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25 2 1992年12月20日 論文
粒子の運動
－V形分級機－

Particle Motion
－V Type Inertial Classifier－

機械工学科 教授 上野博之

25 2 1992年12月20日 論文 パルスTIG溶接によったAZ31マグネシウム合金のビード形状
Bead Appearance of AZ31 Magnesium Alloy with Pulsed TIG
Welding

機械工学科
機械工学科

専任講師
教授

朝比奈敏勝
時末　光

25 2 1992年12月20日 論文 高Ｔｃ酸化物超伝導体を装荷した導波管の高周波特性
High Frequency Characteristics of Waveguide Loading High-Tc
Oxide Superconductor

電気工学専攻
電気工学科

博士前期課程？年

教授
中村武史
渡邊宅治

25 2 1992年12月20日 論文 均質大地における棒状電極の並列接地効果
Parallel Grounding Effects on Rod Electrode in Homogeneous
Soil

電気工学科
電気工学専攻

専任講師 蒔田鐵夫
渡部　明

25 2 1992年12月20日 論文 室内の作業面照度分布に及ぼす什器の影響について
The Effect of Fixtures on the Illuminance Distribution ｏn
Working Plane in a Room

電気工学科
電気工学専攻
電気工学科

磯村　稔
池本直隆
山内基海

25 2 1992年12月20日 論文 位相共役波のパターン計測への応用
Application ｏｆ Pattern Recognition ｂｙ Optical Phase-Conjugate
Wavefront

電気工学科
電気工学科

教授 松原三人
山田博章

25 2 1992年12月20日 論文 イオン窒化法による窒化鉄薄膜の磁気特性
Magnetic Property of Iron Nitride Thin Films Prepared by Ｉｏｎ
Nitriding Method

電気工学科
電気工学専攻
電気工学科

助手

教授

新妻清純
社藤康弘
移川欣男

25 2 1992年12月20日 論文 画像処理装置による照明評価の一方法について
An Evaluation Method for Illumination by Using the Digital Image
Processing System

電気工学科
ｴｸｾﾚﾝﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社

電気工学科

教授
―

専任講師

大谷義彦
周　慶福
山家哲雄

25 2 1992年12月20日 論文
弾塑性・大たわみ撓角法（Ⅱ）型による鋼構造山形ラーメンの分
岐解析

Bifurcation Analysis of Gable Typed Steel Frame by the Elasto-
Plastic Slope Deflection Method (Ⅱ) with Large Deflection

建築工学科
建築工学科

山辺構造設計事務所

専任講師
教授
―

川島　晃
向後豊次
高田真清

25 2 1992年12月20日 論文 情報技術の不連続と分散協調環境への移行
Discontinuity on Information Technology and Shifting for Open
Systems Environment

管理工学科 専任講師 田村喜望

25 2 1992年12月20日 論文 2次元非定常流れのコンピュータアニメーション Computer Animation for 2-Dimensionnal Unsteady Flows
数理工学専攻
数理工学科
数理工学科

専任講師
教授

佐藤　尋
角田和彦
登坂宣好

25 1 1992年6月20日 論文
縮合多環多核芳香族（COPNA）樹脂と活性炭との重合物の磁性
に及ぼす熱処理温度の影響

Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Poｌymer
Consisted of Condensed Polynuclear Aromatic (COPNA) Resin
and Active Carbon

電気工学科
電気工学科

助手
教授

今　　斎
移川欣男

25 1 1992年6月20日 論文 ミリ波電波を用いた金属物体形状計測の基礎検討
A Basic Study on Measurement of Metal-Object Shape Using
Milimeter Wave

電気工学科
電気工学専攻

（現　プラス株式会社勤務）

教授 渡邊宅治
天沼英雄

25 1 1992年6月20日 論文
CaO-Fe（NO３）３-H2O系における反応生成物の合成とその組成

決定

Synthesis of Reaction Products in CaO-Fe(NO3)3-H2O System

and Determination of their Compositions

工業化学科
工業化学科
工業化学科
工業化学科

副手
助手

非常勤講師

田中　智
町長　治
青山芳夫
笠井順一

25 1 1992年6月20日 論文 塩基性塩化硫酸銅（Connllite）の熱分解
Pyrolysis of Copper Chloride Sulfate Hydroxide Hydrate
(Connellite)

工業化学専攻
工業化学科
工業化学科

助手
岩坪喜雄
町長　治
青山芳夫

25 1 1992年6月20日 論文 台湾への進出企業における生産管理の諸問題について
Some Problems on Production Management of Japanese
Extended Companies to TAIWAN

管理工学科 助手 荒井慎一

25 1 1992年6月20日 論文 竜巻状の渦の中の角柱に作用する風圧に関する実験的研究
An experimental investigation of wind pressures on square pillars
in tornado-like vortices

一般教育
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科

教授

助手
学部？生
学部？生
学部？生

岩谷祥美
丸田榮藏
神田　亮
服部洋介
浜野直樹
松浦　武

24 2 1991年12月20日 論文 1050アルミニウム合金の摩擦圧接 Friction Welding of 1050 Aluminum Alloy
機械工学科
機械工学科

助教授
教授

加藤数良
時末　光

24 2 1991年12月20日 論文
イオンビーム方式による「スーパーセンダスト」系薄膜の磁気特
性に及ぼす磁場中冷却処理効果

Effect of Magnetic Field Annealing on Magnetic Properties of
“Super Sendust” Thin Films by Ion-Beam Sputtering Method

電気工学科
電気工学専攻

教授 移川欣男
小暮宏之

24 2 1991年12月20日 論文 カルマンフィルタを用いた流れ文字画像処理 Image Processing for Blurred Characters Using Kalman Filter
電気工学科

電気工学専攻
（現　株式会社ＩＮＡＸ勤務）

教授 渡邊宅治
榊原信和

24 2 1991年12月20日 論文
フライアッシュを混和材として用いた，ソイルセメントモルタルの圧
縮強度および密度に関する実験研究

An Experimental Study on Compressive Strength and Bulk
Density of Fly-Ash Substituted Soil Cement Mortars

建築工学科
建築工学科

専任講師 川村政史
笠井芳夫

24 2 1991年12月20日 論文
交通システムと業種構成に関する研究
－駅前近隣商店街の業種構成の分布－

Study on Transportation System and Type of Businesses
－Analysis of type of Businesses Shopping District Around the
Station－

建築工学科
建築工学科

教授 和田一郎
宮田智之

24 2 1991年12月20日 論文
無定形および結晶性ポリスチレン，ポリメタクリル酸メチル表面へ
の水蒸気吸着等温線

Adsorption Isotherms of Water Vapor on Atactic and Isotactic
Polystyrene and Polymethylmethacrylate Surfaces

一般教育
工業化学科
工業化学科

専任講師
助手

松田清美
山田和典
平田光男

24 1 1991年6月20日 論文 プラグの運動 The Motion of the Plugs 機械工学科 助教授 上野博之

24 1 1991年6月20日 論文 CR-39プラスチック検出器中の粒子飛跡の3次元画像解析
Three Dimensional Picture Analysis of Particle Tracks in CR-39
Plastic Detector

電気工学専攻
一般教育

電気工学科
助教授

畠山由紀子
小倉紘一
山田博章

24 1 1991年6月20日
論文

（英文）
強力定在音場中の放電現象の観測

Observation of Electric Discharge Phenomena in High-ｉntensity
Standing Sound Waves Field

電気工学専攻
電気工学専攻
電気工学科
電気工学科

専任講師

平田尚史
鍵和田浩
中根偕夫

瀨谷浩一郎

24 1 1991年6月20日 論文 自由水面における空気の巻き込みに関する実験的研究
Experimental Study on Air-Entrainment at Free-Surface of a
Water Flow

土木工学科
土木工学科
土木工学科

専任講師
教授

落合　実
遠藤茂勝
三浦　晃

24 1 1991年6月20日 論文 FEMとFDMに応用できる格子生成の自動化と画像処理
Automatic Grid Generation and Image Processing for FEM and
FDM

数理工学科 大島淳一

24 1 1991年6月20日 論文 Au添加RuO2抵抗体の電気的特性 Electrical Properties of Au-doped Resistors
一般教育
一般教育

助手 阿部  治
武田義章
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24 1 1991年6月20日 論文 厚膜抵抗体の電気的特性の変化
Effects of Refiring on the Electrical Properties of Thick Film
Resistors

一般教育
一般教育

助手 阿部  治
武田義章

23 2 1990年12月20日 論文 高速用ベーン形回転真空ポンプの内部漏洩特性
Characteristics of Internal Leakage in High Speed Rotary-Vane
Vacuum Pumps

機械工学科
機械工学科

助教授 氏家康成
西野　宏

23 2 1990年12月20日 論文 タイムドメイン法を用いた電波吸収体反射特性の測定
Measurement of Microwave Absorber Reflection Using Time
Domain Technique

電気工学科
電気工学専攻

（三洋電機株式会社）

教授 渡邊宅治
森　孝幸

23 2 1990年12月20日 論文
什器を有する室内の作業面全照度に関する近似計算法につい
て－その1－

An Approximate Calculation of Total Illuminance on a Working
Plane in a Room Containing Fixtures -Part 1-

電気工学科
電気工学専攻
電気工学科

磯村　稔
宮川宗郎
山内基海

23 2 1990年12月20日 論文 模型室を用いた影の特性実験
Some Experiments of the Shadow Characteristics Using a Model
Room

電気工学科
電気工学専攻

教授 大谷義彦
田久保章夫

23 2 1990年12月20日 論文 簡易電波暗室を用いたアンテナ放射特性の測定
Measurements of Antenna Radiation Pattern in a Compact
Anechoic Chamber

電気工学科
電気工学専攻
電気工学科

坂口浩一
安富雄一

瀨谷浩一郎

23 2 1990年12月20日 論文 地震動最大加速度の距離減衰に関する研究（第3報）
Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of
Earthquake Motions (Part 3)

建築工学科 助教授 山邊克好

23 2 1990年12月20日 論文 生鮮食料品部門のアイテムとスペースに関する研究 Study on Item and Space by Perishables Sections
建築工学科
建築工学科

助教授 和田一郎
宮田智之

23 2 1990年12月20日 論文
ポリ（2‐ジエチルアミノエチルメタクリレート）とオレンジⅠ又はオ
レンジⅡとの相互作用

Interactions of Poly(2-Diethylaminoethyl Methacrylate) with
Orange Ⅰ or Orange Ⅱ

工業化学科 専任講師 和泉　剛

23 2 1990年12月20日
論文

（英文）
乱流の三次モーメント・モデル方程式とその接地境界層への適
用

Triple Moment Model of Turbulence and its Application to the
Atmospheric Surface Layer

一般教育 助教授 山田信夫

23 2 1990年12月20日 論文 厚膜抵抗体の電気的特性と基板の熱膨張係数
Relations Between the Electrical Properties of Thick Film
Resistors and the Thermal Expansion Coefficient of the
Substrates

一般教育
一般教育

助手 阿部  治
武田義章

23 2 1990年12月20日 論文 抵抗体膜の熱膨張が厚膜抵抗体の特性に及ぼす効果
Effects of Thermal Expansion of Resistor Film on the Properties
of Thick Film Resistors

一般教育
一般教育

助手 阿部  治
武田義章

23 1 1990年6月20日 論文 強力定在波音場内の高気圧グロー放電の観測
Observation of High‐pressure Glow Discherge in High‐intensity
Standing Sound Waves Field

電気工学専攻
電気工学科
電気工学科

博士後期課程1年

専任講師
教授

平田尚史
中根偕夫

瀨谷浩一郎

23 1 1990年6月20日 論文
均一化レーザーによるアモルファス磁性膜へのホログラム記録・
再生特性

Thermomagnetic Writing and Reconstruction Characteristics of
Holograms on Amorphous Magnetic Films by using Uniform 電気工学科 助教授 松原三人

再生特性
Laser Beams

23 1 1990年6月20日 論文
BZ-5～BZ－8（英国球帯法分類）の配光を持つ平紐状光源によ
る直射照度の図式計算

Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Ribbon
‐Shaped Light Sources with Luminous Intensity Distribution
Curves from BZ‐5 to BZ‐8 (British Zonal Method Classification)

電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科

非常勤講師
教授

専任講師
助手

藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄

23 1 1990年6月20日 論文 電源同期形サイクロコンバータの入出力波形解析
Analysis of the Output Voltage，Output Current and Input
Current of Synchronizing Cycloconverters

電気工学科 助手 今　　斎

23 1 1990年6月20日 論文
常時微動観測による地盤振動特性に関する研究
－千葉県習志野市の場合－

Study on the Vibrational Characteristics of Ground by the
Microtemors Observations
－Case of Narashino City，Chiba Prefecture－

建築工学科 助教授 山邊克好

23 1 1990年6月20日 論文 大都市臨海工業地帯の活性化に関する研究
A Fundamental Study on the Restructering of Coastal Industrial
Districts in Big Cities

管理工学科 教授 笹生　仁

23 1 1990年6月20日 論文 衝突事故後の列車速度算定法と事例
Method and Case-Study of Calculation of the Train Speed After
a Collision Accident

数理工学科
数理工学科

教授
助手

松井　哲
西澤一友

23 1 1990年6月20日 論文 厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数に影響を及ぼす因子
Effect of Factors on the Resistance and its Temperature
Coefficient of Thick Film Resistors

一般教育
一般教育

助手
教授

阿部  治
武田義章

23 1 1990年6月20日 論文 厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数の関係
Relation Between Resistance and its Temperature Coefficient of
Thick Film Resistors

一般教育
一般教育

助手
教授

阿部  治
武田義章

22 2 1989年12月20日 論文 ベーン形回転ポンプのベーン配置に関する考察 Study on the Vane Arrangement in Rotary Vane Pumps
機械工学科
機械工学科

助教授
教授

氏家康成
西野　宏

22 2 1989年12月20日 論文 人間・二輪車系の運動特性と各種制御入力について
On the Controlled Inputs for the Handling of Man‐Two Wheeled
Vehicle System

機械工学科
国際ファジィ工学研究所第一研究室

オレゴン州立大学大学院

助教授
―
―

景山一郎
桜井健典

寺嶋宏太郎

22 2 1989年12月20日 論文 ＮＣプログラムのパーソナルコンピュータによる検証 Verification of NC Program by Personal Computer
機械工学科
機械工学科

助手
助教授

竹島正博
大内増矩

22 2 1989年12月20日 論文 熱線画像修復処理の一方法 A Restoration Method for Thermal Video Pictures
電気工学専攻

（日本ＤＥＣ株式会社）
電気工学科 教授

小林秀光

渡邊宅治

22 2 1989年12月20日 論文 空中超音波音場の映像化による音場評価
Evaluation of Aerial Ultrasound Field by Using Visualization
Technique

電気工学専攻
電気工学科
電気工学科

専任講師
教授

塩出高史
大塚哲郎

瀨谷浩一郎

22 2 1989年12月20日 論文 鉄筋コンクリート平板の剛飛来物衝突による弾塑性応答
On Elaso-plastic Response of Reinforced Concrete Plate under
Collision Impulse with Hard Projectile

土木工学科
土木工学科

（財団法人）電力中央 研究所
（財団法人）電力中央 研究所

教授
助教授

―
―

能町純雄
木田哲量
大沼博志
伊藤千浩

22 2 1989年12月20日 論文 木造家屋の振動性状に関する研究 Study on the Vibrational Characteristics of Wooden Houses 建築工学科 助教授 山邊克好

22 2 1989年12月20日 論文 コンクリートブロック塀の実態調査研究 Research on the Actual Conditions of Concrete Block Walls 建築工学科 助教授 山邊克好

22 2 1989年12月20日 論文 改良型ワイブル分布による島嶼における風力発電の可能性
Potentiality of Wind Powered Electric Supply System on Isolated
Islands in Japan using the Modified Weibull Distribution

数理工学科
数理工学科

助手
教授

長井　浩
篠田仁吉

22 2 1989年12月20日 論文 ＲｕＯ2厚膜抵抗体の微細構造 Microstructure of RuO2 Thick Film Resistors 一般教育
一般教育

助手
教授

阿部　治
武田義章

22 2 1989年12月20日 論文 ＲｕＯ2厚膜抵抗体の伝導機構 Conduction Mechanism in RuO2 Thick Film Resistors 一般教育
一般教育

助手
教授

阿部　治
武田義章

・ ※著者所属，資格は投稿時のもの
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22 2 1989年12月20日 論文 厚膜抵抗体の電気的特性とガラスの粘性
Relations Between Electrical Properties of Thick Film Resistors
and Glass Viscosity

一般教育
一般教育

助手
教授

阿部　治
武田義章

22 1 1989年6月20日 論文 引張応力下におけるＳ48Ｃ鋼中実棒の塑性ねじり
Plastic Torsion of S48C Steel Solid Bar with Combined Tensile
Stress

機械工学科
機械工学科

助教授
専任講師

浅川功一
高橋清造

22 1 1989年6月20日 論文 2素子光高温計の研究 Study on the Optical Pyrometer Equipped with Two Filaments

電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科

教授
教授

専任講師
助手

藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄

22 1 1989年6月20日 論文
1987年千葉県東方沖地震の家屋被害について
－市原市における屋根瓦の被害と地盤性状との関係－

On the Damage to Wooden Houses by the East off Chiba
Prefecture Earthquake of 1987
－Relation between the Damage of Roofing‐tiles and the
Characteristics of Ground in Ichihara Citｙ－

建築工学科
建築工学専攻

助教授 山邊克好
藤田朝浩

22 1 1989年6月20日 論文 地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究（第2報）
Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of
Earthquake Motions (Part 2)

建築工学科
建築工学科

助教授
元教授

山邊克好
金井　清

22 1 1989年6月20日 論文 地盤内での地震波の増幅度に関する研究
Study on the Amplification Facter of Seismic‐waves in the
Ground

建築工学科
建築工学科

助教授
元教授

山邊克好
金井　清

22 1 1989年6月20日 論文
地域集会施設に関する研究
－施設名称が示す機能の表現－

A Study of Community Assembly Facilities
－The Functional Designation in Facility Names－

建築工学科 専任講師 浅野平八

22 1 1989年6月20日 論文
沿岸漁村地域における圏域の構成（その5）
－房総半島における圏域の構成に関する実証的研究－

Identification of the Actual Existing Area in Coastal Fishing
Villages （Ｐａｒｔ 5）
－An Empirical Study on the Actual Existing Area in The
Bohsoh Peninsula－

建築工学科
建築工学科
建築工学科

建築工学専攻

副手
助教授
教授

大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃

22 1 1989年6月20日 論文 コーポラティブハウジングに関する研究 Study on Cooperative Housing  (Part 4)
建築工学科
建築工学科

教授
専任講師

神谷宏治
川岸梅和

21 2 1988年12月20日 論文 高濃度ガラスで遮蔽された物体の検出実験
Some Experiments for Detection of the Objects covered wiｔh
darkly-colored Glass

電気工学科
電気工学専攻

教授 渡邊宅治
小林秀光

21 2 1988年12月20日 論文 音響管内を伝搬する音の時間応答解析 On the Time Response Analysis of a Sound Field in a Tube

電気工学科
ＮＴＴ株式会社
電気工学専攻
電気工学科

専任講師
―

教授

山崎　憲
小川信也
浅井三平

瀨谷浩一郎

21 2 1988年12月20日 論文
インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について（第2
報）

On a Measurement Method of Configuration Factors by the
Instantaneous Camera（Part 2）

電気工学科
電気工学科
電気工学科

助手
教授
教授

山家哲雄
大谷義彦
藤原義輝

21 2 1988年12月20日 論文 地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究
Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of
E th k M ti

建築工学科
元建築工学科

助教授
元教授

山邊克好年 月 日 論文 地震動 最大加速度 距離減衰に関する研究
Earthquake Motions 元建築工学科 元教授 金井　清

21 2 1988年12月20日 論文 地盤・建築物系の波動問題に関する研究
Study on the Soil-Building Interaction Problem regarding Wave
Motion

建築工学科 助教授 山邊克好

21 2 1988年12月20日 論文 五重塔の耐震性に関する研究 Study on the Aseismic Properties of the Gozyunotos（Pagodas）
建築工学科

元建築工学科
助教授
元教授

山邊克好
金井　清

21 2 1988年12月20日 論文
住区系地区計画の手法に関する研究
－既成市街地空間の景観的考察－
（東京区部の第一種住居専用地域を例として）

A Study on Technical Method of Residential District Planning
－A Landscape Analysis of Existing Residential Area in Case of
the Category I Exclusive Residential District in Tokyo Wards
Area－

建築工学科 助教授 坪井善道

21 2 1988年12月20日 論文
大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅲ）
－伊勢湾内湾漁業地区の地区特性と整備課題－

A Study on Adjustment of the Coast Area in Metropolis （Ⅲ）
－Regional Property and Object for Prepare of FISHERMAN’s
Area in inner harber－

建築工学専攻
建築工学科
建築工学科

建築工学専攻

助教授
教授

菅　雅幸
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃

21 2 1988年12月20日 論文
目標設定，意思決定およびコントロールにおけるコンティンゼン
シー・アプローチ

A Contingency Approach in Goal-Setting， Decision-Making and
Controlling

管理工学科
管理工学科

教授
専任講師

野本千秋
清水　曻

21 2 1988年12月20日 論文
2，4，6-トリ-2-ピリジル-1，3，5-トリアジンを用いる微量コバルト
の溶媒抽出/原子吸光分析

Determination of Trace Amounts of Cobalt by Atomic
Absorption Spectrophotometry after Solvent Extraction with 2，
4，6-Tri-2-Pyridyl-1，3，5-Triazine

一般教育
一般教育

理工学部工業化学科

専任講師
副手
教授

新井信正
南澤宏明
奥谷忠雄

21 2 1988年12月20日 論文 海洋上における大気乱流構造の観測 Measurements of Structure of Marine Surface Layer Turbulence

一般教育
岡山大学教養部
岡山大学教養部

京都大学防災研究所

助教授
助教授
教授
教授

岩谷祥美
塚本  修
大滝英治
光田　寧

21 2 1988年12月20日 資料

漁業集落環境整備計画に関する研究
－漁業集落環境整備事業の実施状況及び整備方針について
－

A Study on Environmental Development Planning of Fishing
Villages
－Actual Example and Developing Principle of Environmental
Adjustment Works－

建築工学科
建築工学科
建築工学科

水産庁漁港部
水産庁漁港部

副手
助教授
教授
―
―

大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
福屋正嗣
坂井　淳

21 1 1988年6月20日 論文 オーステナイト系ステンレス鋼管の摩擦圧接 Friction Ｗｅｌｄｉｎｇ ｏｆ Ａｕｓｔｅｎｉｔｉｃ Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ Ｓｔｅｅｌ Ｐｉｐｅ
機械工学科
機械工学科

教授
専任講師

時末　光
加藤数良

21 1 1988年6月20日 論文 インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について
On a Measurement Method of Configuration Factors by the
Instantaneous Camera

電気工学科
電気工学科

助手
教授

山家哲雄
藤原義輝

21 1 1988年6月20日 論文
軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的諸特性の組
成依存性

Dependence of Composition on the Magnetic Properties of Soft
Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys

電気工学科 助教授 移川欣男

21 1 1988年6月20日 論文
軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的特性に及ぼ
す磁界中処理効果

Effects of Magnetic Field Cooling on the Magnetic Properties of
Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys

電気工学科 助教授 移川欣男

21 1 1988年6月20日 論文 粒状体構造物の非線形せん断振動応答 Non‐Linear Shear Response of Grained Material Structure

