, 大角義浩,
吉田昌弘, 武井孝行

生体毛細血管網を模倣した流通型リア
クターの開発

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

坂本洸大, 古川龍彦, 河原康
一, 山本雅達, 南謙太朗, 武
井孝行, 吉田昌弘

オートファジーを誘導するDEC2の細胞
死誘導因子BAXの発現制御の解析

化学工学会九州支部オンラ
イン学生発表会

2020 12 1

柴田匠, 芦谷涼平, 大角義浩,
吉田昌弘, 武井孝行

生体毛細血管網を模倣した流通型リア
クターの開発

化学工学会九州支部オンラ
イン学生発表会

2020 12 1

吉川公貴, 松根英樹, 清山史
朗, 武井孝行, 吉田昌弘, 塩
盛弘一郎

PC-88A内包PVA/アルギン酸架橋ゲルマ
イクロカプセルのLaとYbの抽出特性

化学工学会第86年会 2021 3 1

夏井雄吾，松根英樹，清山史
朗，武井孝行，吉田昌弘，塩
盛弘一郎

ポリジビニルベンゼン多孔質微粒子の
残存ビニル基の表面特性への影響

化学工学会第86年会 2021 3 1

山下竜之介，大角義浩，武井
孝行，吉田昌弘

可塑剤内包マイクロカプセルの調製に
おける非イオン性界面活性剤の添加が
及ぼす放出挙動

化学工学会第86年会 2021 3 1

溜水大和，松根英樹，清山史
朗，武井孝行，吉田昌弘，塩
盛弘一郎

ゲルマイクロカプセルへの水溶性成分
の高内包化と放出制御

第23回化学工学会学生発表
会

2021 3 1

五島崇, 辻侑真, 福園涼, 水
田敬, 二井晋

蓄気室内圧力の能動的制御によるファ
インバブル発生装置の開発

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

五島崇, 三国勇大, 山口公輔,
水田敬, 二井晋

ウルトラファインバブルの植物の成長
に与える影響に関する実験的検討

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

五島崇, 山口公輔, 水田敬,
二井晋

ウルトラファインバブルの動的挙動に
関する実験的検討

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

五島崇, 山口公輔, 水田敬,
二井晋

ウルトラファインバブルの安定化機構
に関する実験的検証

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

二井晋，二宮大樹，五島崇，
水田敬

超音波霧化時の液中キャビテーション
の音響化学発光による可視化と強度分
布の定量

化学工学会第51回秋季大会 2020 9 1

徳田珠季，関口和彦，二井晋 超音波霧化における生成ナノミストの
粒径分布データの精度評価

第29回ソノケミストリー討
論会

2020 9 2
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二宮大樹，五島崇，水田敬，
二井晋

液柱および超音波霧化を生じる条件で
のソノケミカル発光によるキャビテー
ションの定量

第29回ソノケミストリー討
論会

2020 9 2

上田裕喜，東雄大，青野祐
美，五島崇，水田敬，二井晋

MHz域超音波を用いる窒化グラフェン
調製

第29回ソノケミストリー討
論会

2020 9 2

赤星薫，平山幹朗，五島崇，
水田敬，二井晋

エマルションフロー塔における水相供
給条件がエマルション相の流動と物質
移動に及ぼす影響

第39回溶媒抽出討論会 2020 11 1

平山幹朗，長森弘晃，五島
崇，水田敬，二井晋

エマルションフロー塔内の流動特性 化学工学会第86年会 2021 3 1

水田敬，歳川真也，五島崇，
二井晋

積層型ベーパーチャンバーの熱的特性
に対する設置姿勢の影響

化学工学会第86年会 2021 3 1

アリャ ダルマ，鮫島宗一郎，
下之薗太郎，吉留俊史，山地
克彦

多孔質電気化学セルを用いた酸素添加
によるバイオガス改質

日本セラミックス協会第33
回秋季シンポジウム

2020 9 1

壱岐風羽馬, 三宅公弥, 足立
徹, 鮫島宗一郎, 下之薗太郎

Al-SiC複合体の作製と熱膨張率 日本セラミックス協会九州
支部秋季研究発表会

2020 11 1

鮫島宗一郎 バイオガス改質プロセスを利用した水
素の製造と二酸化炭素の分解

日本産業機械工業会環境ビ
ジネス委員会講演会

2020 11 8 1

堀 貴寧, 鮫島 宗一郎, 下之
薗 太郎

Mg-SiC複合体の作製と熱伝導率 日本セラミックス協会2021
年年会

2021 3 1
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山本瑞樹, 満塩勝, 吉留俊史 PTFEビーズ混合テフロンAF2400選択膜
被覆金蒸着ガラス棒SPRセンサーによ
るワインのエタノール濃度の測定にお
ける選択膜の乾燥方法の影響