土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科

東邦産業株式会社

教授
助教授

専任講師
副手
―

能町純雄
木田哲量
阿部　忠
澤野利章
小口秀次

21 1 1988年6月20日 論文
沿岸漁村地域における圏域の構成（その4）
－圏域の広域タイプとその漁港内施設の整備水準に関する実
証的研究－

A Composition of Area in Coastal Fishing Villages （Part 4）
－An Emprical Study on Wide area and it’s Developing Level of
Institutions in Fishing Ports－

建築工学科
建築工学科
建築工学科

博士後期課程3年

専任講師
教授

大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏

21 1 1988年6月20日 論文 ＦＡが労働および労務管理へ及ぼす影響について
The Effects of Factory Automation on Work and Personnel
Management

管理工学科 助教授 小田部明

21 1 1988年6月20日 論文 2次元複合材料における有効熱伝導度の境界要素解析
Boundary Element Analysis of Effective Thermal Conductivity of
Two-Dimensional Composite Materials

一般教育
一般教育

助手
教授

渡里　望
大島信徳

・ ※著者所属，資格は投稿時のもの
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		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		摩擦溶接に関する研究（第3報）
－S45C材の溶接条件と機械的性質について－ マサツヨウセツカンケンキュウダイホウザイヨウセツジョウケンキカイテキセイシツ		Study on the Friction Welding （Report 3）
－Effects of Welding Condition on Mechanical Properties of Friction Welding Carbon Steal S45C－		機械工学科
機械工学専攻
(現　機械工学科） キコウガッカキコウガクセンコウゲンキコウガッカ		博士課程？年
（副手） ハクシカテイネンフクシュ		時末　光
加藤数良

 トキスエヒカルカトウカズリョウ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		ポンプの空気吸込実験 クウキスイコジッケン		Centrifual Pump Tests When Air is mixed in Suction Side		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカキコウガクセンコウ				寺田　進
上野博之
小室歳一
 テラダススムウエノヒロユキコムロサイイチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		管底に噴流群をもつ水平管における噴流の噴出速度について クダソコフンリュウグンスイヘイカンフンリュウフンシュツソクド		The velocity of the efflux of jet which flow through holes in the bottom of a horizontel pipe		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカキコウガクセンコウ				寺田　進
上野博之
小室歳一
 テラダススムウエノヒロユキコムロサイイチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		固液二相流の抗力係数に関する考察 コエキニソウリュウコウリョクケイスウカンコウサツ		A Study of Drag Coefficients of Solid Particles in a Fliud Mixture Flow		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカキコウガクセンコウ				寺田　進
上野博之
大竹尚道
 テラダススムウエノヒロユキオオタケナオミチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		固液二相流の研究 コエキニソウリュウケンキュウ		Study of Two Phase Flow(Solid-Water)		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				寺田　進
上野博之
 テラダススムウエノヒロユキ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		平衡が容易にとれるブリッジ回路 ヘイコウヨウイカイロ		Bridge Circuits with Easy Balance Adjustment		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガッカ				石橋泰雄
星川　洋
原　高明
 タイオホシカワヒロシハラタカアキ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第5報）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－電源側高調波の抑制（2）－ イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウデンゲンガワコウチョウハヨクセイ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method （Ⅴ）                                                      －The Reduction of the Higher Harmonics Appeared in the Source Side （2）－		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛澤忠良

 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		鉛直にある直線光源による影について エンチョクチョクセンコウゲンカゲ		On the Shadow by a Linear Light Source Set on Vertical for the Working Plane		電気工学科 デコウガッカ		講師（専任扱） コウシセンニンアツカ		大谷義彦
 オオタニヨシヒコ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		シードされた燃焼ガスにおける導電率測定 ネンショウドウデンリツソクテイ		Measurement of Electrical Conductivity on Seeded Flame Gas		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				斎藤勝巳
小嶋孝夫
 サイトウカツミコジマタカオ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		Porbe　tubeの音響特性について オンキョウトクセイ		On the Acoustic Characteristics of Probe Tubes		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデコウガッカ		副手 フクシュ		瀨谷浩一郎
山崎　憲
 ヤマザキケン

		5		2		reserved-26567x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		軽元素のＸ線Ｋ吸収端 ケイゲンソセンキュウシュウタン		On the K-absorption edges of light elements		電気工学科
東北大学 デコウガッカトウホクダイガク				林　　威
林　保臣
 ハヤシイハヤシヤスオミ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		30％～40％Cobalt を含有するアルニコー8系磁石合金の磁性におよぼす熱処理の影響 ガンユウケイジシャクゴウキンジセイネツショリエイキョウ		Effects of Heat Treatments on Magnetic Properties of ALNICO-8 Type Magnet Alloys containing from 30 ｔo 40％ Cobalt		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
(現　株式会社リコー) デコウガッカデコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウゲンカブシキガイシャ				山本達治
塩谷勝喜
移川欣男
松本冬彦

 ヤマモトタツジシオヤカツキワタルカワヨロコオトコマツモトフユヒコ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		石灰系材料による関東ロームの安定処理（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セメント添加による混合度と強度 セッカイケイザイリョウカントウアンテイショリテンカコンゴウドキョウド		On the Stabilization of Kanto-loam with CaO-system Materials （Report 1）           
Effect of Cement added and Degrec of on Stength of stabilized Soils		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠
 コンノマコト

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		都市河川の流量について
－東京都神田川筋の上流の場合－ トシカセンリュウリョウトウキョウトカンダガワスジジョウリュウバアイ		On the Discharge Characteristics in Cities
－The Case of the Upper Kanda River,Tokyo City－		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉
 カミヤサダキチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		フィルダム盛立材料の長期浸漬試験の設定 セイリツザイリョウチョウキシンヅケシケンセッテイ		Arrangement of Immersion Test of Materials used Variaus Parts of Fill Dam		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカド				神谷貞吉
今野　誠
羽田　実
 カミヤサダキチコンノマコトハネダミノル

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		ヘドロに対するアルミナセメントの影響度 タイエイキョウド		The Effect of Alumina Cement on “Hedoro”		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				河合糺茲
柳内睦人
山本高義
 カワイヤマモトタカヨシ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物の曲げ応力について（第1報） コンゴウブツマオウリョクダイホウ		About the Bending Stress of Asphalt Mixture （Report 1）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造
 ホシノヨシヒサクリタニカワユウヅクリ

		5		2		reserved-26567x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		日本大学生産工学部の実験室水路についての報告 ニホンダイガクセイサンコウガクブジッケンシツスイロホウコク		Report on the Laloratory Channel in the College of Industrial Technology Nihon University		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクドコウガッカドコウガッカ		講師（専任扱い） コウシセンニンアツカ		三浦　晃
西川　肇
遠藤茂勝
 ミウラアキラニシカワハジメエンドウシゲルマサル

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		木材パルプに対する超音波処理による影響について モクザイタイチョウオンパショリエイキョウ		The Effect of the Ultrasonic Waves Treament on Wood Pulps		工業化学科
 コウギョウカガクカ				大木　喬
海老原富与吉
 オオキタカシエビハラフヨキチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		Hot-Dipped-Aluminium被覆の（灰銑および白く銑）の高温における耐酸化性と耐成長性について ヒオオウハイセンハクセンコウオンタイサンカセイタイセイチョウセイ		Resistivity to Oxidation and Growth at High Temperature of Hot-Dipped Aluminium Coated Cast Iron		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				駒津義明
安藤正信
 コマツヨシアキアンドウマサノブ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		日本大学生産工学部50ｃｍ×50ｃｍ□ゲチンゲン型角風洞について ニホンダイガクセイサンコウガクブカタカドフウドウ		On 50㎝×50cm Ｇoｔｔｉｎｇｅｎ Type Wind Tunnel		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				住友国保
今淵正恒
 スミトモコクホイマフチセイツネ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		シンチレーション・カウンターを使った気球搭載用宇宙線検出器 ツカキキュウトウサイヨウウチュウセンケンシュツキ		Ｓｃｉｎｔｉｌｌａｔｉｏｎ Ｃｏｕｎｔｅｒｓ ｆｏｒ Cosmic Ray Detection		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				玉井英次
境　孝祐
湖上晨一
成田信男
小倉紘一
 タマイエイジサカイタカシユウナリタノブオオグラコウイチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究－Ⅱ
単純圧力室型水上走行ACVの試作と性能試験（その1） コガタケンキュウタンジュンアツリョクシツカタスイジョウソウコウシサクセイノウシケン		Experimental Research of Air Cushion Vehicle-Ⅱ
Testing of the Simple Plenum Chamber ACV．Part1		一般教育 キョウイク				三野正洋
 サンノマサヒロ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		小型ＡＣＶ（ホバークラフト）の研究－Ⅲ
側壁型ＡＣＶの試作と試験（その2） コガタケンキュウソクヘキガタシサクシケン		Experimental Research of Air Cushion Vehicle-Ⅲ
Testing of Side Wall ACV. （Part 2）		一般教育
理工学部電気工学科 キョウイクリガクブデンキコウガッカ				三野正洋
遠田豊彰
 サンノマサヒロエンダユタカアキラ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		石油アスファルトからのカルボン酸類の分離 セキユサンルイブンリ		Isolation of Carboxylic Acids in Asphalt		一般教育
相模原市立旭中学校
一般教育 キョウイクサガミハラシリツアサヒチュウガッコウイキョウイク		助手

 ジョシュ		中島豊比古
菅名文弘
田野辺親人
 ナカシマトヨヒコスガナフミヒロタノベ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		着水衝撃荷重に関する研究 チャクスイショウゲキニジュウカンケンキュウ		On the Water‐Landing Load of the Two Dimensional Bodies		機械工学科 キコウガクカ				坂井卓爾
 サカイタクジ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		衝撃振動減衰器に関する研究 ショウゲキシンドウゲンスイウツワカンケンキュウ		On the Performance of Impact Vibration Dampar		機械工学科
機械工学科
神林鉄工所株式会社 キコウガクカキコウガクカカミハヤシテッコウショカブシキガイシャ				池田　健
坂井卓爾
神林晃一
 イケダケンサカイタクジカンバヤシコウイチ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		プラスチック材料の丸棒に関する疲労特性（第3報） ザイリョウマルボウカンヒロウトクセイダイホウ		On Fatigue Properties of the Plastic Round Bar（3）		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガクカキコウガクカキコウガクカ				松宮興作
石井　進
藤田　優
 マツミヤキョウサクイシイススムフジタユウ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		最近の新しい永久磁石材料について サイキンアタラエイキュウジシャクザイリョウ		On the New Permanent Magnet of Late		電気工学科
電気工学科 デコウガクカデコウガクカ				山本達治
宮島　毅
 ヤマモトタツジミヤシマツヨシ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		水中照明に関する基礎研究 スイチュウショウメイカンキソケンキュウ		Basic Study on Lighting of the Underwaters		電気工学科 デコウガクカ		助手 ジョシュ		大谷義彦
 オオタニヨシヒコ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第4報）
－電源側高調波の抑制（1）－ イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウデンゲンソクコウチョウハヨクセイ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method（Ⅳ）
－The Reduction of the Higher Harmonics Appeared in the Source Side（1）－		電気工学科
電気工学科 デコウガクカデコウガクカ				尾形秀人
愛澤忠良

 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		日本のロックフィルダムの展望 ニホンテンボウ		A View of Rock-fill Dams in Japan		土木工学科 ドコウガクカ				神谷貞吉
 カミヤサダキチ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		射出成形による高分子材料の劣化（第1報）
スチレン樹脂およびメタアクリル樹脂 シャシュツセイケイコウブンシザイリョウレッカダイホウジュシジュシ		The Degradation of the Repeatedly Injection-Molding Polymer Materials I
Polystyrene and Polymethylmethacrylate		工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ				三宅良彦
平田光男
岩井信次
 ミタクリョウビコヒラタミツオイワイシンジ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		高イオン強度における高分子電解質の電気泳動 コウキョウドコウブンシデンカイシツデンキエイドウ		Electrophoresis of Polyelectrolyte in Solutions of High Ionic Strength		工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ				国府田悦男
平田光男
岩井信次
 コクフタエツオトコヒラタミツオイワイシンジ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		従業員の態度変容に関する調査研究（第1報） ジュウギョウインタイドヘンヨウカンチョウサケンキュウダイホウ		A Study of Attitude Change of Employees （part 1）		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カコウガクカカコウガクカカコウガクカ		副手 フクシュ		三浦智徳
秋山典史
小田部明
 ミウラトモノリアキヤマノリフミオタベアキラ

		5		1		reserved-26383x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		人間工学に関する諸問題 ニンゲンコウガクカンショモンダイ		Some Industrial Problems from the Human Engineering Point of View		管理工学科 カコウガクカ				大久保堯夫
 オオクボタカオット

		5		1		reserved-26383x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		電位差適定法による重質石油留分中の弱酸，微弱酸の定量 デンイサテキテイホウジュウシツセキユリュウブンジュウジャクサンビジャクサンテイリョウ		Determination of Weak Acid and Very Weak Acid in Petroleum Fractions by Potentiometric Titration		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人
 ナカシマトヨヒコタノベオヤヒト

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		Meigen反応によるCaCO3 Polymorphの呈色機構 ハンノウテイイロキコウ		CaCO3 Staining  Mechanism in Meigen's Reaction		一般教育 キョウイク		助手 ジョシュ		中島豊比古
 ナカシマトヨヒコ

		5		1		reserved-26383x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		微生物の生産する生物活性物質（Ⅰ）
Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｎｏｔａｔｕｍ 2FG1 の生産する　Xanthocillin　Xについて ビセイブツセイサンセイブツカッセイブッシツセイサン		Bioactive Substances Produced by Microorganisms （Ⅰ）
On Xanthocillin X from Penicillium Notatum 2FG1		一般教育 キョウイク				関根　宏
 セキネヒロシ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		南極昭和基地上空の低エネルギー宇宙線の観測 ナンキョクショウワキチジョウクウテイウチュウセンカンソク		The Observation of Low Energy Cosmic Ray Particles above Syowa Station，Antarctica		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイク				玉井英次
境　孝祐
成田信男
小倉紘一
湖上晨一
 タマイエイジサカイコウスケナリタノブオオグラコウイチコジョウアシタ１

		5		1		reserved-26383x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		アルミナイズド鋼に関する研究（第3報）
－著者指導による代表的利用例とその背景をなす理論－ コウカンケンキュウダイホウチョシャシドウダイヒョウテキリヨウレイハイケイリロン		Research on Hot-Dipped-Aluminized Steel
Some practical applications and their theoretical background (No.3)		一般教育 キョウイク				駒津義明
 コマツヨシアキ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		梱包材料の力学的解析 コンポウザイリョウリキガクテキカイセキ		Dynamical Analysis of Packing Materials		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				住友国保
今淵正恒
 スミトモコクホイマフチマサツネ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		GEM･ACVの分類に関する一考察 ブンルイカンイチコウサツ		A Study of Grouping about GEM・ACV		一般教育 キョウイク				三野正洋
 サンノマサヒロ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		マラカイトグリーンによる水銀（Ⅱ）の吸光度定量化 スイギンスヒカリタビテイリョウカ		Spectrophotometric Determination of Mercury （Ⅱ） with Malachite Green		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				新井信正
石原義博
 アライシンセイイシハラヨシヒロ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		車輪駆動型ACVの試作　その1 シャリンクドウカタシサク		Testing of the Wheel Drived Air Cushion Vehicle PART 1		青山学院大学理工学部物理学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
一般教育
理工学部電気工学科 アオヤマガクインダイガクリコウガクブブツリガッカアオヤマガクインダイガクリコウガクブキカイコウガッカイキョウイクリコウガクブデンキコウガッカ				益田　洋
加藤満知子
高島昭寛
殿倉英次
駒谷幸雄
三野正洋
遠田豊彰
 マスダヨウマチコトノクラエイジコマタニサチオサンノマサヨウエンダユタカアキラ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		SSTD法による金の原子核分裂の研究についての一考察 ホウキンゲンシカクブンレツケンキュウイチコウサツ		A Device for Study of High Energy Fissions in Au Nuclei		一般教育物
マカレスター大学 キョウイクブツダイガク				玉井英次
Ｊａｍｅｓ Ｈ.Ｒｏｂｅｒｔｓ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		自動車用バンパの安全性に関する基礎研究（第1報）　
（帯板ステイによる実験） ジドウシャヨウアンゼンセイカンキソケンキュウダイホウタイイタジッケン		Fundamental Study of the Safety on Automotive Bumper                                 （1st Report，Experiment by Flat Bar Stay)		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				杉村敏夫
千種顕正
 スギムラトシオチグサアキマサ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		水平管路における川砂混相液の流動抵抗と管内濃度について スイヘイカンロカワスナコンソウエキリュウドウテイコウカンナイノウド		Pressure Drop and Actually Presented Consentration of a Sand Mixture Flowing along a Horizontal Pipe		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカキコウガクセンコウ				寺田　進
上野博之
小室歳一
 テラダススムウエノヒロユキコムロサイイチ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第3報） イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method（Ⅲ）		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛沢忠良
 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		簡易無響室の試作について カンイムキョウシツシサク		On the Newly Built Small Anechoic Chamber		電気工学科
電気工学専攻
マイクロ精機株式会社
日本グラモフォン株式会社 デコウガッカデコウガクセンコウセイキカブシキカイシャニホンカブシキガイシャ		修士課程？年

 シュウシカテイネン		瀨谷浩一郎
山崎　憲
功刀晴俊
斎藤　洋
 ヤマザキケンクヌギハルトシサイトウヒロシ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		Ａｌｎｉｃｏ‐8系磁石合金の磁気的性質と帯溶融条件について ケイジシャクゴウキンジキテキセイシツオヨウユウジョウケン		On Conditions of Zone Melting and Magnetic properties of Alnico-8 Magnet Alloy		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガクカ				山本達治
塩谷勝喜
移川欣男
 ヤマモトタツジシオヤカツヨシウツシカワヨシオ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		造成斜面の損傷の考察 ゾウセイシャメンソンショウコウサツ		Study on Damages of Artificial Slopes		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				神谷貞吉
今野　誠
豊島信拓
 カミヤサダキチコンノマコトトヨシマシンツブセ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		石炭処理による関東ロームの物理的性質 セキタンショリカントウブツリテキセイシツ		On the Reaction of Kanto-loam with Lime		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				神谷貞吉
今野　誠
豊島信拓
 カミヤサダキチコンノマコトトヨシマシンツブセ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		変断面Ⅰ桁における応力分布状況の解析 ヘンダンメンケタオウリョクブンプジョウキョウカイセキ		Analysis of the Stress Distributional State on a Variable Ⅰ-Beam		土木工学科 ドコウガッカ		副手 フクシュ		木田哲量
 キダテツリョウ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物の凍結融解後の疲労について（第1報） コンゴウブツトウケツユウカイゴヒロウダイホウ		About the Fatigue of Asphalt Mixture after We Test the Freezing-Fusion Test （Report 1）		土木工学科 ドコウガッカ				栗谷川裕造
 クリヤガワユウヅクリ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		人工軽量コンクリートにおける遠心力締固め試験 ジンコウケイリョウエンシンリョクジマリカタシケン		On Compacting Concrete of Expanded Shale Lighte Weight Aggregate by Centrifugal Method		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
河合糺茲
柳内睦人
 サカイツヨシカワイタダシココ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ダブルプロジェクターＤＰ‐1について		On the Double Projecter DP-1		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
西川　肇
藤井寿生
 サカイツヨシニシカワハジメフジイヒサオ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		坂川の洪水調査 サカカワコウズイチョウサ		Flood Investigation of SAKA‐Ｒｉｖｅｒ		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				三浦　晃
西川　肇
 ミウラアキラニシカワハジメ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		学習と心身反応 ガクシュウシンシンハンノウ		The Relationship between Learning Procedures and Psycho‐physiological Reaction		管理工学科 カコウガッカ				大久保堯夫
 オオクボタカオット

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		一次宇宙線中の低エネルギーＬ核及びＭ核粒子の観測 イチジウチュウセンチュウテイカクオヨカクリュウシカンソク		Observation on Low‐Energy Light and Medium Nuclei in The Primary Cosmic Radiation		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				玉井英次
成田信男
 タマイエイジナリタノブオ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		小型ＡＣＶ（ホバークラフト）の研究-Ⅰ
側壁型ＡＣＶの試作と性能試験 （その1） コガタケンキュウソクヘキカタシサクセイノウシケン		Experimental Research of Air Cushion Vehicle-Ⅰ
Testing of Side Wall ACV. Part １		一般教育
理工学部電気工学科 キョウイクリガクブデンキコウガクカ				三野正洋
遠田豊彰
 サンノマサヒロエンダトヨアキ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ｎ-ｐ残留相互作用の質量数依存性 ザンリュウソウゴサヨウシツリョウスウイゾンセイ		Mass Number Dependence of Neutron and Proton Residual Interaction		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				百木悟郎
佐々木潔
 モモキゴロウササキキヨシ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		アルミナイズド鋼発達の歴史
－特にその初期の課程調査－ コウハッタツレキシトクショキカテイチョウサ		Research on Hot‐Dipped Aluminized Steel Concerning Historical Review （No.２）		一般教育 キョウイク				駒津義明
 コマツヨシアキ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		4サイクルディーゼル機関の絞り運転における機関性能の変化に関する研究 キカンシボウンテンキカンセイノウヘンカカンケンキュウ		Study of the 4 cycle diesel enigine throttle running		機械工学科
株式会社長谷川鉄工所 キコウガッカカブシキガイシャハセガワテッコウショ				杉村敏夫
長谷川正敏
 スギムラトシオットハセガワセイビン

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		水平管路における川砂混相液の固体粒子群の抗力係数について スイヘイカンロカワスナコンソウエキコタイリュウシグンコウリョクケイスウ		Drag Coefficient of solid particles in a Sand Mixture Flowing along a Horizontal Pipe		機械工学科
機械工学科
機械工学科　　　　 キコウガッカキコウガッカキコウガッカ				寺田　進
上野博之
小室歳一
 テラダススムウエノコムロトシカズ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		プラスチック材料の丸棒に関する疲労特性（第2報） ザイリョウマルボウカンヒロウトクセイダイホウ		On  Fatigue Properties of the Plastic Round Bar (2)		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				松宮興作
石井　進
 マツミヤコウサクイシイスス

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第2報） イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method (Report 2)		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛澤忠良
 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		電力の需要と資源のバランス デンリョクジュヨウシゲン		Balance of Demands and Resources of Electiric Power		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉
 カミヤサダキチ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		粒状体のせん断に関する一実験 リュウジョウタイダンカンイチジッケン		Effects of Grain Size and Grading on the Shearing Behavieur of Granular Materials		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠
 コンノマコト

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		常時微動の性質と建築物の震害との関係 ジョウジビドウセイシツケンチクブツシンガイカンケイ		Relations between the characteristics of microtremors and the earthquake damege of buildings		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカケコウガッカ		副手
副手
教授 フクシュフクシュキョウジュ		山邊克好
川村政史
金井　清
 カワムラマサシカネイキヨシ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		建築物設計用風圧力の歴史的変換 ケンチクブツセッケイヨウフウアツリョクレキシテキヘンカン		Transition of wind pressure values used for building design		建築工学科 ケコウガッカ		教授 キョウジュ		亀井　勇
 カメイイサ

		4		1		reserved-25991x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		風の垂直分布を考慮せる角柱の風圧に関する研究 カゼスイチョクブンプコウリョカクチュウフウアツカンケンキュウ		Study of wind pressure with vertical distribution on model-scale buildings		建築工学科 ケコウガッカ		教授 キョウジュ		亀井　勇
 カメイイサ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		砂層のせん断振動に関する実験
－その1　乾燥砂の場（第1報）－ スナソウダンシンドウカンジッケンカンソウスナバ		Shear vibration of dry sand layes (1)		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケコウガッカケコウガッカケコウガクセンコウ		副手
助教授
 フクシュジョキョウジュ		川村政史
宗　正敏
浜保文雄
 カワムラマサシソウマサビンハマホフミオ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		三次元構成尺度による企業における従業員態度の実証的研究 サンジゲンコウセイシャクドキギョウジュウギョウインタイドジッショウテキケンキュウ		A Field Study of Employee Attitudes by the Three Dimensions Scale		管理工学科 カコウガッカ				三枝幹夫
 サエグサミキオ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		一次宇宙線の中の低エネルギーHe同位元素 イチジウチュウセンナカテイドウイゲンソ		Isotopic Composition of Low Energy Helium Nuclei in Primary Cosmic Rays		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				玉井英次
成田信男
境　孝祐
 タマイエイジナリタノブオサカイコウスケ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		水平管路における川砂混相液の流動抵抗と，管内正味体積濃度について スイヘイカンロカワスナコンソウエキリュウドウテイコウカンナイショウミタイセキノウド		Pressure Drop and Net Consistency in a Sands Mixture Flow along a Horizontal Pipe		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				寺田　進
上野博之
 テラダススムウエノヒロユキ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		摩擦溶接に関する研究（第2報）
－S35C材の溶接条件と機械的性質について－ マサツヨウセツカンケンキュウダイホウザイヨウセツジョウケンキカイテキセイシツ		Study on the Friction Welding （Report 2）
－Effects of welding condition on mechanical properties of friction welding carbon steal S35C－		機械工学科 キコウガッカ				時末　光

 トキスエヒカル

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		強制空冷火花点火機関の燃焼最高圧変動に関する実験 キョウセイクウレイヒバナテンカキカンネンショウサイコウアツヘンドウカンジッケン		An Experiment on Peak Pressure Variations in the Forced Air-cooled Spark-Ignition Engine		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				西野　宏　
中浜耕平
 ニシノヒロシナカハマコウヘイ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		有限長媒質が負荷された超音波振動子に対する一考察 ユウゲンチョウバイシツフニチョウオンパシンドウコタイ1コウサツ		A Note on the Acoustic Resonator Loaded with Finite Medium		機械工学科 キコウガッカ				森　康彦
 モリヤスヒコ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第1報） イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method （Report Ⅰ）		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛澤忠良
 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		耐アーク材料
－燐酸塩結合，石綿成型板－ タイザイリョウリンサンエンケツゴウセキメンセイケイイタ		The Improvement of the Arc Chute Insulater 
－The Molded Arc Chute Plate Combined by the Phosphate－		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛澤忠良
 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		音響管中の強力音場に関する二，三の実験 オンキョウカンチュウキョウリョクオトバカン2サンジッケン		A Few Phenomena about the Intense Sound Wave Field in an Aconstic Tube		電気工学科
電気工学科
理工学部電気工学科 デコウガッカデコウガッカリコウガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
坂本　滋
川村雅恭
 サカモトシゲルカワムラマサキョウ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		低Si-Al-Fe系センダスト合金の磁気特性，ならびに加工に関する研究（第1報）
 －磁性におよぼす磁場処理の影響－ テイケイゴウキンジキトクセイカコウカンケンキュウダイホウジセイジバショリエイキョウ		Study on the Magnetic Propeties and Working of Sendust Alloy Containning Low Si-Al-Fe Content(Ⅰ) 
－On the Effect of Magnetic Fild Treatment on its Magnetic Propeties－		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガッカ				山本達治
塩谷勝喜
横地弓夫
 ヤマモトタツジシオヤカツヨシヨコチユミオ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		立方体内面上の照度測定
－内面に正反射成分が含まれる場合－ リッポウタイナイメンジョウショウドソクテイナイメンセイハンシャセイブンフクバアイ		Measurement of Distribution of the Illumination on the Inside Surface of Cube
－Effect of Specular Surface－		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山内基海
磯村　稔
 ヤマウチモトウミイソムラミノル

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		フォト・デンシトメーターによる重一次宇宙線の電荷の決定 ジュウイチジウチュウセンデンカケッテイ		Electric Charge Identification of Heavy Primary Cosmic Rays by ａ Photo Densitoimeter		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイク				玉井英次
小倉紘一
坪松　学
成田信男
境　孝祐
 タマイエイジオグラコウイチツボマツマナブナリタノブオサカイタカヒロ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		気球搭載用低エネルギー一次宇宙線測定器 キキュウトウサイヨウテイイチジウチュウセンソクテイキ		Balloonborne Instrument for Low Energy Primary Cosmic Ray Measurements		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイク				玉井英次
境　孝祐
湖上晨一
成田信男
小倉紘一
坪松　学
 タマイエイジサカイタカヒロコガミシンイチナリタノブオオグラコウイチツボマツマナブ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		有機質火山灰土の安定処理について（第2報） ユウキシツカザンバイドアンテイショリダイホウ		On  the Stabilization of Humic Ash Soils (Report 2)		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉
 カミヤサダキチ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		片持梁式擁壁の断面形状について カタモチハリシキヨウカベダンメンケイジョウ		Über die Schnittformen von den  Winkelstützmauern		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガクカ				神谷貞吉
今野　誠
 カミヤサダキチコンノマコト

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		脚柱の下部が地盤の中に入っている二層式ラーメンの一解析法（第1報） アシバシラカブジバンナカハイニソウシキ１カイセキホウダイホウ		An Analysis of Double Rahmen with the lower part of Pier under the Ground (Report １)		土木工学科 ドコウガッカ		副手 フクシュ		木田哲量
 キダテツリョウ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		内水流出解析に関する一研究 ウチミズリュウシュツカイセキカンイチケンキュウ		Study on Runoff Analysis in Landside		土木工学科 ドコウガッカ				西川　肇
 ニシカワハジメ

		3		2		reserved-25841x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		正測関数の歪曲性について マサハカリカンスウワイキョクセイ		On Distortion Theoremes		統計学科 ガッカ				渡辺昌三
 ワタナベショウゾウ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		ポーラスグラファイトに含浸させたプラスチックのアプレーション効果について ガンシンコウカ		Experimental Resarch on Ablation Cooling of Porous Graphite Penetrated by Plastic		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				池田　健
坂井卓爾
 イケダケンサカイタクジ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		静荷重による小型クランクシャフトの応力分析 セイニジュウコガタオウリョクブンセキ		Stress Analysis of Small-sized Crankshaft by Static Load		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				杉村敏夫
千種顕正
 スギムラトシオチクサアラワマサ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		プラスチック材料の丸棒に関する疲労特性（第1報） ザイリョウマルボウカンヒロウトクセイダイホウ		On Fatigue Properties of the Plastic Round Bar（Ⅰ）		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				松宮興作
石井　進
 マツミヤコウサクイシイススム

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		スパーキャビティションプロペラの設計と性能について（第1報） セッケイセイノウダイホウ		The Design and Performance of Supercavitating Propellers		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				松岡康光
住友国保
 マツオカヤスミツスミトモコクホ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		フレックスウイングの風圧分布について フウアツブンプ		Pressure Distribution of Flex-Wing		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				松岡康光
住友国保
 マツオカヤスミツスミトモコクホ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		フレックスウイングの実験と実用化について ジッケンジツヨウカ		Research and Application of Flex Winｇ		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				松岡康光
住友国保
 マツオカヤスミツスミトモコクホ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		原子炉内熱中性子束分布の均一化について ゲンシロナイネッチュウセイコタバブンプキンイツカ		On the Uniform Distributions of Thermal Neutron Flux of Nuclear Chain Reactors		電気工学科 デコウガッカ				斎藤勝巳
 サイトウカツミ

		3		1		reserved-25624x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		空中強力音波による乾燥 クウチュウキョウリョクオンパカンソウ		The Drying by Aerial Intense Sound Wave		電気工学科
理工学部電気工学科 デコウガッカリガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
川村雅恭
 カワムラマサヤス

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		高圧水銀ランプの瞬時再点灯について コウアツスイギンシュンジサイテントウ		On the Instant Restart of High Pressure Mercury Vapour Lamps		電気工学科
電気工学科
アポロン音楽工業株式会社 デコウガッカデコウガッカオンガクコウギョウカブシキガイシャ		助手
 ジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
後藤省二
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコゴトウショウジ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		空中超音波を警報装置に応用するための基礎実験 クウチュウチョウオンパケイホウソウチオウヨウキソジッケン		Basic Experiment for Application of Ultrasonic Wave in the Air to an Alarm Device		電気工学科 デコウガッカ				古阪荘一朗
 イニシエサカショオイチアキラ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		Alnico　8系磁石合金の磁性におよぼす微量添加元素Biの影響 ケイジシャクゴウキンジセイビリョウテンカゲンソエイキョウ		Effects of Bi Addition on Magnetic Properties of Alnico 8-Type Magnet Alloy		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカ				山本達治
塩谷勝喜
移川欣男
 ヤマモトタツジシオヤカツヨシウツシカワヨシオ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		関東ローム層におけるベーンせん断試験について カントウソウダンシケン		On the Vane Shear Test at Kanto Loam Beds		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠
 コンノマコト

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		有機質火山灰土の安定処理について ユウキシツカザンバイドアンテイショリ		A Suggestion on Stabilization of the Humic Ash Soil		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉
 カミヤサダキチ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		総武線西船橋駅付近の土質
－とくにセン断抵抗の現地測定値について－ ソウブセンニシフナバシエキフキンドシツダンテイコウゲンチソクテイチ		On the State of Sedimentary Soil and the Shearing Resistance in-Situ Near Nishi-Funabashi Station		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				神谷貞吉
今野　誠
 カミヤサダキチコンノマコト

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		強風時における変動風速の水平方向の相関 キョウフウジヘンドウフウソクスイヘイホウコウソウカン		Horizontal Correlation of Fluctuating Wind Velocities in High Winds		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				塩谷正雄　
岩谷祥美
 シオヤマサオイワタニサチミ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		強風時における変動風速の鉛直成分 キョウフウジヘンドウフウソクエンチョクセイブン		On the Vertical Components of Turbulent Wind Velocities in High Winds		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				塩谷正雄
黒羽圀夫　　
 クロハネクニオ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		ポリハロゲン化銅－フタロシアニンの合成について カドウゴウセイ		On the Synthesis of Polyhalogenated Copperphthalocyanine		工業化学科
理工学部工業化学科
工業化学科
理工学部工業化学科 コウギョウカガクカリガクブコウギョウカガクカコウギョウカガクカガクブコウギョウカガクカ				芝宮福松 
横手正夫
清水史彦
小倉功一
 シバミヤフクマツヨコテマサオシミズシヒコオグラコウイチ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		ポリエチルメタクリレートへの水の拡散 ミズカクサン		Diffusion of Water in Poly（ethylmethacrylate）		工業化学科
工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ				岩井信次
平田光男
三宅良彦
天満和男
 イワイシンジヒラタミツオミアケヨシヒコアマミツカズオ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		人間関係における相互適応（いわゆる「相性」）の研究
 －文献を中心とした考察－ ニンゲンカンケイソウゴテキオウアイショウケンキュウブンケンチュウシンコウサツ		A Study on the Mutual Adjustment in Inter-Personal Relations
－A Review on the Previous Studies－		管理工学科 カコウガッカ				三枝幹夫
 サエグサミキオ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		生産工学の担当分野 セイサンコウガクタントウブンヤ		Sphere of Industrial Technology		機械工学科
理工学部 キコウガッカリガクブ		教授
助教授 キョウジュジョキョウジュ		杉村敏夫
岩井義人
 スギムラトシオイワイヨシト

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		材料の捩りにおける二，三の考察 ザイリョウヨジ23コウサツ		A Few Consideration about the Torsion Test of the Metal		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				浅川廣一
谷川武司　　
 タニカワタケシ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		超音波流速計の理論および試作，実用化について チョウオンパリュウソクケイリロンシサクジツヨウカ		Theory of Current Meter Ultra Sonic and Application		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				松岡康光
住友国保
 マツオカヤスミツスミトモコクホ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		管状炉による超音波乾燥について カンジョウロチョウオンパカンソウ		On the Ultra Sonic Drying by Tunnel Dryer		電気工学科
電気工学科
理工学部電気工学科
理工学部電気工学科 デコウガッカデコウガッカリガクブデンキコウガッカリガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
笠松将雄
山根宏之
川村雅恭
 カサマツマサオヤマネヒロユキカワムラマサキョウ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		センダスト合金磁性薄膜の保磁力について ゴウキンジセイハクマクホジリョク		On the Coercive Forces of Thin Sendust-Alloy Films		電気工学科
電気工学科
大学院理工学研究科 デコウガッカデコウガッカダイガクインリコウガクケンキュウカ				山本達治
河邑啓太
原　高明
 ヤマモトタツジカワムラケイタハラタカアキ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		日本大学津田沼キャンパスの土質について ニホンダイガクツダヌマドシツ		On the Soil of the Nihon University Campus at Tsudanuma		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				神谷貞吉
今野　誠
 カミヤサダキチコンノマコト

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		消波のりおおいブロックに関する実験的考察 ショウハカンジッケンテキコウサツ		Experimental Consideration on Revetment Block for Wave Breaking		理工学部土木工学科
技研興業株式会社，総合技術研究所
土木工学科
大学院理工学研究科 リガクブドボクコウガッカギケンコウギョウカブシキガイシャソウゴウギジュツケンキュウショドコウガッカダイガクインリコウガクケンキュウカ		副手
 フクシュ		久宝雅史
多賀一允
遠藤茂勝
大橋一彦
 クボウマサフミタガカズミツエンドウシゲカツオオハシカツヒコ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		熱処理した関東ロームの性質の変化 ネツショリカントウセイシツヘンカ		Changes in Mineralogical Properties of Kanto-Loam Caused by Heating High Temerature		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガクカ				星野佳久
河合糺茲
栗谷川裕造
 ホシノヨシヒサカワイレイココクリヤガワユウヅクリ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		即製グリースの製法およびその製品の性状（Ⅰ） ソクセイセイホウセイヒンセイジョウ		Manufacturing Method of Instant Grease and itｓ Properties (Ⅰ)		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ				大木　喬
海老原富与吉
 オオキタカシエビハラフヨキチ

		2		2		reserved-25293x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		アルミナイズド鋼の研究（第1報）
－主としてその合金層について－ コウケンキュウダイホウシュゴウキンソウ		Research on Hot-Dｉｐｐｅｄ Aluminized Steel Especially on Questions Concening Alloy Layer (Ⅰ)		一般教育 キョウイク				駒津義明
 コマヅヨシアキ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		形式言語について ケイシキゲンゴ		On a Formal Language		統計学科 ガッカ				中村　昭
 ナカムラアキラ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		摩擦溶接に関する研究（第1報） マサツヨウセツカンケンキュウダイホウ		Study on the Friction Welding (Report １)		機械工学科 キコウガッカ				時末　光
 トキスエヒカル

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		ガスタービンの面積流速算出表について メンセキリュウソクサンシュツヒョウ		Chart for Fluid‐ｖelocity and Cross‐sectional Area of the Gas Turbine		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				西野　宏
中浜耕平
 ニシノヒロシナカハマコウヘイ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		ダストコアにスリット加工を施し，インダクタンスの変化を拡大する方法 カコウホドコヘンカカクダイホウホウ		How to Improve Inductance Sweep Width Using Dust Core with Slit		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガクカ				石橋泰雄
大倉清一
 タイオオオクラセイイチ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		シンクロ電機による製材機の歩出し量について デンキセイザイキホダリョウ		On the Thickness Setting of Wooden Plate in Sawing Machine Using Synchro‐Machine		電気工学科
田中機械製作所         デンキコウガッカタナカキカイセイサクショ				石橋泰雄
田中孝典
 タイオタナカタカノリ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		音波乾燥の機構について オンパカンソウキコウ		On the Mechanism of Sonic Drying		電気工学科
理工学部電気工学科 デンキコウガッカリコウガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
川村雅恭
 カワムラマサキョウ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		本学講堂の電気設備改修設計について ホンガクコウドウデンキセツビカイシュウセッケイ		The Plan for the Improvement of the Electric Facilities in Nihon University's Main Hall		電気工学科 デコウガッカ				古阪荘一郎
 コサカソウイチロウ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		雲の反射の研究 クモハンシャケンキュウ		The Reflection‐ratio of the Cloud		土木工学科 ドコウガッカ				岡本但夫
 オカモトタダオ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		コンクリートの打継ぎ許容時間の推定方法 ウツキョヨウジカンスイテイホウホウ		The Method of Estimation of Allowable Time for Jointing of Successive Layers of Concrete		短期大学部工科
建築工学科
短期大学部工科 タンキダイガクブコウカケコウガッカタンキダイガクブコウカ				松井嘉孝
笠井芳夫
横山　清
 マツイヨシタカ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		抹香鯨油脂肪酸の潤滑グリースへの応用 マッコウクジラアブラシボウサンジュンカツオウヨウ		Application of Sperm Oil Fatty Acids to Lubricating Greases		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカ				大木　喬
田丸義久
 オオキタカシタマルヨシヒサ

		2		1		reserved-25018x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		Tm型PBIB配置の一構成法について カタハイチイチコウセイホウ		A Method of Construction of PBIB Designd of Tm Type		統計学科 ガッカ				池田貞雄
 イケダサダオ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		実確率分布の漸近的同等性の理論と応用（Ⅰ） ジツカクリツブンプススムキンテキドウトウセイリロンオウヨウ		Theory of Asymptotic Equivalance of Real Probability Distributions and its Application (Ⅰ)		統計学科 ガッカ				池田貞雄
 イケダサダオ

		2		1		reserved-25018x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		Binary　VectorのHamming　Weightについて		A Note on the Hamming Weight of Binary Vectors		統計学科 ガッカ				池田貞雄
 イケダサダオ

		2		1		reserved-25018x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		欠測値がチャンス機構によって生ずるものとするモデルの定式化について
－乱塊法の場合－ ケツソクチキコウショウテイシキカランカタマリホウバアイ		Formulation of a Model Containing a Chance Mechanism According to which Observations Are Missed
The Randomized Block Design		統計学科
N.Y大学 ガッカダイガク				小川潤次郎
Ｂ.Ｓ.パステルナック
 ショウカワジュンジロウ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		ある種のプロシジャのＬ.Ｆ.Ｃ.についての注意 シュチュウイ		Note on Least Favorable Configuration of Some Procedure		統計学科 ガッカ				小笠原基泰
 オガサワラモトハタ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		有限状態離散型マルコフ決定過程のアルゴリズムについて ユウゲンジョウタイリサンガタケッテイカテイ		On the Algorithm on Discrete Markovian Decision Processes with Finitely Many States		統計学科 ガッカ				坂本武司
 サカモトタケシ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		独立性の検定統計量の一般的漸近分布
（ステップ・ダウン法の場合） ドクリツセイケンテイトウケイリョウイッパンテキゼンキンブンプホウバアイ		Nonnull Asymptotic Distributions of Test Statistics for Multiple Independence in the Step-Dｏｗｎ Case		統計学科 ガッカ				塩谷　実
 シオヤミノル

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		電子計算機による計算上の注意 デンシケイサンキケイサンジョウチュウイ		Note on the Computation by Electronic Degital Computer		統計学科 ガッカ				藤原長司
 フジワラチョウジ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		アルミニウムダイカストの強度に関する研究 キョウドカンケンキュウ		Study on Strength of Aluminium Die-casting		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキコウガッカ				青木顕一郎
朝比奈敏勝
 アオキケンイチロウアサヒナビンカツ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		高純度アルミニウム板の圧接機構について コウジュンドバンアツセツキコウ		The Study on Pressure Welding of High Pure Aluminium Sheets		機械工学科 キコウガッカ				勝田基嗣
 カツタモトツグ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		試作工程から量産工程への移行に関する実験報告 シサクコウテイリョウサンコウテイイコウカンジッケンホウコク		Performance of Trial Process for planning to Mass Production		機械工学科 キコウガッカ				時末　光
 トキスエヒカル

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		グロスタータ設計上の二，三の問題について セッケイジョウニサンモンダイ		Problems in the Designing of Glow Starter		電気工学科 デンキコウガッカ				藤原義輝
 フジワラヨシテル

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		昼光率の測定について ヒルコウリツソクテイ		On the Measurment of Daylight-Factor		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデコウガッカ		副手 フクシュ		藤原義輝
大谷義彦
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		不飽和砂質土のセン断特性 フホウワスナシツドダントクセイ		The Properties of the Shear Strength on Unsaturated Sandy Soils		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠
 コンノマコト

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		弗素イオン水処理法の開発 フッソミズショリホウカイハツ		Development of the New Method of Water Treatment by Electrolysis of Fluoride Chemical		土木工学科
理工：習志野校舎物理教室
理工：習志野校舎物理教室
理工：習志野校舎物理教室
理工：習志野校舎物理教室
都立工業高等専門学校 ドコウガッカリコウナラシノコウシャブツリキョウシツリコウリコウリコウ				金井昌邦
湖上晨一
佐藤剛一
三野正洋
佐藤　博
三森照彦
 カネイマサクニコガミシンイチサトウゴウイチサンノマサヒロサトウヒロシミモリテルヒコ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		人工軽量コンクリートの遠心力締固め試験 ジンコウケイリョウエンシンリョクシメガタシケン		Compaction Test of Centrifugal Force of Lightweight Concrete		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
竹内十三男
上野秋朗
 サカイツヨシタケウチトミオウエノアキロウ

		1		2		reserved-24740x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		新潟地震の火災 ニイガタジシンカサイ		Fire Following Earthquake in NIIGATA（June  16 1964）		建築工学科 ケコウガッカ				亀井幸次郎
 カメイコウジロウ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		クサドウ（Orizaceae　Elmus　Mollis　Trin）に関する研究－1　　　　　　　　　　　　　　                     　　クサドウのパルプ化について カンケンキュウカ		Studies on Kusado-Ⅰ
Studies on Kusado(Orizaceae Elmus Mollis Trin) as Resource of Pulping		工業化学科
日本粧材工株式会社
理工学部工業化学科 コウギョウカガクカニホンショウザイコウカブシキガイシャリコウガクブコウギョウカガクカ				海老原富与吉
斎藤　健
工藤憲資
 エビハラフヨキチサイトウケンクドウケンシ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		オリゴプロピレンとホルムアルデヒドとの反応 ハンノウ		The Thermal Addition of Formaldehyde to Oligopropylene		工業化学科
工業化学科
理工学部工業化学科      コウギョウカガクカコウギョウカガクカリガクブコウギョウカガクカ				平井長一郎
佐々木保之
松本太郎
 ヒラセイチョウイチロウササキホコレマツモトタロウ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		自動車運転者の生心理的諸反応 ジドウシャウンテンシャセイシンリテキショハンノウ		Studies on the Effect of Traffic and Road Conditions on Drivers’ Mental Strain		管理工学科 カコウガッカ				近藤　武
 コンドウタケシ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		某社における従業員態度の調査研究 ボウシャジュウギョウインタイドチョウサケンキュウ		A Field Study of Employee Attitude in a Certain Factory		管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカ				三枝幹夫
三浦智徳
 サエグサミキオミウラトモノリ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		多目標管理モデルとそのプログラミング タモクヒョウカンリ		Multiple-Goal Control Model and Its Programming		管理工学科 カコウガッカ				野本千秋
 ノモトチアキ

		1		2		reserved-24740x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		部分釣合型ブロック配置の分散分析について ブブンツリゴウカタハイチブンサンブンセキ		On the Analysis of Partially Balanced Incomplete Block Designs in the Regular Case		統計学科
大阪市立大経済学部 ガッカオオサカシリツダイケイザイガクブ				小川潤次郎
石井吾郎
 ショウカワジュンジロウイシイゴロウ

		1		2		reserved-24740x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		二次元における順序統計量 ニジゲンジュンジョトウケイリョウ		Order Statistics in Two-Dimensions		統計学科 ガッカ				塩谷　実