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1

宮原晶宏, 吉留俊史, 満塩勝 ゴムシート貼付金蒸着角型ガラス棒
SPRセンサーを用いた温度補正に関す
る研究

日本分析化学会第69年会 2020 9 1

永光航大, 吉留俊史, 満塩勝 マレイミド-メタノール 2 成分気相系
の凝縮から析出までのプロセスと構造
について

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1

今村彰宏, 満塩勝, 吉留俊史,
山内貴行, 新堂正俊,
肥後盛秀, 山本憲吾

金蒸着ガラス棒SPRセンサーにおける
金表面の修飾と汚染防止性能の関係

日本分析化学会第69年会 2020 9 1

今村彰宏, 満塩勝, 吉留俊史 金蒸着ガラス棒SPRセンサーにおける
金表面の修飾と汚染防止性能の関係

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1 1

平田勇輝, 満塩勝, 吉留俊史 金蒸着角型ガラス棒SPRセンサーにお
けるシリコーンゴムシート貼付の効果

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1

奈須慎太朗, 吉留俊史,
久保臣悟, 満塩勝, 肥後盛秀

合金薄膜の表面プラズモン共鳴現象を
用いたセンサーの基礎研究

日本分析化学会第69年会 2020 9 1

奈須慎太朗, 満塩勝, 吉留俊
史

合金薄膜の表面プラズモン共鳴現象を
用いたセンサーの基礎研究

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1 1

渡辺玖瑠美, 吉留俊史, 満塩
勝

析出EuCl３結晶の真空中閉鎖環境下で
進行する不可逆的蛍光増大について

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1

川野碧士, 吉留俊史, 満塩勝 赤外ATR法と重力沈降現象を利用する
新規な粒径計測法の定量性及び粒子相
互干渉について

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1

吉留俊史, 鴛本純也,
橋山大成, 満塩勝

低圧環境下で進行する析出塩化ユウロ
ピウム結晶の不可逆的蛍光増大

日本分析化学会第69年会 2020 9 1

藤井祐太, 満塩勝, 吉留俊史 波長共鳴型SPRセンサーを用いたPTFE
ビーズ混合テフロンAF2400選択膜によ
る潤滑油基油の加水分解に関する研究

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1

境將太, 吉留俊史, 満塩勝 溶液薄膜から生成するマレイミド結晶
膜のミクロレベルでの空間的および時
間的挙動について

南日本分析化学フォーラム 2020 9 1

三輪龍馬, 橋口周平, 橋本雅
仁

Bacteroides fragilis莢膜多糖の研究 日本生化学会大会プログラ
ム・講演要旨集

2020 9 1

橋本雅仁 酢酸菌の自然免疫活性化物質 自然免疫制御技術研究組合
第9回シンポジウム

2021 3 1 1

Y.Kaneko and T.Kozuma Preparation and application of
ionic POSS-linking polymer

The 4th International
Symposium on
Silesquioxanes-based
Functional Materials
(SFM 20)

2020 11 1 1 1

金子芳郎, 上妻智也 アンモニウム基およびカルボキシル基
含有POSS連結型ポリアミドによる防曇
膜の創製

日本セラミックス協会第33
回秋季シンポジウム

2020 9 1

金子芳郎 イオン性シルセスキオキサン　～合
成、構造制御および機能材料への応用
～

高分子学会東北支部講演会 2021 2 1 1

大城章瑚, 金子芳郎 カテコール成分を含むシロキサンポリ
マーの創製および金属に対する接着特
性

第69回高分子討論会 2020 9 1

大城章瑚, 金子芳郎 カテコール成分含有シロキサンポリ
マー接着剤の創製

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

上田暖, 金子芳郎 キラルなビナフチル基含有ポリシロキ
サンと色素分子とのハイブリッド化

第39回無機高分子研究討論
会

2020 11 1

上田暖, 金子芳郎 キラル基含有ポリシロキサンによる色
素分子の可溶化およびキラリティー誘
起

2020年日本化学会九州支部
秋期研究発表会

2020 11 1
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大城章瑚, 金子芳郎 シロキサンポリマーへのカテコール成
分の導入および金属に対する接着特性
評価