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		Random　Combined　Fractional　Factorial　Design　に関する１考察 カンコウサツ		On the Random Combined Fractional Design		統計学科 ガッカ				宮川　強
 ミヤカワツヨシ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		全油圧式切替弁・リレー弁を用いた全油圧応用回路 ゼンユアツシキキリカエベンベンモチゼンユアツオウヨウカイロ		On the Applied Oil Hydraulic Circuit using oil Pressure Selector and Relay Valve Operational by only Hydraulic Control System		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				清田　 清
大内増矩
 キヨダキヨシオオウチゾウツネ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		深絞り加工における固体潤滑剤の効果 フカシボカコウコタイジュンカツザイコウカ		Solid Lubricants for Deep Drawing of Sheet Metals		機械工学科 キカイコウガクカ				浅川廣一

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		強力空中音波による乾燥 キョウリョククウチュウオンパカンソウ		The Drying by Airborne Intense Sound Wave		電気工学科
理工学部電気工学科       デンキコウガッカリコウガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
川村雅恭
 カワムラマサヤス

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		マスコンクリートに高炉セメント使用に関する研究 コウロシヨウカンケンキュウ		Experimental Studies on Portland Blost-Furnace Cement Concrete for Mass Concrete		土木工学科 ドコウガッカ				堺　　毅
 サカイツヨシ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		人工軽量骨材コンクリートの諸性質について ジンコウケイリョウコツザイショセイシツ		For the Properties of Artificial Lightweight Concrete		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
竹内十三男
上野秋朗
 サカイツヨシタケウチトミオウエノアキロウ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		原水爆と国土防衛 ゲンスイバクコクドボウエイ		On the defence of land against nuclear bombs		土木工学科 ドコウガッカ				岡本但夫
 オカモトタダオ

		1		1		reserved-24492x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		地震災害の人心に及ぼす影響 ジシンサイガイジンシンオヨエイキョウ		Psychological Influence by Earthquake Disaster		建築工学科 ケコウガッカ				亀井幸次郎
 カメセイコウジロウ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		Ｐ－トルエン・スルホアマイド樹脂に関する研究 ジュシカンケンキュウ		Studies on P-Toluenesulfoamide Resins		工業化学科 コウギョウカガクカ				大木　喬
 オオキタカシ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		システム理論序説とワシントン大学グループのシステム理論 リロンジョセツダイガクリロン		The prologue of the Theory of Systems and the Systems Concepts by the Group at the University of Washington		管理工学科 カコウガッカ				中西　勉
 ナカニシベン

		1		1		reserved-24492x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		薄膜型サビ止メ油剤の試験法に関する統計的考察（第1報）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          －サビ止メ油剤に関する品質管理の1問題として－ ハクマクガタドユザイシケンホウカントウケイテキコウサツダイホウドユザイカンヒンシツカンリモンダイ		Statistical Consideration on the Results of Testing Methods of Film-Type Rust-preventive Oils
－As one of the Qulity Control Problems of Rost Preventive Oils （Part 1）－		管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカ				後藤健一
菅原誠之助

 ゴトウケンイチスゲハラセイノスケ

		1		1		reserved-24492x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		正則対称なTm型のPBIBDの存在の必要条件 セイソクタイショウカタソンザイヒツヨウジョウケン		A Necessary Condition for the Existence of Regular and Symmetrical PBIB Designs of Tm Type		統計学科 ガッカ				小笠原基泰
 オガサワラモトハタ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		指数分布のスケール・パラメータを若干個の標本Ｐ分点を用いて推定する場合の最適配置について シスウブンプジャッカンコヒョウホンブンテンモチスイテイバアイサイテキハイチ		On the Optimum Spacings for the Estimation of the Scale Parameter of an Exponential Distribution Based on Sample Quantiles		統計学科
統計学科 ガッカトガッカ				小川潤次郎
宮川　強
 ショウカワジュンジロウミヤガワツヨシ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		釣合い型不完備型配置（BIBD）に於ける無作為化について ツリアカタフカンビカタハイチオムサクイカ		On the Randomization in Balanced Incomplete Block Design		統計学科 ガッカ				宮川　強
 ミヤガワツヨシ
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		巻 カン		号 ゴウ		発行年月日 ハッコウネンゲツヒ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題  ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属    　　    チョシャショゾク		資格 シカク		著者  チョシャ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		繰返し引張衝撃における変形 クカエヒパショウゲキヘンケイ		Extension of Impact Tensile Test		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカコウガクセンコウ		副手
 フクシュ		浅川廣一
高橋清造
片山欣弥
 タカハシセイゾウカタヤマキンヤ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		各種金属薄板の二次成形性 カクシュキンゾクハクイタニジセイケイセイ		Reformability Sheet Metals		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカコウガクセンコウ		副手
 フクシュ		浅川廣一
高橋清造
千葉　満
 チバミツル

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		立体角投射率の一算定法について リッタイカクトウシャリツイチサンテイホウ		On a Method for Calculating the Sky Factor		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		藤原義輝
大谷義彦
山家哲雄
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコヤマイエテツオ

		10		2		reserved-28479x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		超音波と水霧による排煙の軽減 チョウオンパスイキリハイエンケイゲン		Reduced on Smog by Ultrasonic and Water Mist		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				中根偕夫
瀨谷浩一郎
 ナカネトモオット

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		レムニスケート曲線の測設に関する一研究 キョクセンソクセツカンイチケンキュウ		A Study on the Setting of Lemniscate Curve		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		堺　　毅
藤井寿生
工藤勝輝
 サカイタケシフジイトシオクドウマサルテル

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		日本大学生産工学部の流出実験装置 ニホンダイガクセイサンコウガクブリュウシュツジッケンソウチ		A watershed experimentation system of the college of industrial technology of Nihon Univ.		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				三浦　晃
西川　肇
坪松　学
宮城守人
 ミウラアキラニシカワハジメツボマツマナミヤギモリト

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		透過性構造物の波高伝達率の推算について トウカセイコウゾウブツハタカデンタツリツスイサン		The Computations of Transmission Coefficient on Permeable Breakwaters		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝
 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究（第3報） タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		専任講師
助手 センニンコウシジョシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
菊地義之
三村俊之
 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシキクチヨシユキミムラトシユキ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		12CaO・7Al2O3の合成におけるPbO,Cu2O,ZnOの影響とその水和特性 ゴウセイエイキョウスイワトクセイ		The Effects of PbO,Cu2O and ZnO on Synthesis of 12CaO･7Al2O3 and the Properties of Hydration		短期大学部工科
理工学部
理工学部
工業化学専攻 タンキダイガクブコウカリコウガクブリガクブコウギョウカガクセンコウ				菅野雅史
露木尚光
宮川継男
笠井順一
 カンノマサシツユキナオコウミヤガワツオトコカサイジュンイチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		設計部門の省力化に関するG･Tの導入方法について セッケイブモンショウリョクカカンドウニュウホウホウ		On a method of introduction to G.T for saving manpower in a field of design		管理工科
管理工科
管理工科 カコウカカコウカカコウカ				倉林良雄
谷原　齊
塗谷紘宣
 クラバヤシヨシオタニハラヒトヌリタニヒロセン

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		マルコフ再成過程によるシステム解析とコンピュータDUPLEX SYSTEMの信頼度解析 サイセイカテイカイセキシンライドカイセキ		System Analysis by Markov Renewal Processes and Reliabllity Analysis of Computer Duplex System		管理工学科
計算機センター カコウガッカケイサンキ				倉林良雄
菅澤喜男
 クラバヤシヨシオスガサワヨシオ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		WC-Co系超硬合金の研究
特にシリカの結合効果 ケイチョウカタゴウキンケンキュウトクケツゴウコウカ		Research on the Superhard Alloy of WC-Co Series
Especially，on Binding Effect of Silica		工業化学科
一般教育 コウギョウカガクカイキョウイク				大倉幸雄
駒津義明
 オオクラサチオコマツヨシアキ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		厚膜化SnO2ガスセンサ
－誘電的諸性質－ アツマクカユウデンテキショセイシツ		SnO2-Based  Gas Sensor Used Thick Film Technology
－Dielectric Properties－		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 デコウガクセンコウイッパンキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク		研究生



 ケンキュウセイ		福世裕久
新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉
 フクセユウヒサニッタマサヨシカネフサシンジタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		厚膜化SnO2ガスセンサ
（Ⅱ）疎水性シリカゾルの効果 アツマクカソスイセイコウカ		SnO2-Based Gas Sensors Used Thick Film Technology
 （Ⅱ） The Effects of Hydrophobic Silica-sol		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　　　 デコウガクセンコウイキョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク		博士前期課程？年



 ハカセゼンキカテイネン		長坂　崇
新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉
 ナガサカタカシニッタマサヨシカネフサシンジタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		一酸化炭素用SnO2：ThO2厚膜ガスセンサ イッサンカタンソヨウアツマク		SnO2-ThO2 Thick-Film Gas Sensors as CO-Gas		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		SnO2：ThO2ガス検出素子の温度特性（Ⅱ） ケンシュツソシオンドトクセイ		Temperature Characteristics of SnO2：ThO2 Gas Detectors（Ⅱ）		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 デコウガクセンコウイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				大谷晴一
新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉
 オオタニセイイチニッタマサヨシカネフサシンジタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		SnO2：ThO2ガス検出素子の発振現象（Ⅱ） ケンシュツソシハツブルイゲンショウ		Oscillation Phenomena of SnO2：ThO2 Gas Sensors（Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		摩擦圧接継手の疲れ強さに関する研究（第1報）
－炭素鋼S15Cについて－ マサツアツセツケイテツカヅヨカンケンキュウダイホウタンソコウ		Study on the fatigue strength of friction welded joints（1st Report）
(In the case of carbon steals S15C)		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		助手 ジョシュ		時末　光
加藤数良
 トキスエヒカカトウカズリョウ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		ベーン型真空ポンプのとじ込み油圧低減について カタシンクウコユアツテイゲン		Reduction of the Oil Pressure at Dead Space In Rotary-Vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				氏家康成
西野　宏
 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		Fe-Si-Al-Ni系新高透磁率合金“Super　Sendust”の磁気的並びに物理的性質と薄板製磁気ヘッドの耐摩耗性 ケイシンタカトオルジリツゴウキンジキテキナラブツリテキセイシツウスイタセイジキタイマモウセイ		On Magnetic and Physical Properties of Newly Developed High Permeability Alloy “Super Sendust” in the Fe-Si-Al-Ni System and its Abrasivity of Magnetic Head		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山本達治
移川欣男
 ヤマモトタツジウツカワキンオトコ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		Fe-Si-Al-N系新高透磁率合金“Super　Sendust”の磁歪 ケイシンタカトオルジリツゴウキンジヒズミ		On the Magnetriction of a New High Permeability Magnetic Alloy “Super Sendust” in the Fe-Si-Al-Ni System		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山本達治
移川欣男
 ヤマモトタツジウツカワキンオトコ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		Fe-Rh系合金の熱磁気特性におよぼすCoの添加ならびに熱処理の影響 ケイゴウキンネツジキトクセイテンカネツショリエイキョウ		Effect of Co Addition and Heat Treatment on Thermomagnetic Properties in the Fe-Rh System Alloys		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガッカ		助手 ジョシュ		山本達治
移川欣男
蒔田鐵夫
 ヤマモトタツジウツカワキンオトコマキタ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		超音波による噴霧と強力音場による排煙軽減の実験 チョウオンパフンムキョウリョクオトバハイエンケイゲンジッケン		Reduced on Aerosols by Ultrasonically Produced Water Mist and Aerial Intense Sound		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				中根偕夫
瀨谷浩一郎
 ナカネトモオット

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		各種ブロック積防波堤の波高伝達に関する研究 カクシュセキボウハテイハタカデンタツカンケンキュウ		Studies on Wave Transmission Through Various Shapes of Breakwater of the Artificial Concrete Blocks for Wave Breaking		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝
 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		三角節形杭の力学的性質に関する研究 サンカクフシカタクイリキガクテキセイシツカンケンキュウ		The Study on Statics Characters of Triangle Pile with Knobs		土木工学科
土木工学科
土木 工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
竹内十三男
越川茂雄
 サカイツヨシタケウチトミオコシカワシゲルオス

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		情報チャンネル理論とマルコフ　Z-変換による意思決定について ジョウホウリロンヘンカンイシケッテイ		On a Decision Making by Information Channel Theory and Markov Z Transformation		管理工学科
計算機センター
中小企業振興事業団情報調査部 カコウガッカケイサンキチュウショウキギョウシンコウジギョウダンジョウホウチョウサブ				倉林良雄
菅澤喜男
小島　工
 クラバヤシヨシオスガサワヨシオコジマコウ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		衝動的購買行動についての研究（1）
－パーソナリティとの関係を中心として－ ショウドウテキコウバイコウドウケンキュウカンケイチュウシン		The Study of the Impulse Purchasing Behavior（1）
－An Analysis of  its Relation Topersonality－		管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカ				三枝幹夫
秋山典史
 サエグサミキオアキヤマテンシ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		COガス用SnO2：ＴｈＯ2センサーにおよぼすシリカゾルの影響 ヨウエイキョウ		The Effects of Silica-sol on SnO2：ThO2 as CO Gas Sensor		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				兼房慎二
新田正義
星野和子
武田義章
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシホシノカズコタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		SnO2：ThO2のCOガス吸着による発振現像 キュウチャクハッシンゲンゾウ		Oscillation Phenomenon of SnO2：ThO2 with Chemisorbed CO Gas		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
兼房慎二
星野和子
武田義章
原留美吉
 ニッタマサヨシカネフサシンジホシノカズコハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		厚膜化SnO2ガスセンサ
（Ⅰ）ガス検出特性 アツマクカケンシュツトクセイ		SnO2 Based  Gas Sensor Used Thick Film Technology 
(Ⅰ) Gas Detective Properties		電気工学専攻
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 デコウガクセンコウキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク		博士前期課程？年



 ハカセゼンキカテイネン		長坂  崇
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉
 ナガサカタカシカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		SnO2：ThO2ガス検出素子の抵抗－温度特性 ケンシュツソシテイコウオンドトクセイ		Resistance-Temperature Characteristics of SnO2：ThO2 Gas Detectors		電気工学専攻
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 デコウガクセンコウキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク				大谷晴一
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉
 オオタニセイイチカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		SnO2：VO2系焼結体の負性抵抗効果 ケイショウケツタイフセイテイコウコウカ		Negative Resistance Effect in Polycrystalline Ceramics SnO2：VO2 System		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 デコウガクセンコウキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク				古河内良一
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉
 コガナイリョウイチカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		市販厚膜抵抗体の物理的，電気的特性　 シハンアツマクテイコウタイブツリテキデンキテキトクセイ		Physical and Electrical Properties of Commercial Thick Film Resistors		理工学部短大工科
一般教育
一般教育 リガクブタンダイコウカイキョウイクイキョウイク				米山元昭
武田義章
原留美吉
 ヨネヤマモトアキタケダハラルミキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		高安定厚膜抵抗体（Ⅱ）		High Stable Thick Film Resistors （Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イキョウイクキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク				武田義章
兼房慎二
星野和子
新田正義
原留美吉
 カネフサシンジホシノカズコハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		MnCl2･2H2Oの4T（D2g）励起状態の光スペクトル
－常磁性領域－ レイキジョウタイヒカリジョウジセイリョウイキ		Optical Spectra of 4T2g（D） Excited State of MnCl2･2H2O
－Para Phase－		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イキョウイクキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク				星野和子
新田正義
武田義章
兼房慎二
原留美吉
 カネフサシンジハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		大気境界層の研究（Ⅰ）
不安定成層時における安定度パラメータについて タイキキョウカイソウケンキュウフアンテイシゲルソウジアンテイド		The Study of Atmospheric Boundary Layer （1）
: on the Stability Parameter under the Unstable Condition		一般教育 イキョウイク				山田信夫
 ヤマダノブオ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		微生物の生産する生物活性物質（Ⅱ）
植物生長調整物質145αについて		Bioactive Substance Produced by Microorganisms（Ⅱ）
On 145α,a Plant-growth Regulating Substance		一般教育 イキョウイク				関根  宏
 セキネヒロシ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		クリスタルバイオレットによる微量チオシアン酸イオンの吸光光度定量法		Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Thiocyanate with Crystal Violet		一般教育
工業化学専攻
一般教育 イキョウイクコウギョウカガクセンコウイキョウイク				新井信正
野沢辰雄
石原義博
 アライシンセイノザワタツオイシハラヨシヒロ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		設計製図における教育的効果への一考察 セッケイセイズキョウイクテキコウカイチコウサツ		An Examination for Some Training Effects on the Mechanical Design and Drawing		一般教育
管理工学科
一般教育 イキョウイクカコウガッカイキョウイク				住友国保
塗谷紘宣
今淵正恒
 スミトモクニホヌタニヒロセンイマフチマサツネ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		希土類－コバルトＲＣｏ5型金属間化合物による鋳造磁石の磁気的性質について キツチルイカタキンゾクカンカゴウブツチュウゾウジシャクジキテキセイシツ		On the Magnetic Properties of Cast Magnet due to the Rare Earth-Cobalt Intermetallic Compound RCo5		電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
(現　富士通)
電気工学専攻
(現　埼玉大学理工学部) デコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウゲンフジツウコウガクセンコウゲンサイタマダイガクリコウガクブ				山本達治
宮島　毅
丸山志津夫

高松　彰

 ヤマモトタツジミヤジマツヨシマルヤマシズオタカマツアキラ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		希土類－コバルト金属間化合物Ｒ5Ｃｏ19の磁気異方性 キツチルイキンゾクカンカゴウブツジキイホウセイ		Magnetic Anisotropy of Rare Earth-Cobalt Intermetallic Compounds R5Co19		電気工学科
電気工学専攻
(現　埼玉大学理工学部)
電気工学科 デコウガッカデコウガクセンコウゲンサイタマダイガクリコウガクブデコウガッカ				宮島　毅
高松　彰

山本達治

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		Nd2Co7金属間化合物単結晶の磁性 キンゾクカンカゴウブツタンケッショウジセイ		Magnetic Behavior of Intermetallic Compound Nd2Co7 Single Crystal		電気工学科
電気工学専攻
(現　埼玉大学理工学部)
電気工学科 デコウガッカデコウガクセンコウゲンサイタマダイガクリコウガクブデコウガッカ				宮島　毅
高松　彰

山本達治　

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波による煙霧質の凝集（Ⅱ）
（主に塩化アンモニューム煙，タバコの煙） キョウリョククウチュウチョウオンパエンムシツギョウシュウシュエンカケムリケムリ		On Agglomeration of Aerosols by Means of Aerial Intense Ultrasoundwave（Ⅱ）
(Using Specimen：NH4Cl Smoke,Tabacco Smoke)		電気工学科
ウエストバージニア大
電気工学科 デコウガッカダイデコウガッカ				中根偕夫
大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 ナカネトモオットオオツカテツロウ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		透過性構造物の波高伝達に関する研究 トウカセイコウゾウブツハタカデンタツカンケンキュウ		A Study on Wave Transmission Through the Permeable Structures		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　彰 
遠藤茂勝
 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究　第二報 タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイニホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウドコウガクセンコウ		専任講師
副手

修士課程
修士課程 センニンコウシフクシュシュウシカテイシュウシカテイ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
沖野善治郎
大西俊明
今林敏明
 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		下水汚泥の肥料への利用について
（遅郊性肥料として検討） ゲスイオデイヒリョウリヨウチキョウセイヒリョウケントウ		Application of sewage sludge as fertilizer
(disscussion as later effective fertilizer)		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				金井昌邦
大木宜章
 カネイマサシホウオオキギショウ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物の細粒部について
（細粒部の粒度分布が与える影響） コンゴウブツサイリュウブサイリュウブリュウドブンプアタエイキョウ		A Study on the Fine Gained Material of Asphalt Mixture
(The Effect of Fine Grained Material on Grading Distribution)		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドボクコウガクセンコウ				星野佳久
栗谷川裕造
遠藤　茂
萩原芳彦
 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウエンドウシゲハギワラヨシヒコ

		9		2		reserved-28119x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		病院におけるコンピュータ　アプリケーションと在庫供給管理および所有物管理 ビョウインザイコキョウキュウカンリショユウブツカンリ		Hospital Computer Applications and Inventory Supply Control and Property Control		管理工学科
計算機センター カコウガッカケイサンキ				倉林良雄
菅澤喜男
 クラバヤシヨシオスガサワヨシオ

		9		2		reserved-28119x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		高安定厚膜抵抗体（1） コウアンテイアツシマクテイコウタイ		Higher Stable Thick Film Resistors（1）		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉
 タケダヨシアキカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（5）　ガス選択特性に対するThO2の影響 ケンシュツソシセンタクトクセイタイエイキョウ		Gas Detector（5） The Effect of ThO2 on the Selective Detection		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉
 ニッタマサヨシ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		大気乱流の風向に沿った方向の空間的性質について タイキランリュウカザムソホウコウクウカンテキセイシツ		On the spatial structures atomospherec turbulence along the wind direction		一般教育
一般教育
電子計算機室 キョウイクイキョウイクデンシケイサンキシツ				岩谷祥美
塩谷正雄
黒羽圀夫
 イワタニショウミシオヤマサオクロハネクニオット

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		大気乱流の横方向の空間スペクトル タイキランリュウヨコホウコウクウカン		Lateral space spectrum in atmospheric turbulence		一般教育 イキョウイク				岩谷祥美　

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		マラカイトグリーンによる水銀（Ⅱ）の吸光々度定量化（続報） スイギンスヒカリタビテイリョウカゾクホウ		Spectrophotometric Determination of Mercury （Ⅱ） with Malachite Green （Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育　　 キョウイクイキョウイクイキョウイク				長沢和子
新井信正
石原義博
 ナガサワカズコアライノブマサイシハラヨシヒロ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルトの酸化と物性に関する研究（第2報）　
酸化によるアスファルト成分の構造変化とそのコロイド構造に及ぼす影響 サンカブツセイカンケンキュウダイホウサンカセイブンコウゾウヘンカコウゾウオヨエイキョウ		Study on the Oxidation and the Physical Properties of Asphalt （Part 2)
The Structural Changes in Asphalt Constituents by Oxidation and the Effects of the Changes on the Colloidal Structure		一般教育
一般教育 イキョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人

 ナカジマトヨヒフルタノベオヤヒト

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルトの酸化と物性に関する研究（第3報）
アスファルトの粘性挙動と内部構造 サンカブツセイカンケンキュウダイホウネンセイキョドウナイブコウゾウ		Study on the Oxidation and the Physical Properties of Asphalt （Part 3）
The Viscous Behaviour and the Internal Structure of Asphalt		一般教育
一般教育 イキョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人
 ナカジマトヨヒフルタノベオヤヒト

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルトの酸化と物性に関する研究（第4報）
せん断および温度の変化による内部構造の破壊，回復 サンカブツセイカンケンキュウダイホウダンオンドヘンカナイブコウゾウハカイカイフク		Study on the Oxidation and the Physical Properties of Asphalt （Part 4）              
Breakdown and Reconstruction of Internal Structure with Changes in Shear Rate and Temperature		一般教育
工業化学専攻
一般教育 イキョウイクコウギョウカガクセンコウイキョウイク		助手

 ジョシュ		中島豊比古
海野　径
田野辺親人
 ナカジマトヨヒフルウミノケイタノベオヤヒト

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルトの酸化と物性に関する研究（第5報）
アスファルトの流動曲線とその応用 サンカブツセイカンケンキュウダイホウリュウドウキョクセンオウヨウ		Study on the Oxidation and the Physical Properties of Asphalt （Part 5）
Examination and Application of the Fluidity Curves of Asphalt		一般教育
一般教育 イキョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人
 ナカジマトヨヒフルタノベオヤヒト