2020年日本化学会九州支部
秋期研究発表会

2020 11 1

野林三早希, 金子芳郎 テンプレート重合によるラダー状ポリ
シロキサンの創製および物性評価

第39回無機高分子研究討論
会

2020 11 1

野林三早希, 金子芳郎 テンプレート重合による二本鎖ポリシ
ロキサンの創製

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

上田暖, 中原泰志, 佐藤久子,
金子芳郎

ビナフチル基含有シロキサンポリマー
の創製および色素とのハイブリッド化

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

相田勝郁, 金子芳郎 異なる高分子鎖からなるラダー状ポリ
マーの創製

2020年日本化学会九州支部
秋期研究発表会

2020 11 1

相田勝郁, 金子芳郎 可溶性ラダー状有機-無機ハイブリッ
ドポリマーの創製と性質

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

相田勝郁, 金子芳郎 繰り返し単位の長さの異なる主鎖から
なるラダー状有機-無機ハイブリッド
ポリマーの創製

第39回無機高分子研究討論
会

2020 11 1

大城章瑚, 金子芳郎 多価フェノール成分含有シロキサンポ
リマーの合成および金属に対する接着
特性

第39回無機高分子研究討論
会

2020 11 1

長谷川廉, 金子芳郎 第四級アンモニウム-NTf2塩を含む
様々な構造のシルセスキオキサンの熱
特性評価

2020年日本化学会九州支部
秋期研究発表会

2020 11 1

長谷川廉, 金子芳郎 第四級アンモニウム塩を側鎖に有する
かご型およびランダム型オリゴシルセ
スキオキサンの創製と特性

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

長谷川廉, 金子芳郎 第四級アンモニウム塩を側鎖に有する
大型 POSS の創製と性質

第39回無機高分子研究討論
会

2020 11 1

隅田泰生 「偽陰性」の発生を低減する唾液の
PCR検査技術

 「ウイルス検査」セミ
ナー

2021 3 1

池田康朗, 藤田直樹,
若尾雅広, 隅田泰生

IdoA3Sを含むデルマタン硫酸二糖構造
に関する合成研究

日本化学会第101春季年会 2021 3 1

幸勝治, 新地浩之, 若尾雅広,
隅田泰生

TLR7リガンド・糖鎖共固定化ナノ粒子
の免疫増強活性のメカニズム解析

第39回 日本糖質学会年会 2020 11 1

隅田泰生 ウイルス感染症のオンサイトPCR検査
を目指して

大阪商工会議所医療・介護
分野への新規参入セミナー
「医療・健康・介護分野に
おける課題解決」

2020 4 1

長友琴愛, 中本憲孝, 若尾雅
広, 隅田泰生

グルクロン酸含有ヘパラン硫酸部分四
糖構造に関する合成研究

第39回日本糖質学会年会 2020 11 1 1

藤田直樹, 神田凌平,
池田康朗, 若尾雅広,
隅田泰生

コンドロイチン硫酸二糖ビルディング
ブロックの高効率合成に関する研究

日本化学会第101春季年会 2021 3 1

飯干寛太, 若尾雅広, 隅田泰
生

ムチン型糖鎖コア6構造に関する合成
研究

第39回日本糖質学会年会 2020 11 1 1

中原健成, 新地浩之, 若尾雅
広, 隅田泰生

ワクチンアジュバントとしてのTLR7リ
ガンド・糖鎖固定化金ナノ粒子

令和２年度日本生化学会九
州支部例会

2020 5 1

立尾清悟, 伊藤美咲,
新地浩之, 若尾雅広,
隅田泰生

成人T細胞白血病に対する光線力学療
法の開発

令和２年度日本生化学会九
州支部例会

2020 5 1

真辺賢了, 新地浩之,
若尾雅広, 隅田泰生

低環境負荷性糖鎖固定化蛍光性カーボ
ンナノ粒子の開発

令和２年度日本生化学会九
州支部例会

2020 5 1

中原健成, 新地浩之,
若尾雅広, 隅田泰生

低分子TLR7リガンドと糖鎖を共固定化
した金ナノ粒子のワクチンアジュバン
トへの応用

令和２年度日本生化学会九
州支部例会

2020 5 1

隅田泰生, 馬場昌範,
田島靖久, 東元一晃,
坪内博仁, 西順一郎,
帖佐俊行, 加治屋崇

糖鎖ナノバイオテクノロジーとPCRに
よる高感度ウイルス検査診断法の開発

第93回 日本生化学会大会 2020 9 1



【資料】概要のページ数　※1ページに満たない数行のアブストラクトも1とする。

【国際】1:国際会議等　無:その他　【依頼】1:依頼あり

学会発表

発　表　者 題　　　　　目 雑誌名または講演会名
発表
年

発
表
月

資
料

国
際

依
頼

化学生命工学プログラム

隅田泰生 糖鎖ナノバイオテクノロジーによる高
感度・正確なウイルス検査診断法

熊本大学HIGOプログラム企
業セミナー

2020 10 1

隅田泰生 糖鎖に基づくバイオナノテクノロジー 日本薬剤学会年会講演要旨
集

2020 5 1 1

幸勝治, 新地浩之, 山内隆好,
諸石寿朗, 若尾雅広,
隅田泰生

糖鎖固定化金ナノ粒子をキャリア分子
としたTLR7リガンドの免疫増強活性評
価

第93回 日本生化学会大会 2020 9 1

染川賢一, 上田岳彦,
吉留俊史, 石川岳志, 錦織寿,
岡村浩昭

塩基触媒による不斉Diels-Alder(DA)
反応のMO法シミュレーションによる定
量的解析と展開

日本コンピュータ化学会
2020年秋季年会

2020 11 2

浦田秀造, O.I.Omotuyi,
石川岳志, 水田賢志,
櫻井康晃, 水谷龍明,
植田弘師, 田中義正,
安田二朗

エボラウイルスVP40による粒子産生を
標的とした新規化合物の同定

日本薬学会年会要旨集 2020 3 1

石川岳志 生命科学を指向した量子化学計算プロ
グラム「PAICS」の開発と応用

日本コンピュータ化学会
2020年秋季年会

2020 11 1 1

見市文香, 石川岳志,
V.K.Tam, S.Deloer, 濱野真二
郎, 吉田裕樹

赤痢アメーバ“硫酸活性化“第2酵素
を標的とする阻害剤の探索

日本寄生虫学会大会プログ
ラム・抄録集

2020 5 1

満塩勝 金属表面の化学とSPRセンサー 日本分析化学会第69年会 2020 9 1

L.H.Lee, 山元和哉, 門川淳一 6-デオキシアミロースオリゴマーの酵
素合成

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

L.H.Lee, K.Yamamoto and
J.Kadokawa

Glucan Phosphorylase-Catalyzed
Enzymatic Synthesis of 6-
Deoxyamylose Oligomers

第69回高分子討論会 2020 9 1

J.Kadokawa Preparation of cellulose-based
soft materials using ionic liquids

ACS Meeting 2020 8 1 1

坂井一陽, 山元和哉, 門川淳
一

アミロースポリマー包接錯体のアシル
化によるソフトマテリアル創製

第29回ポリマー材料フォー
ラム

2020 11 1

佐々木英輔, 山元和哉,
門川淳一

イオン液体／DMSO溶液中でのセルロー
スのエーテル化反応

2020繊維学会秋季研究発表
会

2020 11 1

小堀佳穂, 山元和哉, 門川淳
一

イオン液体中でのアシル化による混合
キチンエステルの合成

第69回高分子討論会 2020 9 1

小堀佳穂, 平山大幹,
山元和哉, 門川淳一

イオン液体中での混合キチンエステル
の合成

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

門川淳一, 井手之上悟志,
山元和哉

キチン／深共晶溶媒溶液からの再生に
よるナノキチンの構築

第34回 日本キチン・キト
サン学会大会

2020 8 2

北囿誠也, 山元和哉, 門川淳
一

キチンナノファイバーへのポリ (2-オ
キサゾリン )類のグラフト化による
ゲル形成

2020繊維学会秋季研究発表
会

2020 11 1

山元和哉, 渡辺隆太, 門川淳
一

キチンナノファイバーを用いた還元ア
ミノ化によるヒドロゲルの創製

2020年繊維学会年次大会 2020 6 1

門川淳一 グルカンホスホリラーゼ酵素触媒重合
によるアミロースアナログ多糖の合成

第69回高分子討論会 2020 9 1 1

渡辺隆太, 山元和哉, 門川淳
一

スケールダウンキチンナノファイバー
への還元アミノ化によるキチンゲルの
構築

第69回高分子討論会 2020 9 1

渡辺隆太, 山元和哉, 門川淳
一

スケールダウンキチンナノファイバー
への還元アミノ化によるヒドロゲル創
製

日本化学会 第101春季年会 2021 3 1

山元和哉, 渡辺隆太, 門川淳
一

スケールダウンキチンナノファイバー
を用いた還元アミノ化によるヒドロゲ
ルの創製

第34回 日本キチン・キト
サン学会大会

2020 8 1

橋口拓弥, 山元和哉, 門川淳
一

スケールダウンキチンファイバーの構
築とイオン架橋による複合材料創製

第69回高分子討論会 2020 9 1
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橋口拓弥, 野口誠一郎,
山元和哉, 門川淳一

バンドル状キチンファイバーの解繊に
よるナノキチンの構築

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

北囿誠也, 山元和哉, 門川淳
一

ポリ (2-オキサゾリン )グラフト化キ
チンナノファイバーからのゲル形成

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

北囿誠也, 山元和哉, 門川淳
一

ポリ (2-オキサゾリン )類のグラフト
化によるキチンナノファイバーゲルの
形成

第69回高分子討論会 2020 9 1

宇都卓也, 中村祥汰,
山元和哉, 門川淳一

酵素合成2-デオキシアミロースの高次
構造解析と自己組織化挙動

2020年繊維学会年次大会 2020 6 1

和田悠希, 山元和哉, 門川淳
一

酵素合成アミロースとPRHBオリゴマー
からの包接錯体形成

2020繊維学会秋季研究発表
会

2020 11 1

門川淳一 酵素触媒重合を基盤とする多糖の精密
合成

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1 1

橋口拓弥, 山元和哉, 門川淳
一

自己組織化キチンナノファイバーのス
ケールダウンによるソフトマテリアル
創製

日本化学会 第101春季年会 2021 3 1

渡辺隆太, 山元和哉, 門川淳
一

自己組織化キチンナノファイバーへの
還元アミノ化によるキチンゲルの構築

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

佐々木英輔, 山元和哉,
門川淳一

低分子量化キチンエステルからのフィ
ルム創製

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

和田悠希, 山元和哉, 門川淳
一

並列酵素触媒重合によるアミロース-
PRHB 包接錯体の創製

第69回高分子学会年次大会 2020 5 1

Y.Shinfuku, H.Takanashi,
T.Nakajima and M.Akiba

An Exploration of the Causative
Substance of Fishy Smell in Raw
Water for Taps by Combining High
Resolution Mass Spectrometry and
Multivariate Analysis

The 23rd Symposium of
Japan Society on Water
Environment Online

2020 9 1

Q.Shen, K.Shimizu, H.Miao,
S.Tsukino, M.Utsumi, Z.Lei,
Z.Zhang, O.Nishimura,
Y.Asada, N.Fujimoto,
H.Takanashi and M.Akiba

Effect of TN/TP Ratio on Growth
and Geosmin Productive Activity in
Cyanobacteria

The 4th International
Conference on Recent
Advancements in
Sustainable Management
of Livestock Waste and
Rural Environment
(Livestock Waste 2020)

2021 3 1 1

新福優太, 高梨啓和,
中島常憲, 秋葉道宏

LC-HRMS, GC-O, GC-HRMS, 多変量解析
の組み合わせによる水道水生ぐさ臭原
因物質の探索

第68回質量分析総合討論会 2020 5 1

H.Miao, Q.Shen, S.Ichise,
M.Shimada, N.Fujimoto,
Y.Asada, H.Takanashi,
M.Akiba, Z.Lei, Z.Zhang and
K.Shimizu

Monitoring of Geosmin-producing
Cyanobacteria by Whole-cell PCR

The 4th International
Conference on Recent
Advancements in
Sustainable Management
of Livestock Waste and
Rural Environment
(Livestock Waste 2020)

2021 3 1 1

J.Zhang, Q.Shen, S.Ichise,
M.Shimada, N.Fujimoto,
Y.Asada, H.Takanashi,
M.Akiba, Z.Lei, Z.Zhang and
K.Shimizu

Rapid Detection for 2-MIB-
producing Cyanobacteria

The 4th International
Conference on Recent
Advancements in
Sustainable Management
of Livestock Waste and
Rural Environment
(Livestock Waste 2020)

2021 3 1 1

村田里美, 鈴木裕識,
山下洋正, 桐原晃希,
高梨啓和, 澤井淳

アンモニア酸化細菌を用いた下水中の
硝化阻害物質の探索

第57回下水道研究発表会 2020 8 1

村上凪, 田中敦, 園田拓哉,
高梨啓和, 中島常憲

エージングにおける石炭灰中のフッ素
固定化機構の解明

日本分析化学会第69年会 2020 9 1

新福優太, 高梨啓和,
中島常憲, 秋葉道宏

ガスクロマトグラフ高分解能質量分析
計による水道水生ぐさ臭原因物質の構
造推定

第55回日本水環境学会年会 2021 3 1
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山下優輝, 新福優太,
高梨啓和, 中島常憲,
秋葉道宏

ガスクロマトグラフ‐高分解能質量分
析計を用いた水道水中の生ぐさ臭原因
物質の構造推定

環境科学会2020年会 2020 9 1

田中敦, 藤田裕季, 高梨啓和,
中島常憲

ヒドロキシアパタイトによる石炭灰中
の有害元素固定化

第57回石炭科学会議 2020 10 2

鈴木裕識, 村田里美,
山下洋正, 高梨啓和

下水処理場における硝化阻害発生実態
の全国アンケート調査

第57回下水道研究発表会 2020 8 3

田中孝昌, 酒井俊貴,
桐原晃希, 新福優太,
高梨啓和, 中島常憲,
鈴木裕識, 村田里美,
對馬育夫, 澤井淳, 宮本信一,
後藤康之, 戸田美沙,
小久保貴幸

高分解能質量分析と密度汎関数理論に
よる流入下水中の未知物質の構造推定

環境科学会2020年会 2020 9 1

酒井俊貴, 田中孝昌,
高梨啓和, 中島常憲,
鈴木裕識, 村田里美,
對馬育夫, 澤井淳, 宮本信一,
後藤康之, 戸田美沙,
小久保貴幸

高分解能質量分析計を用いた流入下水
中の未知物質の同定

環境科学会2020年会 2020 9 1

山下一青, 島本英毅,
高梨啓和, 中島常憲

酸素フラスコ燃焼法を前処理とするコ
メ中のヒ素簡易分析法の開発

日本分析化学会第69年会 2020 9 1

中村友拓, 高梨啓和,
中島常憲, 上田岳彦

進行波イオン移動度分析による未知環
境汚染物質の構造推定方法

第55回日本水環境学会年会 2021 3 1

園田拓哉, 伊藤沙織, 村上凪,
高梨啓和, 中島常憲

水和鉱物の生成による有害アニオンの
固定化

日本分析化学会第69年会 2020 9 1

山下優輝, 新福優太,
高梨啓和, 中島常憲,
秋葉道宏

生ぐさ臭を呈する水道原水から発見さ
れたカルボニル化合物の構造推定

第55回日本水環境学会年会 2021 3 1
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清水亮介, 松元隆博, 鳥井秀
幸, 井田悠太, 松藤信哉