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		高クロム鋼の被削性に関する研究 コウコウヒサクセイカンケンキュウ		Machinability of High Chromium Steel		機械工学科
機械工学専攻
(現　日本電気株式会社) キコウガッカキコウガクセンコウゲンニホンデンキカブシキガイシャ				時末　光
山室晶男

 トキスエヒカヤマムロショウオトコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		Fe-Co系合金の磁気的性質におよぼす磁界中冷却の影響 ケイゴウキンジキテキセイシツジカイチュウレイキャクエイキョウ		The Influence of Magnetic Field  Annealing  in  the Magnetic  Properties of Fe-Co-Alloys		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山本達治
移川欣男
 ヤマモトタツジウツカワキンオトコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		Fe-35％Co-V-Cr系合金“Superco”の熱処理による磁気的性質と硬度に就いて ケイゴウキンネツショリジキテキセイシツコウドシュウ		On the Magnetic Properties and Hardness due to heat treatment of Fe-35％Co-V-Cr Alloys “Superco”		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ				山本達治
移川欣男
 ヤマモトタツジウツカワキンオトコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		Fe-35％Co-Ｖ-Cr系合金“Superco”の磁気的および電気的性質におよぼす冷間圧延の影響 ジキテキデンキテキセイシツレイカンアツエンエイキョウ		The Influence of Cold Rolling due to Magnetic and Electrical Properties of Fe-35％ Co-V-Cr System Alloys “Superco”,		電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
(現　安立電機株式会社) デコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウゲンアダチデンキカブシキガイシャ				山本達治
移川欣男
林　昇策

 ヤマモトタツジウツカワキンオトコハヤシノボルサク

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		海洋環境下における硬化コンクリートの基礎研究 カイヨウカンキョウカコウカキソケンキュウ		The Study of Hardening Concrete by the Basls of Marine Environment		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				堺　　毅
河合糺茲
刈部和彦
 サカイタケシカワイタダシココカルベカズヒコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		捨石防波堤の伝達率に関する実験的研究 スイシボウハテイデンタツリツカンジッケンテキケンキュウ		Experimental Study on the Transmission Coefficient Which is the Ratio of the Transmitted Wave Height to the Incident Wave Height of the Robble-mound Breakwater		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝
 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究 タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカドボクコウガクセンコウコウガクセンコウ		専任講師
副手

修士課程
修士課程 センニンコウシフクシュシュウシカテイシュウシカテイ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
沖野善治郎
大西俊明
今村敏明
 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシオキノゼンジロウオオニシトシアキイマムラトシアキ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		任意形立体骨組の幾何学的非線形解析について
（その2，不動沈下の影響） ニンイカタリッタイホネグキカガクテキヒセンケイカイセキフドウチンカエイキョウ		On the Geometrical Nonlinear Analysis for the Ａｒｂｉｔｒａｒｙ Space Frames
（No.2, Effect of Unequal Sinking）		建築工学科
土木工学専攻 ケコウガッカコウガクセンコウ				向後豊次
大滝守彦
 コウゴトヨジオオタキモリヒコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		種々の条件下で電着されたフィルム抵抗 タネジョウケンカデンチャクテイコウ		The Film Resistance Electrodeposited under Diifferent Conditions		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカ				平田光男
岩井信次
 ヒラタミツオイワイシンジ

		9		1		reserved-27936x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		電子顕微鏡による生石灰の水和機構に関する研究 デンシケンビキョウセイセッカイスイワキコウカンケンキュウ		The Studies on Mechanism of hydration of Quicklime by Electron Microscopy		小野田セメント株式会社中央研究所
工業化学科 オノダカブシキガイシャチュウオウケンキュウショコウギョウカガクカ				下田正雄
笠井順一
 シモダマサオカサイジュンイチ

		9		1		reserved-27936x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		生石灰の膨脹硬化特性 ナマセッカイボウチョウコウカトクセイ		The Expansive, Hydraulic Characteristics of Quicklime		小野田セメント株式会社中央研究所
工業化学科 オノダカブシキガイシャチュウオウケンキュウショコウギョウカガクカ				下田正雄
笠井順一
 シモダマサオカサイジュンイチ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		液側律速におけるH-Na,H-Ca系のイオン交換速度
－かくはん槽による実験結果 エキガワリツソクケイコウカンソクドソウジッケンケッカ		Ion Exchage Rate of H-Na and H-Ca in the Region of Film Diffusion Control
－Experimental Results in Stirred Vessel		工業化学科 コウギョウカガクカ				赤羽政亮

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		厚膜サーミスタの試作 アツマクシサク		Thick Film Thermistors		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉
 タケダヨシアキカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		Low　Cost　厚膜抵抗体 アツマクテイコウタイ		New Low Cost Thick Film Resistors		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉
 タケダヨシアキカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の焼成機構 ヤセイキコウ		Sintering Mechanism of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
兼房慎二
星野和子
新田正義
原留美吉　
 ホシノカズコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		RuO2-Ag厚膜抵抗体　ＰａｒｔⅡ
：電気的特性と製作条件 デンキテキトクセイセイサクジョウケン		RuO2-Ag Thick Film Resistors
PartⅡ: Electrical Properties and Preparation Conditions		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉　　

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（3）SnO2：Ｎｂ検出特性におよぼす遷移金属の影響 ケンシュツソシケンシュツトクセイセンウツキンゾクエイキョウ		Gas Detector（3）SnO2：
Nb：The Effect of transition metal on the properties of the detective voltage		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				兼房慎二
新田正義
星野和子
武田義章
原留美吉

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（4）SnO2：Ｎｂ抵抗温度特性 テイコウオンドトクセイ		Gas Detector（4）SnO2：Nb Temperature dependence of resistance		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				新田正義
兼房慎二
星野和子
武田義章
原留美吉

		9		1		reserved-27936x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		一次元反強磁性体のマグノンサイドバンド イチジゲンハンツヨジセイタイ		Magnon Sideband of Linear Chain Antiferromagnets		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				星野和子
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		気球による宇宙線強度の｢ゆらぎ｣の観測 キキュウウチュウセンキョウドカンソク		Observation of Fluctuations in the Cosmic-Ray Intensity by Using Baloon		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
理化学研究所 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクリカガクケンキュウショ				境　孝祐
玉井英次
湖上晨一
加藤正人
小玉正弘
 サカイコウスケタマイヒデツグコジョウアシタ１カトウマサトコダママサヒロ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		大気乱流の2・3の統計量について タイキランリュウトウケイリョウ		A ｆｅｗ Statistical Values in Atmospheric Turbulence		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク				岩谷祥美
塩谷正雄
 イワタニショウミシオヤマサオ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		微量チオ硫酸塩の吸光々度定量法 ビリョウリュウサンエンスコウドテイリョウホウ		Spectrophotometric Determination of Trace Thiosulfate		一般教育　
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイキョウイクイキョウイク				長沢和子
新井信正
石原義博
 ナガサワカズコアライシンセイイシハラヨシヒロ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		イモ形ねじポンプ用特殊ねじのNC加工法の研究（その２） カタヨウトクシュカコウホウケンキュウ		Reseach on Cutting Methods for the Special Screws of IMO Type Screw Pump by means of NC Machining Process （Part ２）		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				清田　清
藤田　優
 キヨタキヨシフジタユウ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		上向き噴流水式製氷機の実験的研究 ウワムフンリュウスイシキセイヒョウキジッケンテキケンキュウ		Experimental Study of an ice cubes Machine spraying water up into the refrigerated cups		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガクカ				松宮興作
石井　進
野呂幸雄
 マツミヤコウサクイシイススノロユキオ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		消波ブロックのKD値に関する実験的考察 ショウハチカンジッケンテキコウサツ		Experimental Consideration on the KD，Coefficient of Stabillty，of Artificial Concrete Blocks for Wave Breaking		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師		三浦　晃
遠藤茂勝
 ミウラアキラエンドウシゲカツ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		鉄筋とコンクリートの付着強度試験方法に関する研究 テッキンフチャクキョウドシケンホウホウカンケンキュウ		On the method of bond test between Reinforced Concrete		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガクカ				堺　　毅
河合糺茲
 サカイツヨシカワイタダココ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		コンクリート用細骨材としての砕石砂の性質とその利用（その1） ヨウサイコツザイクダイシスナセイシツリヨウ		The Duality of manufactured Sand and its Use as a Fine Aggregate Concrete Use		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
竹内十三男
柳内睦人
 サカイツヨシタケウチトミオ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		アスファルト・コンクリート舗装の曲げに関する研究
－曲げ応力による舗装の破壊－ ホソウマカンケンキュウマオウリョクホソウハカイ		Study on Bending Stress of Asphalt Pavement
(Rupture of Pavement for Bending Stress)		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造
 ホシノヨシヒサクリヤカワユウゾウ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		交通機関の混乱が常時利用者に及ぼす影響 コウツウキカンコンランジョウジリヨウシャオヨエイキョウ		The Influence the Traffic Confusion on Commuters		土木工学科
土木工学科
東京都立田無工業高等学校建設科
土木工学科 ドコウガッカドコウガクカトウキョウトリツタナシコウギョウコウトウガッコウケンセツカドコウガッカ		専任講師

副手 センニンコウシフクシュ		岡本但夫
木田哲量
小島　透
阿部　忠
 オカモトタダオットキダテツリョウコジマトオルアベタダシ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		防災計画に関する一考察 ボウサイケイカクカンイチコウサツ		A Study on the Disaster Prevention Plan		土木工学科
土木工学科
土木工学科
東京都立田無工業高等学校建設科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカトウキョウ		専任講師
副手
 センニンコウシフクシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
小島　透　

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		エネルギー需給の問題点 ジュキュウモンダイテン		Some Problems on the Supply and Demand of Energy		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉
 カミヤサダキチ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		任意型立体骨組の幾何学的非線形解析について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その1　形状変化の影響） ニンイガタリッタイホネグキカガクテキヒセンケイカイセキケイジョウヘンカエイキョウ		On the Geometrical Nonlinear Analysis for the Arbitrary Space Frames
（No.１，Effect of Form's Change）		建築工学科
建築工学専攻 ケコウガッカケコウガクセンコウ				向後豊次
大滝守彦
 コウゴトヨジオオタキマモルビコ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		作業時の心身負担評価に関する人間的工学的研究 サギョウジシンシンフタンヒョウカカンニンゲンテキコウガクテキケンキュウ		Studies on the Psycho-Physiological Reactions of Drivers under Driving		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカカコウガッカ				大久保堯夫
青木通佳
堀江良典
 オオクボギョウオットアオキツウヨシホリエヨシノリ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		特装車による荷役作業の省力化 トクソウシャニヤクサギョウショウリョクカ		Rationalization of material handling by special constructed vehicles		管理工学科
管理工学専攻 カコウガッカカコウガクセンコウ		博士課程 ハクシカテイ		伊藤清和
若林敬造
 イトウキヨカズワカバヤシケイゾウ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		タスク・コンティンゼンシー・モデル
（組織管理の新展開） ソシキカンリシンテンカイ		A Task Contingency Model
（New Development of Organizations Administration）		管理工学科 カコウガッカ				野本千秋
 ノモトチアキ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（1）SnO2：V
ガス濃度に対する検出電圧特性 ケンシュツソシノウドタイケンシュツデンアツトクセイ		Gas Detector （1） SnO2：V 
: Properties of detective voltage for Gas concentration		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（2）SnO2：V
ＴＳＣカーブによる表面準位の考察 ケンシュツソシヒョウメンジュンイコウサツ		Gas Detector（2）SnO2：V 
Estimation of surface level from TSC		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉　

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		RuO2-Ag厚膜抵抗体
ＰａｒｔⅠ：物理的，科学的特性 コウマクテイコウタイブツリテキカガクテキトクセイ		RuO2-Ag Thick Film Resistors
Part.Ⅰ： Physical and Chemical Properties		一般教育 イキョウイク				武田義章

		8		2		reserved-27748x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		一次元磁性体に対する古典近似の有効性 イチジゲンジセイタイタイコテンキンジユウコウセイ		Validity of the Classical Approximation for One Dimensional Magnets		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				江原和子
新田正義
武田義章
原留美吉
 エバラカズコニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		汚泥処理に関する研究（安定化） オデイショリカンケンキュウアンテイカ		On a New Sludy ｏｆ Sludge Treat Ment （Sludge Stabilization）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				金井昌邦
大木宜章
 カネイマサシホウオオキギショウ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		高炉スラグを混和したセメント水ガラスグラウトの浸透性に関する研究 コウロコンワスイシントウセイカンケンキュウ		The Study on the Permeability of Cement, Slag and Sodium Silicate Grout		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
上野秋朗
山本高義
 サカイツヨシウエノアキロウヤマモトタカヨシ

		8		1		reserved-27478x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		金の原子核に高エネルギー窒素イオンを照射して出来る核分裂破片 キンゲンシカクコウチッソショウシャデキカクブンレツハヘン		Heavy Fragment Production Through the Interaction of High Energy Nitrogen Ions with Gold Nuclei		Pahlavi.U
Macelester.C
一般教育 イキョウイク				Ａ.Ｎ.Ｂｅｈｋａｍｉ
Ｊ.Ｈ.Ｒｏｂｅｒｔｓ
玉井英次
 タマイエイジ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		RuO2厚膜抵抗体
－組成と電気的特性－ アツマクテイコウタイソセイデンキテキトクセイ		Compositions and Electrical Properties of RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
新田正義
江原和子
原留美吉
 タケダヨシアキニッタマサヨシエバラカズコハラドメヨシキチ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		Bi添加RuO2厚膜抵抗体の製法および電気的特性 テンカアツマクテイコウタイセイホウデンキテキトクセイ		Perparation and Properties of Bi-Doped RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
新田正義
兼房慎二
原留美吉
 タケダヨシアキニッタマサヨシカネフサシンジハラドメヨシキチ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		厚膜印刷による（Cdx，Zn1－x）4SiS6の光伝導特性 アツマクインサツヒカリデンドウトクセイ		Photoconductive Properties of （Cdx，Zn1‐x）4 ＳｉS6 Thick Films		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
江原和子
武田義章
原留美吉

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		MnCl2・２Ｈ2Ｏの４Ｔ2ｇ（D）励起状態の光スペクトル レイキジョウタイヒカリ		Optical Spectra of ４T2g（D） Excited State of MnCl2･2H2O		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				江原和子
新田正義
武田義章

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		VO2を用いた新固体発振素子 モチシンコタイハッシンソコ		New Bulk Oscillation Devices by VO2 Crystals		工業化学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 コウギョウカガクセンコウキョウイク				加藤文夫
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉
 カトウフミオカネフサシンジ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		イモ形ねじポンプ用特殊ねじのNC加工法の研究 カタヨウトクシュカコウホウケンキュウ		Research on Cutting Methods for the Special Screws of  IMO Type Screw  Pump by Means of NC Machining Process		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				清田　清
藤田　優
 キヨタキヨシフジタユウ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		水平にある直線光源による影について スイヘイチョクセンコウゲンカゲ		On the Shadow by a Linear Light Source Kept in a Horizontal Position		電気工学科 デコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		大谷義彦
 オオタニヨシヒコ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		アスファルトの粘弾性について ネンダンセイ		A Study on the Viscoelastic of Asphalt		土木工学科
土木工学科
大成道路技術研究所 ドコウガッカドコウガッカタイセイドウロギジュツケンキュウジョ				星野佳久
栗谷川裕造
木下庄次
 ホシノヨシヒサクリヤカワユウゾウキノシタショウジ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		高炉スラグを混和したセメント水ガラスグラウトの基礎的研究 コウロコンワスイキソテキケンキュウ		Basic Research of Cement Sodium Silicate Grout Mixed Blast-Furnace Slag		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガクカ				堺　　毅
上野秋朗
山本高義
 サカイツヨシウエノアキロウヤマモトタカヨシ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		転圧試験機の試作について テンアツシケンキシサク		On the Device for Testing the Compaction by Roller		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				神谷貞吉
今野　誠
羽田　実
 カミヤサダキチコンノマコトハネダミノル

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		汚泥処理に関する研究（脱水） オデイショリカンケンキュウダッスイ		On a New Study of Sludge Treatment（Dehydration）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				金井昌邦
大木宜章
 カネイマサシホウオオキムベショウ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		鉄筋とコンクリートの付着試験 テッキンフチャクシケン		Bond Test for Reinforcing Steel		土木工学科 ドコウガッカ				河合糺茲
 カワイタダシココ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		内圧をうける鉄筋コンクリート圧力管の応力計算法と施工について ナイアツテッキンアツリョクカンオウリョクケイサンホウシコウ		On the Stress-Calculation and Excution of Reinforced Concrete Penstocks		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉
 カミヤサダキチ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		消波ブロックの粗度係数に関する実験的考察 ショウハソドケイスウカンジッケンテキコウサツ		Experimental Consideration on the Coefficient of Roughness of Artificial Block for Wave Breaking		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝　
 ミウラアキラエンドウシゲカツ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物の曲げ応力におよぼす温度の影響 コンゴウブツマオウリョクオンドエイキョウ		The Effect of Temperature on Bending Stress of Asphalt Mixture		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造
 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウ

		7		2		reserved-27297x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		流出現象の実験的研究 リュウシュツゲンショウジッケンテキケンキュウ		An Expermental Studies on the Runoff Phehomena		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドボクコウガッカ				三浦　晃
西川　肇
坪松　学
 ミウラアキラニシカワハジメツボマツマナブ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		高分子電解質の電位差滴定と電気泳動 コウブンシデンカイシツデンイサテキサダムデンキエイドウ		Potentiometric Titration and Electrophoresis of Polyelectrolytes		工業化学専攻
工業化学専攻
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクセンコウコウギョウカガクカコウギョウカガクカ				国府田悦男
伊藤政克
平田光男
岩井慎二
 コクフタエツオイトウマサカツヒラタミツオイワイシンジ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		単純指示板の周辺反力に就いて タンジュンシジバンシュウヘンハンリョクシュウ		On Shear Forces Acting Along the Edge of Simply Supported Plates		数理工学科
数理工学科 スコウガッカスコウガッカ				角田晃二
大澤慶吉
 ツノダコウジ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の新トリミング装置 コウマクテイコウタイシンソウチ		New Trimming Machine for Thick Film Resistors		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				兼房慎二
武田義章
原留美吉
 カネフサシンジタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		7		2		reserved-27297x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		厚膜抵抗体の安定性と劣化機構（Ⅱ）
－湿度試験－ アンテイセイレッカキコウシツドシケン		Stability and Deterioration Mechanism of Thick Film Resistors Part Ⅱ: Humidity Tests		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
新田正義
江原和子
原留美吉　
 ニッタマサヨシエバラカズコ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		厚膜技術によるVO2スイッチング素子 コウマクギジュツソシ		Preparation and Properties of VO2 Thick-Film Switching Devices		工業化学専攻
一般教育
一般教育
一般教育 コウギョウカガクセンコウイキョウイクイキョウイクイキョウイク				加藤文夫
新田正義
武田義章
原留美吉　
 カトウフミオ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		Cd4SiS6の光学的性質（4）（Cdx，Zn1-x）4SiS6の光伝導特性 コウガクテキセイシツヒカリデンドウトクセイ		Optical Properties of Cd4SiS6（4） Photoconductive Properties of （Cdx，Zn1-x）4 SiS6		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				新田正義
武田義章
江原和子
原留美吉

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		一次元反強磁性体TMMCの光スペクトルの原理 イチジゲンハンキョウジセイタイヒカリゲンリ		Optical Spectrum of Linear Chain Antiferromagnet Mechanism		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				江原和子
武田義章
新田正義
原留美吉

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		一次元反強磁性体TMMCの光スペクトル実験との比較 ジッケンヒカク		Optical Spectrum of Linear Chain Antiferromagnet （Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				江原和子
武田義章
新田正義
原留美吉

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		パルス・ジェットの2次空気の逆流に関する研究 ジクウキギャクリュウカンケンキュウ		A Study on the Secondary-Air Resuction of the Pulse Jet		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				西野　宏
氏家康成
 ニシノヒロシウジイエヤスナリ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		Ne-Heガスレーザ出力の振幅安定化について シュツリョクシンプクアンテイカ		Amplitude Stavilization of a Gaseous He-Ne Laser		電気工学専攻
（現 足利工業大学電気工学科）
電気工学科 コウガクセンコウゲンギョウガクデンキコウガッカデコウガッカ		修士課程

 シュウシカテイ		高柳建治

斎藤勝巳
 タカヤナギケンジサイトウカツミ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		土質・岩盤解析用弾性波測定器 ドシツガンバンカイセキヨウダンセイハソクテイキ		Ground Wave Analyzer		電気工学科 デコウガッカ				中村康平
 ナカムラコウヘイ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		従業員態度とTAT（絵画統覚検査）との関係についての一考察 ジュウギョウインタイドカイガトウカクケンサカンケイイチコウサツ		A Study of the Relationship between Employee Attitudes and TAT		管理工学科 カコウガッカ				秋山典史
 アキヤマノリフミ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		Ｃｄ4（Ⅳ）Ｓ6の発光特性及び光伝導特性 ハッコウトクセイオヨヒカリデンドウトクセイ		Photoluminescent Properties and Photoconductive Properties of Cd4（Ⅳ）S6		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				新田正義
武田義章
江原和子
原留美吉
 ニッタマサヨシタケダヨシアキエハラカズコハラドメヨシキチ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究-Ⅶ
側壁型ACVの試作と性能試験　その4 コガタケンキュウソクヘキガタシサクセイノウシケン		Experimental Reserch of Air Cushion Vehicle-Ⅶ
Testing of the Side Wall ACV. Part 4		一般教育
理工学部電気工学科 キョウイクリコウガクブデンキコウガッカ				三野正洋
遠田豊彰
 サンノマサヒロトオタトヨショウ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		車輪駆動型ACVの試作　その3 シャリンクドウガタシサク		Testing of the Wheel Drived Air Cushion Vehicle Part3		一般教育
理工学研究科
理工学部電気工学科 キョウイクリガクケンキュウカリコウガクブデンキコウガッカ				三野正洋
殿倉英次
遠田豊彰
 トノクラエイジ

		7		1		reserved-27113x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		窒化シリコン膜の誘電特性とその応用 チツカマクユウデントクセイオウヨウ		Dielectric Properties and Applications of Silicon Nitride Thin Films		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
新田正義
江原和子
原留美吉　

		7		1		reserved-27113x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		厚膜抵抗体の安定化と劣化機構（Ⅰ）
－温度試験－ コウマクテイコウタイアンテイカレッカキコウオンドシケン		Stability and Deterioration Machanism of Thick Film Resistors
－PartⅠ: Temperature Test－		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
新田正義
江原和子
原留美吉　

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		エドガー・アラン・ポオ論
－実在的見地から考察したエドガー・アラン・ポオについて－ ロンジツザイテキケンチコウサツ		An Essay on Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe Viewed From an Angle of Existential Philosophy		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄
 オカダミツオ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		第32回日本哲学会におけるシンポジウム
「宗教」に対する考察 ダイカイニホンテツガクカイシュウキョウタイコウサツ		My Point of View on “Religion” in the Symposium of the 32nd Philosophical Society of Japan				事務長 ジムチョウ		古田　晉
 フルタスス

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		高透磁率新合金“Super　Sendust”の磁気的性質 コウトウジリツシンゴウキンジキテキセイシツ		On Magnetic Properties of New High Permeability Alloy “Super Sendust”		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
八戸工業大学 デコウガッカデコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウハチノヘコウギョウダイガク				山本達治
塩谷勝喜
移川欣男
中村　務
横地弓男
 ヤマモトタツジシオヤカツキワタルカワヨロコオトコナカムラツトムヨコチユミオトコ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		送電鉄塔部材に使用する高張力鋼の座屈試験 ソウデンテットウブザイシヨウコウチョウリョクコウザクツシケン		Buckling Tests of High Tension Steel Column used as Stractural Members of Transmission Tower		土木工学部
新潟大学工学部 ドコウガクブニイガタダイガクコウガクブ				神谷貞吉
矢島基臣
 カミヤサダキチヤジマモトオミ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		水平スリット板による波の反射率，透過率に関する実験的考察 スイヘイイタナミハンシャリツトウカリツカンジッケンテキコウサツ		Experimental Consideration on Reflection and Transmission Coefficient of Surface Wave by Horizontal slit Barrier		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガクカ		講師（専任扱い） コウシセンニンアツカ		三浦　晃　
遠藤茂勝　
 エンドウシゲカツ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		関東ロームの乾燥過程における締固め特性について カントウカンソウカテイシガタトクセイ		On the Properties of the dry Kanto-Loam Compacted		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠
 コンノマコト

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		アスファルト塗装路面に於けるブリーディング現象報告（1） トソウロメンオゲンショウホウコク		Study of Bleeding with Asphalt Pavement （Report 1）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造
 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		弾性平板の剪断変形理論について ダンセイヘイバンハサダンヘンケイリロン		On the Theory of Transverse Shear Deformation for Elastic Plate		統計学科 トウケイガッカ				登坂宣好
 トサカセンヨシミ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		Ｐｄ-Ａｇ-Ｇｌａｓｓ 薄膜抵抗体 ハクマクテイコウタイ		Preparation and Properties of Pd-Ag-Glass Thin Films		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
新田正義
原留美吉　

		6		2		reserved-26932x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Mechanism of Resistance Change of Thick Film Resistor due to High Frequency Discharge Trimming and Stability of Resistance Value		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
新田正義
原留美吉　

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		Cd4SiS6の光学的特性（2）
（Ｚｎ1‐x　Ｃｄx）4ＳｉＳ6の発光特性 コウガクテキトクセイハッコウトクセイ		Optical Properties of Cd4SiS6（2）
 Luminescence Properties of （Zn１-x Cdx）4SiS6		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
武田義章
原留美吉　　

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		ブローイングによるアスファルトの性状および化学成分の変化 セイジョウカガクセイブンヘンカ		Change in General Properties and Chemical Constituents during Asphalt Blowing		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人
 ナカジマユタカヒコタノベオヤジン

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究-Ⅵ
側壁型と単純圧力室型の比較研究　その1 コガタケンキュウソクヘキガタタンジュンアツリョクシツカタヒカクケンキュウ		Experimental Reserch of Air Cushion Vehicle-VI
A comparative Study about the Side Wall and Plenum Chember ACV. part 1		一般教育 キョウイク				三野正洋

 サンノマサヒロ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		高マグネシウムを含むＡｌ合金板の降伏応力におよぼす粒度依存性について（第1報） コウフクゴウキンイタコウフクオウリョクリュウドイゾンセイダイホウ		Study on the relation between grain size and yield stress of Al alloy sheet including high Mg		機械工学科
機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカキコウガッカ		助手

 ジョシュ		青木顕一郎
菅又　信
勝田基嗣
野呂幸雄
 アオキケンイチロウスガマタシンカツタノロサチオ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		溶湯鍛造法に関する研究（第1報）
－Al-Si合金の機械的性質に及ぼす加圧効果－ ヨウユタンゾウホウカンケンキュウダイホウゴウキンキカイテキセイシツオヨカアツコウカ		Study on the Extrusion Casting （Report 1）
Effects of high pressure on the mechanical properties of Al-Si alloys		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカ		副手 フクシュ		大塚誠之
時末　光
加藤数良
 オオツカセイユキトキスエヒカル

		6		1		reserved-26748x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		生産工学の領域に関する一考察 セイサンコウガクリョウイキカンイチコウサツ		Some Analysis about Sphere of Inoustrial Teshnology		機械工学科 キコウガッカ				杉村敏夫
 スギムラトシオ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		試作自動車用ブレーキ試験機およびデュオ・サーボ型ドラム・ブレーキのトルク解析 シサクジドウシャヨウシケンキカタカイセキ		A Prototype Automobile Brake Testing Machine and Torque Analyses of a Duo-Servo Type Drum Brake		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				中根之夫
藤田  優
 ナカネユキオットフジタユウ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		空気の自由噴流に関する実験 クウキジユウフンリュウカンジッケン		Experiment for Submesged Air Jet		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカ				松宮興作
石井　進
上野博之
 マツミヤコウサクイシイススムウエノヒロユキ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波による煙霧質の凝集（Ⅰ） キョウリョククウチュウチョウオンパエンムシツギョウシュウ		On Agglomeration of Aerosols by means of Aerial Intense Ultrasoundwave （Ⅰ）		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				瀨谷浩一郎
中根偕夫
 ナカネカイオット

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		Alnico-8系磁石合金の磁気特性におよぼすＴｉ添加並びに熱磁処理の影響 ケイジシャクゴウキンジキトクセイテンカナラネツジショリエイキョウ		Effects of Ti Addition and Thermomagnetic Treatment on Magnetic Properties of Alnico-8 Type Magnet Alloys		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学専攻 デコウガッカデコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウ		修士課程？年 シュウシカテイネン		山本達治
塩谷勝喜
移川欣男
蒔田鐵夫
 ヤマモトタツジシオヤカツヨロコウツカワキンオトコマキタ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		Mn-Al系磁石合金の磁気特性に与える添加元素の影響 ケイジシャクゴウキンジキトクセイアタテンカゲンソエイキョウ		The Effect of Additional Elements on the Magnetic Properties of Manganese Aluminum Permanent Magnet Alloys		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山本達治
宮島　毅　
 ミヤジマツヨシ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		送電鉄塔部材としての銅管の座屈試験 ソウデンテットウブザイドウカンザクツシケン		Buckling Test of Steel Pipes for use with the Structural Member of Transmission Towers		土木工学科
新潟大学工学部土木工学科 ドコウガッカニイガタダイガクコウガクブドボクコウガッカ				神谷貞吉
矢島基臣
 カミヤサダキチヤジマモトオミ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		航空写真測量における図化精度について コウクウシャシンソクリョウズカセイド		On the Explanatory accuracy of photographic surveying		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガクカドコウガッカ				堺　　毅
西川　肇
藤井寿生
工藤勝輝
 サカイツヨシニシカワハジメフジイジュセイクドウカツテル

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		関東地方に於ける確立降雨量の研究 カントウチホウオカクリツコウウリョウケンキュウ		Studies of probable maximum rainfall at the Kanto district		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				三浦　晃
西川　肇
 ミウラアキラニシカワハジメ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		コンプレックス・ソープ・グリースに関する研究 カンケンキュウ		Studies on the Complex soap Grease		工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカコウギョウカガクカ				大木　喬
佐野雅弘
海老原富与吉
 オオキタカシサノマサヒロエビハラフヨキチ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		筑豊石炭礦業史研究序説
－筑豊石炭資料・文献の所在目録とその解題－ チクホウセキタンアラガネギョウシケンキュウジョセツチクホウセキタンシリョウブンケンショザイモクロクカイダイ		The Historical Study of Coal Mining in the Chikuho Distric
－Ａ list of bibliographical introductions－		一般教育 キョウイク				田中直樹
 タナカナオキ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		Cd4SiS6の光学的性質
－（1）発光特性および光伝導特性－ コウガクテキセイシツハッコウトクセイコウデンドウトクセイ		Optical properties of Ｃd4ＳｉＳ6
－１）Photoｌuminescence and photoconductivity－		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
武田義章
原留美吉
 ニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究-Ⅳ
－単純圧力室型水上走行ACVの試作と性能試験　その2－ コガタケンキュウタンジュンアツリョクシツカタスイジョウソウコウシサクセイノウシケン		Experimental Reserch of Air Cushion Vehicle-Ⅳ
－Testing of the Plenum Chamber ACV. part 2－		一般教育 キョウイク				三野正洋
 サンノマサヒロ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究-Ⅴ
－側壁型ACVの試作と性能試験　その3－ コガタケンキュウソクヘキカタシサクセイノウシケン		Experimental Reserch of Air Cushion Vehicle-Ⅴ
－Testing of the Side Wall ACV. part 3－		一般教育
理工学部電気工学科 キョウイクリガクブデンキコウガッカ				三野正洋
遠田豊彰
 サンノマサヒロトオタトヨショウ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		車輪駆動型ＡＣＶの試作　その2 シャリンクドウガタシサク		Testing of the Wheel Drived Air Cushion Vehicle part 2		青山学院大学理工学部物理学科
青山学院大学理工学部物理学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
一般教育
理工学部電気工学科 アオヤマガクインダイガクリコウガクブブツリガッカヤマインガクリコウガクブキカイコウガッカイキョウイクリコウガクブデンキコウガッカ				益田　洋
加藤満知子
高島昭寛
許　汝彰
殿倉英次　
駒谷幸雄
三野正洋
遠田豊彰
 マスダヨウカフジマチコタカシマアキラカンモトナンジアキラトノクラヒデツグコマヤユキオサンノマサヒロエンダユタカアキラ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		一般教育における化学実験について イッパンキョウイクカガクジッケン		Chemical Experiments for Students in the General Education Course		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
理工学部一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクリガクブイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		新井信正
安藤正信
本田政子
松田清美
中島豊比古
関根  宏
高瀬精一
 アライシンセイアンドウマサノブホンダマサコマツダキヨミナカシマトヨヒコセキネヒロシタカセセイイチ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		ドイツ語文における統語構造の「生成変形論」的考察 ゴブントウゴコウゾウセイセイヘンケイロンテキコウサツ		The Generative-Transformational Aproach to the Syntactic Structures of German		一般教育 キョウイク				佐々木稔
 ササキミノル
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		巻 カン		号 ゴウ		発行年月日 ハッコウネンゲツヒ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題  ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属    　　    チョシャショゾク		資格 シカク		著者  チョシャ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		一方向凝固したAl-Mg-Si 3元合金の組織と機械的性質 イチホウコウギョウコゲンゴウキンソシキキカイテキセイシツ		Structures and Mechanical Properties of Unidirectionally Solidified Al-Mg-Si Ternary Alloys		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻
（現　ﾆｭｰﾛﾝｸﾞ工業株式会社）
機械工学専攻
（現　扶桑軽合金株式会社）     　　　　　　　　　　　　 キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガクセンコウゲンコウギョウカブシキガイシャキコウガクセンコウゲンフソウケイゴウキンカブシキガイシャ		教授
助教授



 キョウジュジョキョウジュ		金子純一
菅又　信
菊地時雄

石丸　博

 カネコジュンイチスガマタシンキクチトキオイシマルヒロシ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		二，三の溶湯鍛造品の諸性質 ニサンヨウユタンゾウシナショセイシツ		Characteristics of Some Squeeze-cast Products		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師
教授 ジョキョウジュセンニンコウシキョウジュ		時末　光
加藤数良
青木顕一郎
 トキスエヒカカトウカズリョウアオキケンイチロウ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		非晶質Ｔｂ‐Ｆｅ膜への図形熱磁気記録と図形処理への応用 ヒアキラシチマクズケイネツジキキロクズケイショリオウヨウ		Thermomagnetic Pattern Writing Characteristics in Amorphous Tb-Fe Thin Films and Its Application to Pattern Processing		電気工学科
日本電気株式会社
電気工学専攻
電気工学科
理工学部電子工学科 デンキコウガッカニホンデンキカブシキガイシャデコウガクセンコウデンキコウガッカリコウガクブデンシコウガッカ		専任講師


教授
教授 センニンコウシキョウジュキョウジュ		松原三人
千田雅美
足立幸夫
斎藤勝己
川西健次
 マツバラサンニンセンタマサミアダチユキオサイトウカツオノレカワニシケンジ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		有限要素法を用いた段つき管内音圧分布の解析 ユウゲンヨウソホウモチダンカンナイオンアツブンプカイセキ		Analysis of Sound Pressure Distribution in Stepped Tube by Finite Element Method		電気工学科
昭和漢字図形開発株式会社
パイオニア株式会社
パイオニア株式会社
電気工学科 デンキコウガッカショウワカンジズケイカイハツカブシキガイシャカブシキガイシャカブシキガイシャデンキコウガッカ		助手
―
―
―
教授 ジョシュキョウジュ		山崎　憲
多田武司
井田一長
内倉孝夫
瀨谷浩一郎
 ヤマザキケンタダタケシイダイチチョウウチクラタカオ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		”公民館”の建築要因について
－地域教育関連施設計画に関する研究－ コウミンカンケンチクヨウインチイキキョウイクカンレンシセツケイカクカンケンキュウ		Analysis of Needs for Building “Kominkan”
－Study of Educational Community Facilities－		建築工学科
建築工学科 ケコウガクカ		助教授
助手 ジョキョウジュジョシュ		若木　滋
浅野平八
 ワカキシゲルアサノヘイハチ

		15		2		reserved-30305x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		人頭内の非定常熱伝導問題に関する積分方程式による近似解法 ジントウナイヒテイジョウネツデンドウモンダイカンセキブンホウテイシキキンジカイホウ		Numerical Approximations by an Integral Equation for the Unsteady State Heat Conduction in the Human Head		数理工学科
数理工学専攻 スウリコウガッカスウリコウガクセンコウ		助教授
 ジョキョウジュ		登坂宣好
三宅修平
 トサカセンヨシミタクシュウヘイ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		弾性棒モデルによる列車前後波動解析
第1報　ブレーキが前頭より後部に漸進的にかけられたときの列車の挙動 ダンセイボウレッシャゼンゴハドウカイセキダイホウゼントウコウブゼンシンテキレッシャキョドウ		Analysis of Longitudinal Vibration of Train by Elastic-bar Model
Report 1：Behaviour of a train when brake is applied gradually from head to tail		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		副手
教授 フクシュキョウジュ		西澤一友
松井　哲
 ニシザワイチトモマツイテツ

		15		1		reserved-30122x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		アルカリ金属の弗化物の中の弗素の1ｓ吸収スペクトル キンゾクドルカブツナカフッソキュウシュウ		Interpretation of the 1s-Absorption Spectra of Flourine in Alkari Fluorides		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		非常勤講師
研究生 ヒジョウキンコウシケンキュウセイ		林　　威
白井正治
 ハヤシイシライセイジ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		壁面に正反射成分を含むモデル室の固有照明率 ヘキメンセイハンシャセイブンフクシツコユウショウメイリツ		Utilance of Model Room with the Specular Reflectance Component on the All Wall Surfaces		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		鷲田利夫
山内基海
 ワシダトシオヤマウチモトイウミ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		段つき管の内部音圧分布について
－高次モードを考慮した解析と実験結果－ ダンカンナイブオトアツブンプタカジコウリョカイセキジッケンケッカ		On the Sound Pressure Distribution in the Stepped Tube
－Analysis in Considerating of Higher Order Mode and its Experimental Result－		電気工学科
富士通株式会社
大鵬薬品工業株式会社
赤井電機株式会社
電気工学科 デンキコウガッカフジツウカブシキガイシャタイホウヤクヒンコウギョウカブシキガイシャアカイデンキカブシキガイシャデンキコウガッカ		助手
―
―
―
教授 ジョシュキョウジュ		山崎　憲
河口博紀
福島　薫
岩佐茂夫
瀨谷浩一郎
 ヤマザキケンカワグチヒロノリフクシマカオルイワサシゲオ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		円環光源と遮光板によって生じた影の特性 エンカンコウゲンシャコウイタショウカゲトクセイ		Some Characteristics of the Shadow Produced by a Shadow Caster  Setting under a Circline Light Source		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		大谷義彦
藤原義輝
 オオタニヨシヒコフジワラヨシテル

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		偏心引抜き試験方法による鉄筋とコンクリートの付着特性 ヘンシンヒヌシケンホウホウテッキンフチャクトクセイ		The Bond Properties between the Reinforcing Steel and Concrete by Eccentricity Pull-Out Test		東京都立大学 
土木工学科
土木工学科 トウキョウトリツダイガクドボクコウガッカドボクコウガッカ		教授
教授
講師 キョウジュキョウジュコウシ		村田二郎
堺　　毅
河合糺茲
 ムラタジロウサカイツヨシカワイタダシココ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		グリセリン及びペンタエリトリトールからの長鎖アルキル環状アセタールの合成とその立体構造 オヨナガクサリカンジョウゴウセイリッタイコウゾウ		Preparation and Stereochemical Structures of the Long Alkyl Chain Cyclic Acetals of Glycerol and Pentaerythritol		工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		副手
専任講師
教授 フクシュセンニンコウシキョウジュ		清水正一
佐々木保之
平井長一郎
 シミズショウイチササキホユキヒライチョウイチロウ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		作業リズムについて サギョウ		A Study of the Worker’s Rhythm		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
専任講師
助手 キョウジュセンニンコウシジョシュ		伊藤清和
渡邊昭廣
竹中　理
 イトウキヨカズタケナカリ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		設計管理における表面処理に関する研究（第1報）
－塗装管理による塗膜と表面上粗さについて－ セッケイカンリヒョウメンショリカンケンキュウダイホウトソウカンリトマクヒョウメンジョウアラ		Study on the Surface Treatment In Design Engineering Control （1st Report）
－In the Case of Painting Film and Surface Roughnees on Painting Control－		管理工学科
管理工学科 カコウガクカカコウガクカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		塗谷紘宣
倉林良雄

 トタニヒロセンクラバヤシヨシオ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		企業経営に関するケース・スタディ
－総合生産性に与える設備投資効率の影響について－ キギョウケイエイカンソウゴウセイサンセイアタセツビトウシコウリツエイキョウ		A Cace Study of an Enterprise
－The Influence of Investment in Plant and Machinery to the Consolidated Productivitｙ－		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		洞内洋次

 ドウウチヨウジ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		非保存力を受ける周辺固定部分球形殻の弾性安定解析Ⅰ ヒホゾンリョクウシュウヘンコテイブブンキュウケイカラダンセイアンテイカイセキ		Stability Analysis for Clamped Spherical Shells under Nonconservative Forces Ｉ		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
副手 キョウジュフクシュ		角野晃二
三井和男
 カクノコウジミツイカズオ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		Bessel関数による部分球形殻の弾性安定解析 カンスウブブンキュウケイカラダンセイアンテイカイセキ		Stability Analysis of Spherical Shells by using Bessel Function		数理工学科
一般教育 スコウガッカイッパンキョウイク		教授
助手 キョウジュジョシュ		角野晃二
小澤善隆
 カクノコウジオザワ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		周辺単純支持球形殻の座屈解析 シュウヘンタンジュンシジキュウケイカラザクツカイセキ		Buckling Analysis of Simply Supported Spherical Shells		数理工学科
一般教育 スウリコウガッカイッパンキョウイク		教授
助手 キョウジュジョシュ		角野晃二
小澤善隆
 カクノコウジオザワ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の歪抵抗効果 アツマクテイコウタイヒズミテイコウコウカ		Strain Characteristics of Thick-Film Resistors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授
教授 フクシュキョウジュキョウジュ		阿部　治
武田義章
原留美吉
 アベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		厚膜圧力センサ アツマクアツリョク		Thick-Film Pressure Sensors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授
教授 フクシュキョウジュキョウジュ		阿部　治
武田義章
原留美吉
 アベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		3次相関量方程式までを考慮したクロージャーモデルによる中立接地気層での乱流統計諸量の解析解 ジソウカンリョウホウテイシキコウリョチュウリツセッチキソウランリュウトウケイショリョウカイセキカイ		Analytic Solutions of Turbulence Statistics in the Neutral Surface Layer by a Third-Order Turbulence Closure Model		一般教育 イッパンキョウイク		助手 ジョシュ		山田信夫
 ヤマダノブオ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		Routh-Hurwitzの定理の証明 テイリショウメイ		A Proof of Routh-Hurwitz's Theorem		一般教育 イッパンキョウイク		副手 フクシュ		渡里　望
 ワタリノゾ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		直線光源による直射照度の図式計算 チョクセンコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Linear Light Sources		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
助教授
助手 キョウジュジョキョウジュジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
山家哲雄
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコヤマイエテツオ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		電気-音響類推法による段付管内の音圧分布の解析 デンキオンキョウルイスイホウダンツカンナイオンアツブンプカイセキ		Analysis of Sound Pressure Distribution in Stepped Tube by Electro-acoustical Analogy		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		山崎　憲
瀨谷浩一郎
 ヤマザキケン

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		過流探傷信号のSN比の改善について カリュウタンショウシンゴウヒカイゼン		Inprovement of the Signal to Noise Ratio in Eddy Current Test		電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガクセンコウデコウガッカ		講師
助手
―
教授 コウシジョシュキョウジュ		星川　洋
小井戸純司
原　一之
石橋泰雄
 ホシカワヒロシコイドジュンジハラカズユキタイオ

		14		2		reserved-29940x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		佃地区修復計画 ツクダチクシュウフクケイカク		Tsukuda Rehabilitation Plan		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		坪井善道
 ツボイゼンミチ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		マーケット・リーダーについての予備的研究
－その測定と実態上の諸問題をめぐって－ ヨビテキケンキュウソクテイジッタイジョウショモンダイ		A Preliminary Study of Market Leader
－On the Problems connected with its measurment and actual condition－		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		三枝幹夫
秋山典史
 サエグサミキオアキヤマテンシ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		EDP会計と内部統制の研究　　　　 カイケイナイブトウセイケンキュウ		A Study of Electronic Data Processing Accounting and Internal Control		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		林　正一
田村喜望
 ハヤシショウイチタムラキノゾ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		後付機関車に油圧緩衝器を使用することによる貨物列車連結器力の緩和 ウシツキカンシャユアツユルショウウツワシヨウカモツレッシャレンケツキリョクカンワ		Alleviation of Coupler Forces of a Freight Train by the Use of Hydraulic Draft Gear on the Tail-end Pushing Locomotives		数理工学科
数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカスウリコウガッカ		副手
助手
教授 フクシュジョシュキョウジュ		西澤一友
亀井光雄
松井　哲
 ニシザワイチトモカメイミツオマツイテツ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		空気エゼクタの性能について クウキセイノウ		Perormance of an Air Ejector		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		松宮興作
吉原正博
 マツミヤコウサクヨシハラマサヒロ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		Al-Si合金溶湯鋳造材の高温引張特性 ゴウキンヨウユイゾウザイコウオンインチョウトクセイ		Tensile Properties of Squeeze Castings in Al-Si Alloys at Elevated Tempertures		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガッカ		助教授
専任講師
教授 ジョキョウジュセンニンコウシキョウジュ		時末　光
加藤数良
青木顕一郎
 トキスエヒカカトウカズヨアオキケンイチロウ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		くぼみの中の速度分布（速度の大きさ）と流れの様子について ナカソクドブンプソクドオオナガヨウス		Velocity Distribution (Magnitude of Velocity) and Flow Pattern in an Open Cavity		機械工学科 キカイコウガッカ		助手 ジョシュ		吉原正博
 ハラマサヒロ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		超音波振動による液体の微粒化について チョウオンパシンドウエキタイビリュウカ		Ultrasonic Atomization of Liquids		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		黒沢敏秀
大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 クロサワトシヒデオオツカテツロウ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		正反射からなる一壁面より作業面に入射する間接光束量について セイハンシャイチヘキメンサギョウメンニュウシャカンセツコウソクリョウ		Indirect Luminous Flux Incident on Work Plane from a Specular Wall Surface		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		磯村　稔
山内基海
 イソムラミノルヤマウチキカイ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		ブロック積提の安定性に関する研究
－被害に及ぼす入射波特性の影響について－ セキテイアンテイセイカンケンキュウヒガイオヨニュウシャハトクセイエイキョウ		A Study on the Stability of Breakwater Consist by Artificial Concrete Blocks		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授
専任講師
副手 キョウジュセンニンコウシフクシュ		三浦　晃
遠藤茂勝
落合　実
 ミウラアキラエンドウシゲルカツオチアイミノル