2 つの自己相関ピーク値を持つ2 次元
光ZCZ 系列を用いたOCDMA方式に関す
る研究

第22回IEEE広島支部学生シ
ンポジウム論文集

2020 11

酒井陽光, 大川和人, 松元隆
博, 井田悠太, 松藤信哉, 鳥
井秀幸

多値PPMを用いた光ZCZ-CDMA 方式の伝
送実験

第22回IEEE広島支部学生シ
ンポジウム論文集

2020 11

井田悠太, 丸田一輝, 松元隆
博, 松藤信哉

位相回転とASKを組み合わせたSD-SM-
MIMOの検討

電子情報通信学会技術研究
報告，CS2020-90

2021 3

尾崎大, 松元隆博, 鳥井秀幸,
井田悠太, 松藤信哉

RAKE受信を用いた拡散反射型同期光
ZCZ-CDMA 方式のBER特性評価

第22回IEEE広島支部学生シ
ンポジウム論文集

2020 11

岡村純也，山本悠介，Dai
Lulin，宇都嘉浩，山田陽介，
王鋼

機械学習を用いた側頭連合野神経細胞
集団における三次元物体の表現の解析

第59回日本生体医工学会大
会

2020 5

柏木 一杜, 林 祐作, 榮 隼
人, 小野 智司

制約違反解消オペレータを導入した介
護施設の勤務スケジューリング

人工知能学会全国大会（第
34回）

2020 6

中西 宏介, 鈴木 崇大, 中島
有貴, 小野 智司

画像分類器における敵対的事例の共進
化的生成の試み

人工知能学会全国大会（第
34回）

2020 6

新川 翔貴, 鞍津輪 一希, 神
薗 誠, 小野 智司

複雑な幾何歪みを含む2次元コードの
復号方式の開発

人工知能学会全国大会（第
34回）

2020 6

大毛 廉也, 鈴木 崇大, 小野
智司

単眼深度推定器に対する敵対的事例の
進化的生成の試み

人工知能学会全国大会（第
34回）

2020 6

朴木 優之郎, 小野 智司 深層マルチモーダルニューラルネット
ワークを対象とした勾配ベースの構造
探索

人工知能学会全国大会（第
34回）

2020 6

橋本龍弥，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦，森田健太郎，築
地賢治

深層学習を用いた劣化映像の自動修復
に関する研究

画像の認識・理解シンポジ
ウム(MIRU2020)

2020 8

松浦海人，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦，佐々木健

機械学習による一般会話支援システム
に関する研究

画像の認識・理解シンポジ
ウム(MIRU2020)

2020 8

江畑直幸，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦，崎元仁志，石塚
貴周，中村雅之

総合的画像解析による睡眠状態の自動
推定に関する研究

画像の認識・理解シンポジ
ウム(MIRU2020)

2020 8

森田聡太，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

人物状態認識に基づく適応的情報呈示
に関する研究

画像の認識・理解シンポジ
ウム(MIRU2020)

2020 8

福山功大，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

複数視点統合処理による環境情報の構
造化に関する研究

画像の認識・理解シンポジ
ウム(MIRU2020)

2020 8

平田大空，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

動画像処理による交差点複合状況認識
に関する研究

画像の認識・理解シンポジ
ウム(MIRU2020)

2020 8

宮田陸斗，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

深層学習に基づく音楽に対する没入度
自動推定に関する研究

画像の認識・理解シンポジ
ウム(MIRU2020)

2020 8

大坪秀成，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

巡回軌道ドローンによる屋内状況モニ
タリングに関する研究

ロボティクス・メカトロニ
クス講演会2020

2020 5

久下諒征，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

移動ロボットによる靴アラインメント
システムに関する研究

ロボティクス・メカトロニ
クス講演会2020

2020 5

岡本偉吹，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

曖昧な指示を理解するコミュニケー
ションロボットに関する研究

ロボティクス・メカトロニ
クス講演会2020

2020 5

山本泰平，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

物体認識に基づく経時的環境モデリン
グに関する研究

ロボティクス・メカトロニ
クス講演会2020

2020 5

徳丸俊哉，神山 樹一，福元
伸也，鹿嶋 雅之，渡邊 睦，
柿沼 太郎，種田 哲也

複数ドローンの協調に基づく離岸流発
生状況モニタリングに関する研究

ロボティクス・メカトロニ
クス講演会2020

2020 5

神山樹一，徳丸 俊哉，福元
伸也，鹿嶋 雅之，渡邊 睦，
柿沼 太郎，種田 哲也

水上ドローンによる水質状態推定に関
する研究

ロボティクス・メカトロニ
クス講演会2020

2020 5

西正満，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊睦

自律型エクストラアームによる人間拡
張に関する研究

ロボティクス・メカトロニ
クス講演会2020

2020 5
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Jun-ya Okamura, Yusuke
Yamamoto, Lulin Dai,
Yoshihiro Uto, Yousuke
Yamada, Gang Wang

Analysis of representations of 3-
dimensional objects in the cell
populations in the temporal
association area using machine
learning

The 11th Asian Pacific
Conference on Medical
and Biological
Engineering

2020 5 1

大毛廉也, 鈴木崇大, 小野智
司

単眼深度推定用ニューラルネットワー
クに対する敵対的事例の進化的生成

第23回画像の認識・理解シ
ンポジウム

2020 8

Serina Higashi, Takahiro
Kinoshita, Shigeki Hosoda,
Ken-ichi Fukui, Satoshi Ono

A Preliminary Study on Algo Float
Trajectory Prediction using
Multimodal Convolutional LSTM

JpGU-AGU Joint Meeting
2020

2020 7 1

濱崎弘樹, 竹下真悟, 川崎洋,
長原一, 小野智司

符号化開口を鍵とする情報秘匿方式の
基礎検討

第23回画像の認識・理解シ
ンポジウム

2020 8

Ryoichi Imasu, Yutaka Arai,
Tsuneo Matsunaga, Masafumi
Ohashi, Hiroko Kondo

A221-0007 CO2 distribution around
Mega-city Tokyo observed by GOSAT
target mode  operation

AGU Fall Meeting 2020 2020 12 1

近藤烈司，福元伸也，鹿嶋雅
之，渡邊 睦，神田英司，池澤
和広，上之園健一

スマート農業化に向けた葉面積指数の
推定及び3次元復元による植物の成長
推定に関する研究

第19回情報科学技術フォー
ラム

2020 9

Rio Kajiura, Satoshi Ono A preliminary study on visual SLAM
for planetary exploration rovers

26th International
Symposium on Artificial
Life and Robotics (AROB
2021)

2021 1 1

梶浦 梨央, 木下 貴裕, 小野
智司

惑星探査ローバーにおけるVisual
SLAMの利用に関する基礎検討

情報処理学会 第83回全国
大会

2021 3

Jiansheng Liu, Fujia Sun,
Satoshi Ono, Mutsumi
Watanabe, Bilan Zhu

An Intelligent Transformable Phone
Robot: BaBi.

International Conference
on Advanced Robotics and
Mechatronics (ICARM2020)

2020 12 1

Takahiro Kinoshita, Satoshi
Ono

Depth Estimation from 4D Light
Field Videos

International Workshop
on Advanced Image
Technology

2021 1 1

Yushiro Funoki,  Satoshi
Ono

DMNAS: Differentiable Multi-modal
Neural Architecture Search

International Workshop
on Advanced Image
Technology

2021 1 1

水俣 友希, 石田 祥馬, 濱崎
弘樹, 川崎 洋, 長原 一, 小
野 智司

符号化開口を鍵とする情報秘匿方式の
基礎検討

情報処理学会 第83回全国
大会

2021 3

朴木 優之郎, 小野 智司 マルチモーダル系列データを対象とし
た深層ニューラルネットワークの構造
探索

電子情報通信学会 人工知
能と知識処理研究会

2020 12

木下 貴裕, 小野 智司 4Dライトフィールド動画からの奥行き
推定

電子情報通信学会 人工知
能と知識処理研究会

2020 12

鈴木 崇大, 中西 宏介, 小野
智司

ハードラベルブラックボックス条件下
での深層ニューラルネットワークに対
する進化型敵対的攻撃の基礎検討

進化計算シンポジウム2020 2020 12

若松 健斗, 林 祐作, 冨田 智
彦, 小野 智司

自動機械学習を用いた気象判別アプリ
ケーションの基礎検討

情報処理学会 火の国情報
シンポジウム2021

2021 3

井手上 陽祐, 福井 健一, 細
田 滋毅, 小野 智司

海洋観測データの異常検知における
データ合成の有用性の基礎検討

計測自動制御学会 第48回
知能システムシンポジウム

2021 3

林  祐作, 小野 智司 組合せ最適化と機械学習の併用による
曖昧さを含む三面図からの三次元再構
成の基礎検討

計測自動制御学会 第48回
知能システムシンポジウム

2021 3

山田 陽介, 岡村 純也, 王 鋼 下側頭葉皮質における興奮性細胞及び
抑制性細胞の三次元物体認識への関わ
り

MEとバイオサイバネティッ
クス研究会

2021 1
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情報・生体工学プログラム

Shoko Hira, Rei Endo, Kanta
Mochihara, Minoru Ohkoba,
Tomoharu Ishikawa, Miyoshi
Ayama, Sakuichi Ohtsuka

Immanent Dichromaticity in
Trichromatic Observer: 2nd
Coordinate in MDS Analyses of R-G
Neutral- and Y-B Only Changed-
Stimuli Reflects Chromatic
Saliency

SID 2020 International
Symposium

2020 8 1

Sakuichi Ohtsuka, Masahiro
Nakamura, Yuichiro Orita,
Saki Iwaida, Shoko Hira

Human Visual System Uses Just a
Few Transfer Functions Depending
on Various Environments to Realize
Normalized Visual Percept:
Investigation Using Real
Photographic Images