		14		1		reserved-29757x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		実在建築物の振動減衰性に関する研究 ジツザイケンチクブツシンドウゲンスイセイカンケンキュウ		Study on the Vibration Damping of Actual Buildings		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		山邊克好

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		建築物周辺気流に関する風洞実験方法
（第Ⅰ報　相似性の理論的背景） ケンチクブツシュウヘンキリュウカンフウドウジッケンホウホウダイホウソウジセイリロンテキハイケイ		The Method of Wind Tunnel Tests on the Air Flow Around Buildings
（PartⅠ Theoritical Background of Similarity）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		丸田榮藏
亀井　勇
 カメイイサ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		建築物周辺気流に関する風洞実験方法
（第Ⅱ報　風洞実験におけるSimulation　Technique） ケンチクブツシュウヘンキリュウカンフウドウジッケンホウホウダイホウフウドウジッケン		The Method of Wind Tunnel Tests on the Air Flow Around Buildings
（PartⅡ Simulation Technique in Wind Tunnel Tests）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
教授 キョウジュ		丸田榮藏
亀井　勇
 カメイイサ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		建築物周辺気流に関する風洞実験方法
（第Ⅲ報　大気乱流境界層のSimulation） ケンチクブツシュウヘンキリュウカンフウドウジッケンホウホウダイホウダイキランリュウキョウカイソウ		The Method of Wind Tunnel Tests on the Air Flow Around Buildings
（PartⅢ Simulation of Atomospheric Turbulent Boundary Layer in a Wind Tunnel）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
教授 キョウジュ		丸田榮藏
亀井　勇
 カメイイサ

		14		1		reserved-29757x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		カフジアスファルトから分離したアスファルテンの化学構造 ブンリカガクコウゾウ		Chemical Structure of Asphaltenes Fractionated from Khafji Asphalt		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		専任講師
学部生
教授 ガクブセイキョウジュ		中島豊比古
藤崎俊博
田野辺親人
 ナカジマトヨヒコフジサキトシヒロタノベオヤヒト

		14		1		reserved-29757x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		カフジアスファルトから分離したアスファルテンの熱分解 ブンリネツブンカイ		Thermal Cracking of Asphaltenes Fractionated from Khafji Asphalt		一般教育
株式会社大崎金属
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクカブシキガイシャオオサキキンゾクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		専任講師
学部生？年
学部生？年
副手
教授 センニンコウシガクブセイネンガクブセイネンフクシュキョウジュ		中島豊比古
石倉達也
朝香英之
山川一三男
田野辺親人
 ナカジマトヨヒコイシクラタツヤアサカヒデユキヤマカワイチサンオトコタノベオヤヒト

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		偶，奇関数の概念の拡張について グウキカンスウガイネンカクチョウ		On a Generalization of Even and Odd Functions		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		名誉教授
専任講師
副手 メイヨキョウジュセンニンコウシフクシュ		那波東洋
木村宣昭
渡里　望　
 クニナミトウヨウキムラノブアキワタリボウ

		14		1		reserved-29757x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		有理整数係数の既約多項式とEisenstein型多項式について ユウリセイスウケイスウキヤクタコウシキカタタコウシキ		On Irreducible Polynomials with Rational Integral Coefficients and Polynomials of Eisenstein type		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		木村宣昭　

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		Nb2O5-，ZrO2-SnO2を用いた都市ガス検出素子 モチトシケンシュツソシ		City-Gas Sensors of Nb2O5-or ZrO2-doped SnO2		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
専任講師
副手
助教授
教授 ジョシュセンニンコウシフクシュジョキョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
阿部　治
武田義章
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシアベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		低温製膜用厚膜ペースト テイオンセイマクヨウアツマク		New Thick Film Pastes by Using of Organic Materials		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
助教授
助手
専任講師
教授 フクシュジョキョウジュジョシュセンニンコウシキョウジュ		阿部　治
武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉
 アベオサムタケダヨシアキカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		アルミニウム-黒鉛複合材の摩擦・摩耗特性 コクエンフクゴウザイマサツマモウトクセイ		Friction and Wear Properties of Aluminum-Particulate Graphite Composite Alloys		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		時末　光
 トキスエヒカリ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		Ａｌ-5％Ｍｇ合金溶湯鍛造材の機械的性質 ゴウキンヨウユタンゾウザイキカイテキセイシツ		Mechanical Properties Squeeze Castings ｉｎ Al-5%Mg Alloy		機械工学科
機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キカイコウガッカキカイコウガッカキカイコウガッカキカイコウガクセンコウ		助教授
専任講師
教授
 ジョキョウジュセンニンコウシキョウジュ		時末　光
加藤数良
青木顕一郎
野本光輝
 トキスエヒカリカトウカズリョウアオキケンイチロウノモトミツテル

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		チタン板の深絞り成形性におよぼす加工硬化の影響 イタフカシボセイケイセイカコウコウカエイキョウ		Effect of Work-Hardening on Deep Drawability of Titanium Sheets		機械工学専攻
機械工学専攻
機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガクセンコウキコウガクセンコウキコウガッカキコウガッカキコウガッカ		助教授
助教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュ		竹島正博
宇佐川洋
菅又　信
金子純一
青木顕一郎
 タケシママサヒロウサガワヒロシスガマタシンカネコジュンイチアオキケンイチロウ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		拡散と正反射成分を有する１壁面から作業面に入射する間接光束量について カクサンセイハンシャセイブンユウヘキメンサギョウメンニュウシャカンセツヒカリタバリョウ		Indirect Luminous Flux Incident on Work Plane from a Wall Surface in Which Both a Diffuse and a Specular Component of Reflectance are Inherent		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		磯村　稔
山内基海
 イソムラミノルヤマウチキウミ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		モデル室の作業面上の照度分布と均せい度について シツサギョウメンウエショウドブンプキンド		Illuminance Distribution and Uniformity Ratio on Work Plane in a Model Room		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
専任講師
教授 ジョシュセンニンコウシキョウジュ		鷲田利夫
磯村　稔
山内基海
 ワシダトシオイソムラミノルヤマウチキウミ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		広告コミュニケーションの浸透（受容）過程における受け手の先有傾向の影響について
－新製品キャンペーンの効果分析を中心として－ コウコクシントウジュヨウカテイウテセンユウケイコウエイキョウシンセイヒンコウカブンセキチュウシン		A Study on the Effects of Predisposition of Audience upon the Adoption Process of Advertising Communication
－The effect analysis of the new products campaign－		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
講師 キョウジュコウシ		三枝幹夫
秋山典史
 サエグサミキオアキヤマノリフミ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		台風7920号の強風の特徴
－特に関東地方について－ タイフウゴウキョウフウトクチョウトクカントウチホウ		The Character of Strong Winds in Typhoon 7920,
Particularly in Kanto District		一般教育 イッパンキョウイク		教授 キョウジュ		塩谷正雄
 シオタニマサオ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		摩擦圧接継手の疲れ強さに関する研究（第3報）
－炭素鋼Ｓ55Ｃについて－ マサツアツセツツテツカツヨカンケンキュウダイホウタンソコウ		Study on the Fatigue Strength of Friction Welded Joints（3rd Report）
－In the Case of Carbon Steel S55C－		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		時末  光
加藤数良
 トキスエヒカカトウカズヨシ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		タービンブレード断面のねじり応力の解析 ダンメンオウリョクカイセキ		Analysis of Torsional Stresses in the Turbine Blade Section		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻
機械工学専攻
（現　石川島プラント建設株式会社） キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガクセンコウキコウガクセンコウゲンイシカワジマダテセツカブシキガイシャ		専任講師



 センニンコウシ		邉  吾一
大和田信
伊藤利彦
中沢正勝

 ナベゴイチオオワダマコトイトウトシヒコナカザワマサカツ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		非一様空隙をもつ構造物の消波効果に関する研究 ヒイチヨウクウスキコウゾウブツショウハコウカカンケンキュウ		Studies on the Effect of Wave Absorbing Structures with Uneven Void		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		教授
専任講師
 キョウジュセンニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝
落合　実
 ミウラアキラエンドウシゲルマサルオチアイミ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		引抜き試験による鉄筋とコンクリートの付着特性 ヒヌシケンテッキンフチャクトクセイ		The Bond Properties between the Reinforcing Steel and Concrete by Pull-Out Test		東京都立大学
土木工学科
土木工学科 トウキョウトリツダイガクドボクコウガッカドボクコウガッカ				村田二郎
堺　　毅
河合糺茲
 ムラタジロウサカイツヨシカワイタダシココ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		地盤・枕・骨組の一体構造による複合非線形挙動について
（その3　粘性土地盤の場合） ジバンマクラホネグイッタイコウゾウフクゴウヒセンケイキョドウネンセイツチジバンバアイ		On the Nonlinear Behavior in a Body Analysis of Soil，Pile，and Frame
（Report-3，Case of Clay Layer）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		向後豊次
川島　晃
 コウゴトヨジカワシマアキラ

		13		1		reserved-29392x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ステンレス鋼の耐すき間腐食性の実験室試験評価法 コウタイカンフショクセイジッケンシツシケンヒョウカホウ		Laboratory Evaluation of Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels		管理工学科
味の素株式会社中央研究所 カンリコウガッカアジモトカブシキガイシャチュウオウケンキュウジョ		教授
― キョウジュ		北村義治
鈴木紹夫
 キタムラヨシハルスズキジョウオット

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		ATP-金属イオン-アミノ酸混合配位子錯体に関する研究（Ⅱ）
－ATP-Zn（Ⅱ）-アミノ酸錯体－ キンゾクサンコンゴウハイイコサクタイカンケンキュウサンサクタイ		Studies on the ATP-Metal ion-Amino acid Mixed Ligand Complexes（Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手


 ジョシュ		松田清美
白髭智恵子
高原光子
牧　正文
 マツダキヨミシロヒゲチエコタカハラミツコマキセイブン

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		H2ガスによるRh-SnO2ガスセンサの発振現象 ハッシンゲンショウ		Oscillation Phenomenon of Rh-SnO2 Gas Sensor Exposed to H2 Gas		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手

副手

 ジョシュフクシュ		兼房慎二
新田正義
阿部  治
武田義章
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシアベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		厚膜不揮発性メモリ素子 アツマクフキハツセイソシ		New Non-Volatile Memory Devices Using Thick Film Technology		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手

副手

 ジョシュフクシュ		兼房慎二
新田正義
阿部　治
武田義章
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシアベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		くぼみ面からの熱伝達 メンネツデンタツ		Heat Transfer from an Open Cavity		機械工学科 キコウガッカ				吉原正博
 ヨシハラマサヒロ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		マイクロ波領域における複素誘電率の測定 ハリョウイキフクソユウデンリツソクテイ		Measurement of Complex Dielectric Constant in the Microwave Region		電気工学科
伊奈三協株式会社
電気工学科 デコウガッカイナサンキョウカブシキガイシャデコウガッカ		教授 キョウジュ		坂口浩一
逢沢　正
斉藤勝巳
 サカグチコウイチアサワタダシサイトウカツミ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		地上写真図化機による線形解析（第1報） チジョウシャシンズカキセンケイカイセキダイホウ		Alignment Analysis by Terrestrial Stereoplanigraph （Report-1）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		西川  肇
藤井寿生
 ニシカワハジメフジイジュセイ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究（第6報） タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy （No．6）		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		専任講師
助手 センニンコウシジョシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		作業者の重心動揺についての研究 サギョウシャジュウシンドウヨウケンキュウ		On a Study of the Point of Worker's Gravity		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカカコウガッカ				伊藤清和
渡邊昭廣
竹中　理
 イトウキヨカズタケナカリ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		二次元完全流体の不連続流（第1報） ニジモトカンゼンリュウタイフレンゾクリュウダイホウ		Two-dimensional Discontinuous Flow of Perfect Fluid （first report）		数理工学科 スコウガッカ				篠田仁吉
 シノダジンキチ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		歌・曲の良いと感じる箇所をＳＰＲ反応波形を利用して判定する方法 ウタキョクヨカンカショハンノウハケイリヨウハンテイホウホウ		On the Explanation of a New Application of “Biophisiograph”
(Especially “Skin Potential Response”）		数理工学科
数理工学科 スコウガッカスコウガッカ				矢澤清弘
内田正則
 ヤザワキヨヒロウチダマサノリ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		40ＣａのWoods-Saxonポテンシャル		Woods-Saxon Potential of 40Ca		大阪市立大学理学部
一般教育
理工学部一般教育 オオサカシリツダイガクリガクブイキョウイクリコウガクブイッパンキョウイク				末包昌太
百木悟郎
佐々木潔
 スエホウショウタモモキゴロウササキキヨシ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		低温液化ガス用ポンプの予冷について テイオンエキカヨウヨレイ		On the Cooling-down of a Cryogenic Liquid Pump		機械工学科
機械工学科
高島屋日発工業株式会社 キコウガッカキコウガッカタカシマヤニチハツコウギョウカブシキガイシャ				西野  宏
氏家康成
栗本省三
 ニシノヒロシウジイエヤスナリクリモトショウゾウ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		CONFACⅡによる影の特性解析について カゲトクセイカイセキ		Analysis of the Shadow Characteristics by the Use of the Computer Program CONFAC Ⅱ		電気工学科 デコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		大谷義彦
 オオタニヨシヒコ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		流出関数法における単位降雨時間とその影響について リュウシュツカンスウホウタンイコウウジカンエイキョウ		The Influence of the Unit Precipitation Time in the Runoff Function		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授

 キョウジュ		三浦　晃
西川　肇
坪松　学
 ミウラアキラニシカワハジメツボマツガク

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		消波ブロックの安定性に関する研究
－砕波時における被害率について－ ショウハアンテイセイカンケンキュウクダハジヒガイリツ		A Study on the Stability of Artificial Concrete Block for Wave Breaking		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授
専任講師
副手 キョウジュセンニンコウシフクシュ		三浦　晃
遠藤茂勝
落合　実
 ミウラアキラエンドウシゲルカツオチアイミノ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		工場レイアウトに関する一考察
－小物ばね製造業について－ コウジョウカンイチコウサツコモノセイゾウギョウ		A Study on the Plant Layout Planning
－On a Type of Small-sized Spring Industry－		管理工学科
管理工学科
管理工学科
管理工学科　　　 カコウガッカカコウガッカカコウガッカカコウガッカ		教授


 キョウジュ		倉林良雄
谷原　齊
塗谷紘宣
村田光一
 クラバヤシヨシオヌリタニヒロシセンムラタコウイチ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		Rh-，Ni-SnO2を用いたCH4ガスセンサ モチ		CH4-Gas Sensors of Rh- or Ni-Doped SnO2		一般教育
一般教育
一般教育
電気工学専攻
一般教育　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクデコウガクセンコウイキョウイク				兼房慎二
新田正義
武田義章
平田陽三
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシタケダヨシアキヒラタヨウゾウハラドメヨシキチ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		ATP-金属イオン-アミノ酸混合配位子錯体に関する研究
－ATP-Mg-アミノ酸錯体－ キンゾクサンコンゴウハイイコサクタイカンケンキュウサンサクタイ		Studies on the ATP-Metal ion-Amino acid Mixed Ligand Complexes		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		教授 キョウジュ		白髭智恵子
松田清美
高原光子
牧　正文
 シラヒゲチエコマツダキヨミタカハラミツコマキマサフミ

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		潜提による伝達波の水理特性に関する研究 センテイデンタツナミスイリトクセイカンケンキュウ		A Study on Hyduraulic Characteristics of Transmission Waves with the Submerged Rectangular Barriers		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦  晃
遠藤茂勝
 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究（第5報） タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy （No．５）		土木工学科
土木工学科
土木工学科
協成建設株式会社
興栄コンサルタント ドコウガッカドコウガッカドコウガッカキョウセイケンセツカブシキガイシャオキサカエ		専任講師
助手

 センニンコウシジョシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
漆戸修一
伊藤栄太郎
 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシウルシドシュウイチイトウエイタロウ

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		1ユニットシステムの故障率，修理率，保全率がシステムに及ぼす影響について コショウリツシュウリリツホゼンリツオヨエイキョウ		On the Effect of Failure Rate，Repair Rate and Maintenance Rate for One-Unit Systems		管理工学科
計算機センター カコウガッカケイサンキ				倉林良雄
菅澤喜男
 クラバヤシヨシオスガサワヨロコオトコ

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		寒地における重防食被膜の耐候性 カンチジュウボウショクヒマクタイコウセイ		Corrosion Resistance of Metal Sprayed Coatings in Frigid Zone		管理工学科
茨城大学工学部
東海大学工学部
東京メタリコン カコウガッカイバラキダイガクコウガクブトウカイダイガクコウガクブトウキョウ				北村義治
長坂秀雄
内田荘祐
関　元治
 キタムラヨシハルナガサカヒデオウチダソウユウセキモトハル

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		SnO２-ThO２のH2ガスに対する異常検出特性 タイイジョウケンシュツトクセイ		Anomaly Detection Characteristics on SnO2-ThO2 Exposed to H2-Gas		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				兼房慎二
大谷晴一
新田正義
武田義章
原留美吉
 カネフサシンジオオタニセイイチニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		5％Cr-1.5％Mo-0.3％V鋳鋼の機械的性質とAbrasive Wearについて チュウコウキカイテキセイシツ		Mechanical Properties and Abrasive Wear of 5％Cr-1.5％Mo-0.3V Cast steal		機械工学科
機械工学科
機械工学科
株式会社松山興業製作所 キコウガッカキコウガッカキコウガッカカブシキガイシャマツヤマコウギョウセイサクショ				大谷利勝
近藤　暉
星野和義
加藤正人
 オオタニトシカツコンドウカガヤホシノカズヨシカトウマサト

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		摩擦圧接継手の疲れ強さに関する研究（第2報）
－炭素鋼S25Cについて－ マサツアツセツツテツカツヨカンケンキュウダイホウタンソコウ		Study on the Fatigue Strength of Friction Welded Joints（2nd Report）
(In the case of Carbon steel S25C)		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		助手 ジョシュ		時末　光
加藤数良
 トキスエヒカカトウカズリョウ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		サイクロコンバータ出力電圧の波形解析 シュツリョクデンアツハケイカイセキ		Wave Foam Analysis of the Output Voltage of Cycloconverter		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				今　　斎
松井茂彦
 コンサイマツイシゲルビコ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		石灰安定処理による材料の改良に関する研究 セッカイアンテイショリザイリョウカイリョウカンケンキュウ		A Study on the Improvement of the Material by the Disposal of a Stability with the Slaket Lime		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				星野佳久
栗谷川裕造
田淵晴久
 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウタブチハルヒサ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物のOACに関する研究 コンゴウブツカンケンキュウ		The Research on the OAC of Asphalt Mixture		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造
小山俊英
 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウオヤマトシヒデ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究（第4報） タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy（Part 4）		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		専任講師
助手 センニンコウシジョシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		工場レイアウトに関する一考察
－ねじ製造業について－ コウジョウカンイチコウサツセイゾウギョウ		A Study on the Plant Layout Planning
－On a Type of Screw Industry－		管理工学科
管理工学科
管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカカコウガッカカコウガッカ				倉林良雄
谷原　齊
塗谷紘宣
村田光一
 クラバヤシヨシオヌリタニヒロシセンムラタコウイチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		グループ・テクノロジーの研究（Ⅰ）
－形状指向による部品分類法についての一考察－ ケンキュウケイジョウシコウブヒンブンルイホウイチコウサツ		Studies on Group Technology （Ⅰ）
－Classification System using Component Shape－		管理工学科
管理工学科
管理工学科　　　　 カコウガッカカコウガッカカコウガッカ				倉林良雄
谷原　齊
荒井慎一
 クラバヤシヨシオアライシンイチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		グループ・テクノロジーの研究（Ⅱ）
－工作指向による部品分類法についての一考察－　　　　　　　　　　 ケンキュウコウサクシコウブヒンブンルイホウイチコウサツ		Studies on Group Technology （Ⅱ）
－Classification System Using Machinning Method－		管理工学科
管理工学科
管理工学科　　　　 カコウガッカカコウガッカカコウガッカ				倉林良雄
谷原  齊
荒井慎一
 クラバヤシヨシオヤハラヒトアライシンイチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		信頼性理論におけるGEAT（Graphical　Evaluation　and　Review　Technique）とSFG（Signal-Flow　Graphs） シンライセイリロン		Graphical Evaluation and Review Technique（GERT） and Signal-Flow Graphs （SFG） in Reliability Theory		管理工学科
計算機センター カコウガッカケイサンキ				倉林良雄
菅澤喜男
 クラバヤシヨシオ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		触覚によるパターン認知 ショッカクニンチ		The Pattern Recognition on the Tactile Sense		管理工学科
管理工学科
管理工学専攻 カコウガッカカコウガッカカコウガクセンコウ				近藤　剛
大久保堯夫
斎藤隆信
 コンドウツヨシオオクボタカオットサイトウタカノブ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		自動車用シートの評価に関する事例的研究 ジドウシャヨウヒョウカカンジレイテキケンキュウ		The Evaluation of Automobil Seats from the View Point of Ergonomics		管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカ				近藤　武
堀江良典
 コンドウタケシホリエヨシノリ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		集合住宅における住宅管理（第1報） シュウゴウジュウタクジュウタクカンリダイホウ		A Study of Managmenton Housing Estate （１st Report）		管理工学科
管理工学科
管理工学専攻 カコウガッカカコウガッカカコウガクセンコウ		博士後期課程 ハクシコウキカテイ		伊藤清和
渡邊昭廣
賀畠  豊
 イトウキヨカズガハタケユタカ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		時間的，空間的に平均化された風速変動の突風率 ジカンテキクウカンテキヘイキンカフウソクヘンドウトップウリツ		Gast Factors of Wind Flucｔuations Averaged over Time Intervals and Distances in Cross-Wind Direction		一般教育
一般教育 イキョウイクイキョウイク				岩谷祥美
塩谷正雄
 イワタニショウミシオヤマサオ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		接地気層乱流の理論的モデル－中立成層の場合 セッチキソウランリュウリロンテキチュウリツセイソウバアイ		Theoretical Model of the Surface Layer Turbulence-Neutral Case		一般教育 イキョウイク				山田信夫
 ヤマダノブオ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		Schrödinger方程式の予測子-修正子法（Milneの方法）による数値解法の精度の検討 ホウテイシキヨソクコシュウセイコホウホウホウスウチカイホウセイドケントウ		Investigation of the Accuracy of the Numerical Solution by the Predictor-Corrector Method （Milen's Method） for the Schrödinger Equation		一般教育
大阪市立大学理学部
理工学部一般教育 イキョウイクオオサカシリツダイガクリガクブリコウガクブイッパンキョウイク				百木悟郎
末包昌太
佐々木潔
 モモキゴロウスエホウショウタササキキヨシ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		SnO2-Vox－PdO系セラミックススイッチング素子 ケイソシ		Switching and Oscillation Phenomena in  SnO２-Vox-PdO Ceramics		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 デコウガクセンコウイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				古河内良一
兼房慎二
武田義章
新田正義
原留美吉
 フルコウチリョウイチカネフサシンジタケダヨシアキニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		成層圏で水平浮遊中にある気球の微小振動 セイソウケンスイヘイフユウチュウキキュウビショウシンドウ		Small Balloon Oscillation on a Level Flight in Stratosphere		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクキョウイクキョウイク				堺　孝祐
加藤正人
湖上晨一
 サカイコウスケカトウセイジンコカミアシタイチ
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		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		マグネシウム合金鋳物AS41の旋削被削性 ゴウキンキンモノＭセンサクヒサクセイ		Turning Machinability of Magnesium Alloy Castings AS41		機械工学科
機械工学科
管理工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカカンリコウガッカ		教授
専任講師
専任講師 キョウジュセンニンコウシセンニンコウシ		時末　光
加藤数良
塗谷紘宣
 トキスエヒカカトウカズリョウヌリタニヒロセン