SID 2020 International
Symposium

2020 8 1

Shoko Hira, Shogo Hino,
Sakuichi Ohtsuka

Tool to aid view of PC display for
USN observers: magnifier with KUI

IWAIT 2021 2021 1 1

Anis U. Rehman, Ken Kihara,
Sakuichi Ohtsuka

Abrupt and gradual change analyses
of moving objects in stereoscopic
viewing

IWAIT 2021 2021 1 1

小宮雪之介，比良祥子，大塚
作一

論理的思考力向上に寄与する国語リス
ニングテストの提案ー聴覚を用いた因
果関係の推論ー

電子情報通信学会　2021年
総合大会　学生ポスター
セッション

2021 3

泊 大貴, 陳 博, 程 芳, 渕田
孝康

オープンデータにおける機械学習を用
いた述語サジェストに関する研究

電気関係学会九州支部連合
大会講演論文集 2020年
2020 巻 06-1A-02 発行日:
2020/09/18

2020 9

陳 博, 泊 大貴, 程 芳, 渕田
孝康

オープンデータの述語サジェストのた
めの項目名のクラスタリングの研究

電気関係学会九州支部連合
大会講演論文集 2020年
2020 巻 06-1A-01 発行日:
2020/09/18

2020 9

満園 大輔, 山崎 達哉, 渕田
孝康

LSTMを用いた5母音の自動読唇に関す
る研究

電気関係学会九州支部連合
大会講演論文集 2020年
2020 巻 06-1A-03 発行日:
2020/09/18

2020 9

早稲田 凌亮, 中原 航大, 渕
田 孝康

深層学習による役職推定を用いた人狼
知能エージェントの研究

電気関係学会九州支部連合
大会講演論文集 2020年
2020 巻 07-1P-09 発行日:
2020/09/18

2020 9

Daisuke Mitsuzono, Takayasu
Fuchida

A study on automatic lip reading
of 5 vowels using LSTM

IWAIT 2021 2021 1 1

Bo Chen, Daiki Tomari, Fang
Cheng, Takayasu Fuchida

Estimation for suggestion method
of predicates for Open Data

The 26th International
Symposium on Artificial
Life and Robotics 2021

2021 1 1
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建築学プログラム

小西 郁史, 後藤 安紀, 朴 光
賢, 増留 麻紀子

野村孝文が行った実測調査の足跡とそ
の記録について

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

井之口 春菜, 増留 麻紀子,
朴 光賢

フラン・シルベストレの住宅作品に関
する研究 - 建物のヴォリューム構成
に着目して

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

萬藤 大雅, 増留 麻紀子, 朴
光賢

グレン・マーカットの住宅作品に関す
る研究 - 開口部に着目して

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

陣内 大星, 朴 光賢, 増留 麻
紀子

トリアーデ妙円寺の共用部による住戸
構成に関する研究- 鹿児島県における
公営住宅と比較して

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

後藤隆誠，柴田晃宏 バス停留所及びその周辺空間における
滞留者のアクティビティと空間構成要
素に関する研究 鹿児島市天文館周辺
地区を対象として

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

荒川兼丞，柴田晃宏 VRシステムを用いた寝室における立位
と臥位からみた睡眠空間の印象差異に
関する研究

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

西浦彰，柴田晃宏 大型商業施設における休憩空間の構成
要素に関する研究 鹿児島市に大型商
業施設を対象として

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

前原 良太，柴田晃宏 食事空間における非食事行為と空間特
性の関係性に関する研究　-鹿児島市
のカフェを対象として-

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

佐藤大誠，柴田晃宏 室内壁における模様の形状及び色彩と
室内行為の関係に関する研究

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

中島慧士，柴田晃宏 推理小説における空間の文章表現と想
起されるイメージの関係に関する研究

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

佐藤由奈，柴田晃宏 居住空間の描かれている絵本における
表現手法に関する研究

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

森悠真，柴田晃宏 服装と住宅建築における嗜好の言説に
関する研究

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

是松志門，柴田晃宏 都市部の介護老人保健施設における利
用実態と施設計画に関する研究　-鹿
児島市を対象として-

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

宮原 佳美，柴田 晃宏 都市部における食事行為のみられる非
食事空間の印象と快適性に関する研究

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，計画系

2021 3 4

大田崇央，塩屋晋一 柱脚が曲げ降伏する鉄筋集成材柱の弾
塑性性状に関する実験的研究 その８.
等価粘性係数と評価

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2121 3 4

松岡直，塩屋晋一，福留幹太 高温下の鉄筋集成材梁のクリープたわ
みに関する長期載荷実験 －その 1.研
究の目的と夏季温度耐熱実験－

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

春口綱慶，永野功大，朴珍
錫，塩屋晋一

リセンタリング性能を発揮する乾式接
合を用いる曲げ降伏型鉄筋集成材梁に
関する実験 その２. 残留変形抑制と
梁端のモーメント －回転角関係およ
び剛性と耐力

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

朴珍錫，春口綱慶，永野功
大，塩屋晋一

リセンタリング性能を発揮する乾式接
合を用いる曲げ降伏型鉄筋集成材梁に
関する実験 その１. 研究の目的と実
験概要および履歴ループ

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

須﨑広大，川添敦也，塩屋晋
一

再現性の高い鉄筋コンクリート柱の解
析モデルに関する研究 その２ 解析結
果と実験結果の比較

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

德永寿祐，川添敦也，塩屋晋
一

再現性の高い鉄筋コンクリート柱の解
析モデルに関する研究 その１ 提案す
る解析モデル

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4
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永野功大，塩屋晋一，春口綱
慶，PARK Jinseok

回転を許容するシャープレートを用い
る下端フランジの降伏型鉄骨梁に関す
る実験 　その 1. 研究の目的と梁の
加力実験

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

川﨑 璃子，向井基紘，大田崇
央，森和也，塩屋晋一

柱脚が曲げ降伏する鉄筋集成材柱の弾
塑性性状に関する実験的研究 その
4．中高層を想定した正方形断面柱の
追加水平加力実験

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

向井基紘，塩屋晋一，大田崇
央，森和也，川﨑 璃子

柱脚が曲げ降伏する鉄筋集成材柱の弾
塑性性状に関する実験的研究 その
５．水平せん断力-変形角関係と曲げ
耐力式および骨格曲線

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

向井基紘，塩屋晋一，大田崇
央，森和也，川﨑 璃子

柱脚が曲げ降伏する鉄筋集成材柱の弾
塑性性状に関する実験的研究 その
６．曲げ降伏後のせん断耐力と限界変
形の評価

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

森和也，大田崇央，塩屋晋一 柱脚が曲げ降伏する鉄筋集成材柱の弾
塑性性状に関する実験的研究 その 7.
マルチスプリングモデルによる正方形
断面柱の履歴特性の評価モデル

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

塩屋晋一，鹿嶋雅之 外壁診断の省力化を目的とした打診点
検ロボットの性能評価 その２．自動
診断システムの概要、仕上げ材の浮の
判定指標および位置の特定方法

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

中崎豪士，江里口玲，梅津基
宏，塩屋晋一，石川雄康

外壁診断の省力化を目的とした打診点
検ロボットの性能評価 その１．打診
点検ロボットの概要と基本性能

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

春口綱慶，塩屋晋一 大地震時の損傷と残留変形を抑制する
二段階曲げ降伏梁の概念の提案　その
2．ウェッブのシャーキーと鉄筋集成
材ラーメン架構への適用

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

永野功大，塩屋晋一 大地震時の損傷と残留変形を抑制する
二段階曲げ降伏梁の概念の提案　その
1．新たな梁の接合の概念と方法およ
び鉄筋集成材ラーメン架構への適用

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

尾川航平,本間俊雄,横須賀洋
平

グリッドシェル構造の形状最適による
優良解形態とその構造評価

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

大迫隆一朗,本間俊雄,横須賀
洋平

体積制約を設けた異なる目的関数によ
る3次元アーチ構造モデルの形状最適
化

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

久住呂大志,横須賀洋平,本間
俊雄

ニューラルネットワークによるサロ
ゲートモデルを用いた構造最適化 教
師信号の違いによる解の特性把握

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

中島尚哉,横須賀洋平,本間俊
雄

測地線による木質グリッドシェル構造
の幾何学的非線形解析 弧長法による
釣合い経路の追跡

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

貞廣渉,横須賀洋平,本間俊雄 Kirchhoff シェル要素を用いた初期曲
げによる木質シェル構造の形状最適化

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

鳥越さくら,横須賀洋平,本間
俊雄

座標仮定有限要素法による梁要素の定
式化と形状解析 二次元平面における
梁要素とケーブル要素の複合構造

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

有馬真輝,本間俊雄,横須賀洋
平

量子的振る舞いを有する群知能による
自由曲面グリッドシェル構造の形状最
適化

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4

大迫隆一朗,本間俊雄,横須賀
洋平

座標仮定有限要素技術による 3 次元
中空アーチ構造モデルの形状最適化

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，構造系

2021 3 4
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横須賀 洋平,井ノ口 順一,大
崎 純,本間 俊雄

リー球面幾何による離散曲率線グリッ
ドシェル構造の形状決定法

応用数理学会第17回 研究
部会連合発表会

2021 3

野涯 海斗,横須賀 洋平,本間
俊雄

幾何学的変分問題による膜構造の形状
決定法

応用数理学会第17回 研究
部会連合発表会

2021 3

有馬 真輝,本間 俊雄,横須賀
洋平

高次元最適化問題に対する量子的振る
舞いを有する群知能解法の解探索性能

第15回コロキウム構造形態
の解析と創生2020

2020 11

大迫 隆一朗,本間 俊雄,横須
賀 洋平

3 次元アーチ構造モデルの断面形状最
適化 座標仮定有限要素技術による6
面体一次・二次要素を用いた線形・非
線形解析

第15回コロキウム構造形態
の解析と創生2020

2020 11

野涯 海斗,横須賀 洋平,本間
俊雄

幾何学的変分問題による骨組膜構造の
形状決定法 応力一定・応力密度一定
とした膜の釣り合い形状

第15回コロキウム構造形態
の解析と創生2020

2020 11

鳥越 さくら,横須賀 洋平,本
間 俊雄

座標仮定有限要素法による梁要素の定
式化と形状解析

第15回コロキウム構造形態
の解析と創生2020

2020 11

久住呂 大志,横須賀 洋平,本
間 俊雄

ニューラルネットワークによるサロ
ゲートモデルを用いた構造最適化 2
次元橋梁モデルの断面・形状最適化

第15回コロキウム構造形態
の解析と創生2020

2020 11

Maki Arima,Toshio
Honma,Yohei Yokosuka

Solution Search Ability of
Optimization Procedure Using
Quantum Behaved Swarm Intelligence

Asian Congress of
Structural and
Multidisciplinary
Optimization 2020
(ACSMO)

2020 11 1

横須賀 洋平 空間構造における形状解析と応力変形
解析について

AIMaP集会【離散微分幾何
と有限要素法の融合．建築
とCGヘの応用】

2020 12 1

有村 崇,横須賀 洋平,本間俊
雄

曲線折りを有する仮設建築物の提案
剛体変位による形状決定法と剛性評価

応用数理学会2020年度年会 2020 9

横須賀 洋平,三谷 純,梶原 健
司,小磯 深幸,大崎 純,鍛冶
静雄,前川 卓,三浦 憲二郎

産業利用のための特別なクラスの曲
線・曲面 双方向循環型の形状設計プ
ラットフォームに向けて

応用数理学会2020年度年会 2020 9

中島 尚哉,横須賀 洋平,本間
俊雄

測地線による木質グリッドシェル構造
の幾何学的非線形解析 NR法による釣
合い経路の追跡

応用数理学会2020年度年会 2020 9

貞廣 渉,横須賀 洋平,本間俊
雄

Kirchhoffシェル要素を用いた初期曲
げによる木質シェル構造の形状最適化

応用数理学会2020年度年会 2020 9

北迫茂樹,二宮秀與,池谷風雅 インドネシアの設計用気象データに関
する研究その①日射量の直散分離と合
成モデルの検証

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，環境系

2021 3 4

今村将太,二宮秀與 ZEBを実現するための設計用一分値気
象データの開発 その１欠測値の補間

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，環境系

2021 3 4

瀬戸まりな,二宮秀與,岸本尚
子

屋外環境下における開口部の日射熱取
得性能の測定方法に関する研究 その7
内付けスクリーンの測定結果

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，環境系

2021 3 4

小林 茜,木村 円香,秋元 孝
之,近藤 武士,二宮 秀與,古山
明義,渋谷 篤

既築集合住宅におけるCNF活用建材の
導入に関する研究　その3：　シミュ
レーション手法による省エネ性及び温
熱環境向上効果の検討

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

近藤 武士,小林 茜,木村 円
香,秋元 孝之,二宮 秀與,古山
明義,渋谷 篤

既築集合住宅におけるCNF活用建材の
導入に関する研究 その2：　実住宅で
の省エネルギー効果の実測結果

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

瀬戸まりな,二宮秀與,児島輝
樹

屋外環境下における開口部の日射熱取
得性能の測定方法に関する研究　その
8　外付けスクリーンの測定結果

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

今村将太,二宮秀與 ZEBを実現するための設計用過酷気象
データの開発　その1　地上気象観測
一分値データの欠測値補間

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2
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建築学プログラム

徳満　涼輔，二宮　秀與，飯
泉　元気

メソ数値予報モデル GPV 地上面デー
タを用いた水平面全天日射量の推定方
法

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

松鵜さとみ，二宮秀與 クール/ヒートピット設備における真
菌叢に関する研究　第6報　2019年度
実測調査と遺伝子解析

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2

松鵜さとみ，二宮秀與, 赤井
仁志

貯水槽における細菌汚染の実態調査
（第4報）2019年度実測調査

令和2年度　空気調和・衛
生工学会大会

2020 9 4

松鵜さとみ，二宮秀與，赤井
仁志

水噴霧式冷却装置の衛生管理に関する
検討

第48回　建築物環境衛生管
理全国大会

2021 1

曽我和弘 任意天候下の波長別日射量の簡易推定
法に関する研究 -波長別全天日射量の
推定式の作成-

太陽/風力エネルギー講演
論文集

2020 11 4

池田隆宏, 曽我和弘 任意天候下の波長別日射量の簡易推定
法に関する研究 -紫外分光放射の推定
式の作成-

太陽/風力エネルギー講演
論文集

2020 11 4

赤間瑛斗，曽我和弘 DSJRA-55 を用いた建築環境評価のた
めの気象データの開発 -その5
DSJRA-55の全天日射量のバイアス補正
法の評価-

日本建築学会研究報告九州
支部第60号，環境系

2021 3 4

曽我和弘 任意天候下の波長別日射量の簡易推定
法に関する研究 -水平面の波長別全天
日射量の推定式の検討-

日本建築学会大会学術講演
梗概集（関東)

2020 9 2