		20		2		reserved-32131x1F		資料 シリョウ		パーソナルコンピュータを用いた就職情報管理システム   モチシュウショクジョウホウカンリ		A System of Managing Information on Employment by Use of Personal Computers		機械工学科 キカイコウガッカ				邉　吾一

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		有限要素法を用いた開放型段つき管内音圧分布の解析 ユウゲンヨウソホウモチカイホウガタダンカンナイオンアツブンプカイセキ		Finite Element Analysis of Sound Pressure Distribution in Stepped Tube with Open‐end		電気工学科
パイオニア株式会社
東京都下水道局
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャトウキョウトゲスイドウキョクデンキコウガッカ		専任講師


 センニンコウシ		山崎　憲
井田一長
長谷川利明
瀨谷浩一郎
 ヤマザキケンイダイチチョウハセガワトシアキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		魚眼カメラによる立体角投射率の一測定法について ギョガンリッタイカクトウシャリツイチソクテイホウ		On a Measurment Method of Configuration Factors by the Camera with a Fish‐eye Lens		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ				山家哲雄
藤原義輝
 ヤマイエテツオフジワラヨシテル

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		圧縮荷重によってコンクリートに生ずる熱的性質変化に関する研究 アッシュクニジュウショウネツテキセイシツヘンカカンケンキュウ		A Study on the Changes of Thermal Properties of Concrete by Compressive Load		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
助教授 センニンコウシジョキョウジュ		柳内睦人
竹内十三男
 タケウチトミオ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		人工衛星リモートセンシングデータを利用した小櫃川流域流出機構解析 ジンコウエイセイリヨウオビツガワリュウイキキコウカイセキ		Analysis of the Run‐off Mechanism of the Obitsu River Basin Used by Satellite Remote Sensing Data		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
専任講師
副手
助教授 センニンコウシセンニンコウシフクシュジョキョウジュ		藤井寿生
工藤勝輝
岩下圭之
西川　肇
 フジイジュセイクドウカツテルイワシタケイユキニシカワハジメ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		繰り返し載荷を受ける2本束ね鉄筋重ね継手部の曲げ靭性 クカエサイニウホンタバテッキンカサケイテブマウツボセイ		Ductility of Lapped Splices of Two‐Bundled  Bars under Flexural Cyclic Loading		建築工学科 ケンチクコウガッカ				櫻田智之

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		最寄専門商店街に関する研究
－最寄専門店街の成立条件に関する調査及び分析－ モヨリセンモンショウテンガイカンケンキュウモヨリセンモンテンガイセイリツジョウケンカンチョウサオヨブンセキ		Study on Speciality Shopping Districts in Daily Commodities
－Survey on Speciality Shopping District in Daily Commodities－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウ				和田一郎
三宅賢一
高木美幸
増田吉貴
宮田智之
 ワダイチロウミタクケンイチタカギミユキマスダキチキミヤタトモユキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		最寄専門商店街に関する研究
－商品目における地方的特長－ モヨリセンモンショウテンガイカンケンキュウショウヒンモクチホウテキトクチョウ		Study on Speciality Shopping Districts in Daily Commodities                  －Analysis of Lacal Charactristic by Items－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウ				和田一郎
三宅賢一
高木美幸
増田吉貴
宮田智之
 ワダイチロウミタクケンイチタカギミユキマスダキチキミヤタトモユキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		郊外住宅地の史的研究
－強羅別荘地の開発について－ コウガイジュウタクチシテキケンキュウキョウラベッソウチカイハツ		A Historical Study on Garden Suburbs
－About the Development of Gora‐villa Estates－		建築工学科 ケ				藤谷陽悦
 フジタニヨウエツ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その3）
－漁港内施設の類型化に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイギョコウナイシセツルイケイカカンジッショウテキケンキュウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages （Part 3）
－An Emprical Study on Type of Institutions in Fishing Ports－		創造社
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ソウゾウシャケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		―		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
岩田明士
 オオウチヒロシトモミヤザキリュウショウシュウマサトシイワタアキラシ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		VEにおける機能評価分析へのあいまい理論の応用 キノウヒョウカブンセキリロンオウヨウ		The Application of Fuzzy Theory to Functional Evaluation and Analysis in VE		管理工学科 カンリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		菅澤喜男
 スガサワヨシオ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		SnO2系センサのH2Sガス検出機構 ケイケンシュツキコウ		Gas Detection Mechanism of H2S by SnO2‐based Sensors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		専任講師
助教授
教授 センニンコウシジョキョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		20		2		reserved-32131x1F		資料 シリョウ		日本大学生産工学部計算機センターにおける自動化のための防災システム　　 ニホンダイガクセイサンコウガクブケイサンキジドウカボウサイ		Security System for Automatic Operation in Computer Center，College of Industrial Technology Nihon University		一般教育
計算機センター イッパンキョウイクケイサンキ		非常勤講師
 コウシ		塩谷正雄
黒羽圀夫
 シオヤマサオクロハネクニオット

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		1050合金とＳ35Ｃの摩擦圧接 ゴウキンマサツアツセツ		Friction Welding of 1050 Alloy to S35C		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズリョウトキスエヒカ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その4）
－静岡県島田市の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウシズオカケンシマダシバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood （Ｐａｒｔ 4）　－Case Study on Shimada，in Shizuoka－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川岸梅和
 カワギシウメカズ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－漁協を中心にとらえた圏域の特性とその変容について－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイギョキョウチュウシンケンイキトクセイヘンヨウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages（Part 2）
－The Character of Area and Its Metamorphosis with Focus on a Fishermen's Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程3年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅱ）
－大都市沿岸漁業地区の地区特性と整備課題－ ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウダイトシエンガンギョギョウチクチクトクセイセイビカダイ		A Study on Adjustment of the Coast Area in Metropolis（Ⅱ）
－Regional Property and Object for Prepare of FISHERMAN’s Area in Metropolis－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程？年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		菅　雅幸
宮崎隆昌
宗　正敏
本間俊広
 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシホンマトシヒロ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		束ね鉄筋重ね継手部の曲げ靱性に関する実験的研究
－2本束ね鉄筋の場合－ タバテッキンカサケイテブマウツボセイカンジッケンテキケンキュウホンタバテッキンバアイ		Ｅxperimental Study on the Ductility of Lapped Splices of Two Bundled Bars		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		櫻田智之

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		横補強筋のみで補強したコンクリート短柱の耐力とじん性に関する実験 ヨコホキョウキンホキョウタンチュウタイリョクセイカンジッケン		Experiment on Strength and Ductility of Short Concrete Columns Solely Reinforced by Transverse Reinforcements		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
副手 センニンコウシフクシュ		花井重孝
高橋勝治
 ハナイシゲタカタカハシカツジ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		平面骨組の弾塑性・大たわみ撓角法（Ⅱ）型に関する研究 ヘイメンホネグダンソセイオオタワカクホウガタカンケンキュウ		A Study on the Elasto‐Plastic Slope Deflection Method（Ⅱ） with Large Deflection of Plane Frames		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		向後豊次
川島　晃
 コウゴトヨジカワシマアキラ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		模型実験のための砂地盤造成方法に関する研究
－砂の充填方法に関する検討（その3）－ モケイジッケンスナジバンゾウセイホウホウカンケンキュウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on How to Make the Sand Bed for the Model Test
－Investigation on Filling Method of Sand（Part 3）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史
 カワムラセイシ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		戦略企業群
－産業分析への経営管理的アプローチ－ センリャクキギョウグンサンギョウブンセキケイエイカンリテキ		Strategic Firm Group
－A Managerial Approach for Industrial Analysis－		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		野本千秋
清水　曻
 ノモトチアキシミズショウ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		偶数同種粒子核に対する最適な殻模型空間　Truncation グウスウドウシュリュウシカクタイサイテキカラモケイクウカン		The Best Space Truncation Applicable to Even Identical Particle Systems in Nuclear Shell Model		一般教育
広島工業大学電気工学科
東京大学原子核研究所 イッパンキョウイクヒロシマコウギョウダイガクデンキコウガッカトウキョウダイガクゲンシカクケンキュウジョ		専任講師
助教授
助手 センニンコウシジョキョウジュジョシュ		百木悟郎
殿塚　勲
小川建吾
 モモキゴロウドノツカイサオオガワケンゴ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		ＡＴＰおよびグリシンペプチドを含む亜鉛（Ⅱ）混合配位子錯体の研究 フクアエンコンゴウハイクライコサクタイケンキュウ		Studies on the ATP‐Zinc ion‐Glycinepeptide Mixed Ligand Complexes		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
講師
副手
教授 ジョシュコウシフクシュキョウジュ		松田清美
高原光子
三木久美子
牧　正文
 マツダキヨミタカハラミツコミキクミコ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第3報）
－砂の充填方法に関する検討（その2）－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on the Reproducibility of the Model Test for a Foundation Structures （Part 3）
－Investigation on Filling Method of Sanｄ（2）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史

 カワムラマサシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（1）
－解析－ ホキョウクケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクカイセキ		Ultimate Strength of H‐Section Members with Reinforced Rectangular Holes（1）
－Analysis－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		福島曉男
小松　博
 コマツヒロシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（2）
－実験－ ホキョウクケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクミシルシ		Ultimate Strength of H‐Section Members with Reinforced Rectangular Holes（2）
－Experiment－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		福島曉男
小松  博 コマツヒロシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成
－漁協を中心にとらえた漁港と集落の圏域の類型的特性について－ エンガンギョソンチイキリョウキョウチュウシンギョコウシュウラクケンイキルイケイテキトクセイ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages
－Type of Fishing Ports and Fishing Villages with Focus on a Fishermen’s Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程2年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		いくつかの二次の乱流クロージャー・モデルによるMonin-Obukhovの普遍関数の計算 2ジランリュウフヘンカンスウケイサン		Prediction of the Monin‐Obukhov Universal Functions from a few Second‐Order Turbulence Closure Models		一般教育 イッパンキョウイク		助手 ジョシュ		山田信夫
 ヤマダノブオ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		内挿試験コイル渦流深傷試験における欠陥形状の推定 ウチザシシケンウズリュウシンキズシケンケッカンケイジョウスイテイ		Flaw Estimation in Eddy Current Testing with Inner Probe Coil		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		副手
助教授
教授 フクシュジョキョウジュキョウジュ		乾　成里
星川　洋
石橋泰雄
 イヌイシゲルサトホシカワヨウタイオ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		重機土工工事の合理化対策の研究 ジュウキツチコウコウジゴウリカタイサクケンキュウ		Study of Measures for Rationalization of Operations of Ｈｅａｖｙ-Duty Vehicles in Construction Projects		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		非常勤講師		山本房志
堺　　毅
 ヤマモトボウシサカイツヨシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		土木工事における効率的コスト・マネジメントのシステム化に関する研究 ドボクコウジコウリツテキカカンケンキュウ		Study on Systematic Application of Effective Cost Management to Civil Engineering Projects		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		非常勤講師		山本房志
堺　　毅
 ヤマモトボウシサカイツヨシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第2報）
－砂の充填方法に関する検討（その１）－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on the Reproducibility of the Model Test for Foundation Structureｓ（Part 2）
－Investigation on Filling Method of Sand（1）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ				川村政史

 カワムラマサシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		コーポラティブ・ハウジングに関する研究（その3） カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing （Ｐａｒｔ3）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤヒロオサカワギシウメワ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		無補強矩形開口を有するH形断面材の終局耐力（1）
－解析－ ムホキョウカネザシケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクカイセキ		Ultimate Strength of H-Section Members with Unreinforced Rectanguler Holes（1）
－Analysis－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ				福島曉男
小松　博
 コマツヒロシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		無補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（2）
－単調載荷実験－ ムホキョウカネザシケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクタンチョウサイニジッケン		Ultimate Strength of H-Section Members with Unreinforced Rectanguler Holes（2）
－Simple Loading Experiment－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ				福島曉男
小松　博
 コマツヒロシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における環境形成に関する基礎的研究
－漁業協同組合を中心にとらえた漁港と集落の圏域の構成に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキカンキョウケイセイカンキソテキケンキュウギョギョウキョウドウクミアイチュウシンギョコウシュウラクケンイキコウセイカンジッショウテキケンキュウ		A Basic Study of the Formative Process of Environment in Coastal Fishing Villages
－An Empirical Study on Area of Fishing Ports and Fishing Villages with Focus on a Fishermen’s Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程1年


 ハクシコウキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		錫同位元素に対する有効ｇ-因子の最小自乗法による決定 スズドウクライゲンソタイユウコウインシサイショウジジョウホウケッテイ		Determination of the Effective g-factors for Sn Isotopes by Using the Least Square Fitting Method		一般教育
東京大学原子核研究所
広島工業大学電気工学科 イッパンキョウイクヒガシキョウダイガクハラコカクケンキュウジョヒロシマコウギョウダイガクデンキコウガッカ		専任講師
助手
助教授 センニンコウシジョシュジョキョウジュ		百木悟郎
小川建吾
殿塚　勲
 モモキゴロウオガワケンゴトノツカイサオ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		Al-Mg系5元合金板の深絞り性について ケイゲンゴウキンイタシンシボセイ		Study on the Deep Drawability of Al-Mg Based Quinary Alloy Sheet		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		勝田基嗣
青木顕一郎
 カツタモトシアオキケンイチロウ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その3）
－東京都江戸川区小松川・平井地区の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウトウキョウトエドガワクコマツガワヒライチクバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood（Ｐａｒｔ3）
－Case Study on Komatsugawa and Hirai district in Edogawa-ward，Tokyo－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		川岸梅和

 カワギシウメカズ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅰ）
（東京湾沿岸漁業地区の立地特性及び整備方針） ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウトウキョウワンエンガンギョギョウチクリッチトクセイオヨセイビホウシン		A Study on Adjustment of the Coast Area in Tokyo Metropolis（Ⅰ）
（Locational Character and Deveroping Principle in Fishermans Area in the Coast of Tokyo-Baｙ）		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程？年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		菅  雅幸
宮崎隆昌
宗  正敏
 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		沿岸地域における環境形成に関する基礎的研究
（集落の再編と漁港の機能分担に関する実証的研究） エンガンチイキカンキョウケイセイカンキソテキケンキュウシュウラクサイヘンギョコウキノウブンタンカンジッショウテキケンキュウ		A Basic Study on the Formative Process of Environment in Coastal Zone
（The Adjustment of Fishing Villages and Allotment the Function of Fishing Port）		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程1年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		視覚作業における注視点分布に関する研究 シカクサギョウチュウシテンブンヌノカンケンキュウ		A Study on the Distribution of Fixation Points Caused by Various Types of Visual Tasks		管理工学科
労働省産業医学総合研究所
工業化学科 カンリコウガッカロウドウショウサンギョウイガクソウゴウケンキュウジョコウギョウカガッカ		教授
主任
副手 キョウジュシュニンフクシュ		大久保堯夫
斉藤　進
斎藤　真
 サイトウススムサイトウシン

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		高速型セイルウイング風車の実験的研究
（第1報　風車ブレードの開発） コウソクカタフウシャジッケンテキケンキュウダイホウフウシャカイハツ		Experimental Research of High Speed Sail Wing
（Part 1 Development of Wind Turbine Blade）		数理工学科
数理工学科
一般教育 スウリコウガッカスウリコウガッカイッパンキョウイク		助手
教授
専任講師 ジョシュキョウジュセンニンコウシ		長井　浩
篠田仁吉
三野正洋
 ナガイヒロシシノダジンキチサンノマサヒロ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		高速型セイルウイング風車の実験的研究
（第2報　風車ブレードの特性試験） コウソクカタフウシャジッケンテキケンキュウダイホウフウシャトクセイシケン		Experimental Research of High Speed Sail Wing
（Ｐａｒｔ 2 Characteristic Tests of Wind Turbine Generator）		数理工学科
数理工学科
一般教育
株式会社湯浅電池技術部
株式会社湯浅電池技術部 スウリコウガッカスウリコウガッカイッパンキョウイクユアサデンチギジュツブユアサデンチギジュツブ		助手
教授
専任講師
主幹
― ジョシュキョウジュセンニンコウシシュカン		長井　浩
篠田仁吉
三野正洋
松本　完
佐々木輝男
 ナガイヒロシシノダジンキチサンノマサヒロマツモトカンササキテルオ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金鋳物ＡＣ2Ａ摩擦圧接継手の機械的性質 ゴウキンイモノマサツアツセツケイテキカイテキセイシツ		Mechanical Properties of Friction Welded Joints of Alminum Alloy Castings AC2A		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズリョウトキスエヒカ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		繰り返し引張衝撃による金属材料の変形挙動について（Ⅱ）
－試験機の特性と長尺試験片における変形挙動－ クカエヒハショウゲキキンゾクザイリョウヘンケイキョドウシケンキトクセイチョウシャクシケンヘンヘンケイキョドウ		Defomation Behaviour of Some Metallic Materials by Tensile Impact Repetitions（Ⅱ）
－Characteristics of Testing Machine and Deformation in longer Specimens－		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		高橋清造
浅川廣一

 タカハシセイゾウ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		プローブ回転式渦流探傷法における欠陥像の復元法 カイテンシキウズリュウタンキズホウケッカンゾウフクゲンホウ		Reconstruction of Flaw Shape by means of Deconvolution in Probe Rotating Eddy Current Flaw Detection		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手

助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		小井戸純司
菊田圭一
星川  洋
石橋泰雄
 コイドジュンツカサキクタケイイチホシカワヨウヤスオ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		陰イオン交換樹脂によるフェノールの吸着 インコウカンキアブラキュウチャク		Sorption of Phenol by Anion-exchange Resins		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガッカコウギョウカガッカ		非常勤講師
専任講師 ヒジョウキンコウシセンニンコウシ		赤羽政亮
新井孝昭
 アカバネセイリョウアライタカアキ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		高圧下における気体の粘性率の精密測定 コウアツシタキタイネンセイリツセイミツソクテイ		Precise Measurement of Gas Viscosity at High Pressures		工業化学科
工業化学科
東北大学工学部化学工学科
東北大学工学部化学工学科 コウギョウカガッカコウギョウカガクカトウホクダイガクコウガクブカガクコウガッカトウホクダイガクコウガクブカガクコウガッカ		助教授教
非常勤講師
助手
 ジョキョウヒジョウキンコウシジョシュ		本郷　尤
赤羽政亮
佐藤信之
長坂　徹
 ホンゴウモットアカバネセイリョウサトウノブユキナガサカトオル

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		数量化分析を利用する場合における要因の過不足の発見と修正のしかた スウリョウカブンセキリヨウバアイヨウインカブソクハッケンシュウセイ		A Method to Complete the Item for Calculation with
“Quantification Analysis”		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		矢澤清弘
内田正則
 ヤザワセイヒロウチダマサノリ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2/ガラス系厚膜抵抗体（Ⅰ）
－ガラスの軟化温度と電気的特性－ ケイアツマクテイコウタイナンカオンドデンキテキトクセイ		RuO2/Glass Based Thick Film Resistors（Ⅰ）
－Relation between Glass Softening Temperature and the Electrical Properties－		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		高温度H2Sガスセンサ コウオンド		High Sensitivity H2S Gas Sensors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		間接血圧測定における検出器の設置位置の影響について カンセツケツアツソクテイケンシュツキセッチイチエイキョウ		Influence of the Setting Position of Detector for the Indirect Blood Pressure Measurment		電気工学科
株式会社ブリジストン
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガッカ		専任講師
―
教授 センニンコウシキョウジュ		山崎  憲
土橋秀行
瀨谷浩一郎
 ヤマザキケンドバシヒデユキ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		プローブ回転式渦流探傷法における探傷データの画像化について カイテンシキウズリュウタンキズホウタンキズガゾウカ		Visualization of the Flaw Signal in Probe Rotating Eddy Current Testing		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		小井戸純司
星川　洋
石橋泰雄
 コイドジュンジホシカワヒロシタイ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		空中音源からの放射パターンの映像化 クウチュウオンゲンホウシャエイゾウカ		Visualization of Sound Field in Air		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 オオツカテツロウ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウシングに関する研究（その2） カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing （Part2）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤコウジカワギシウメカズ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その2）
－川崎市高津区・宮前区の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウカワサキシタカツクミヤマエクバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood（Ｐａｒｔ2）
－Case Study on Takatsu-ku and Miyamae-ku，Kawasaki－		建築工学科 ケ		助手 ジョシュ		川岸梅和

 カワギシウメカズ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第1報）
－既往の研究と試作した砂撒機の性能について－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウキオウケンキュウシサクスナサチキセイノウ		Study on the Reproducibility of the Model Test of a Foundation Structure（1ｓｔ Ｒｅｐｏｒｔ）
－In the Case of the Past Study and the Performance of the Sand Rainer Built as a Triaｌ－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史

 カワムラマサシ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		7075合金の加工熱処理と加工熱処理材の力学的性質 ゴウキンカコウネツショリカコウネツショリザイリキガクテキセイシツ		Age Hardening Behavior and Mechanical Properties of Thermomechanically Processed 7075 Aluminum Alloy		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガッカ		助教授
教授
教授 ジョキョウジュキョウジュキョウジュ		菅又　信
金子純一
青木顕一郎
 スガマタシンカネコジュンイチアオキケンイチロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		掘削用ドリル軸の座屈荷重 ホサクヨウジクザクツニジュウ		The Critical Load of a Long Shaft for Boring with Periodically Stepped Cross-Sections		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		塚田進章
 ツカダシンショウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波音源
－段つき円形振動板－ キョウリョククウチュウチョウオンパオンゲンダンエンケイシンドウイタ		High Power Aerial Ultrasonic Source
-Stepped Circular Vibrating Plate－		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 オオツカテツロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		地域施設計画の研究
人口密度にもとづく商店街の性格分析 チイキシセツケイカクケンキュウジンコウミツドショウテンガイセイカクブンセキ		Study on Community Facilities
Analysis on Shopping Districts by Population Dencity		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		和田一郎
高木美幸
 ワダイチロウタカギミユキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		地域施設計画の研究
業種構成にもとづく商店街の性格分析 チイキシセツケイカクケンキュウギョウシュコウセイショウテンガイセイカクブンセキ		Study on Community Facilities
Analysis on Shopping Districts by type of Shops		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		和田一郎
高木美幸
 ワダイチロウタカギミユキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウジングに関する研究
－居住者調査－ カンケンキュウキョジュウシャチョウサ		Study on Cooperative Housing
－Research on the Residents－		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤヒロジカワギシウメカズ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究
－多摩ニュータウンの場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウタマバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood
－Case Study on Tama New Town－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		川岸梅和
 カワギシウメカズ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		アスファルテンの見掛け分子量とその濃度依存性 ミカブンシリョウノウドイゾンセイ		Apparent Molecular Weight of Asphaltene and Its Concentration Dependence		工業化学科
一般教育
一般教育
理工学部工業化学科 コウギョウカガクカイッパンキョウイクイッパンキョウイクリコウガクブコウギョウカガクカ		副手
助手
助教授
教授 フクシュジョシュジョキョウジュキョウジュ		坂本恵一
山川一三男
中島豊比古
松本太郎
 サカモトケイイチヤマカワイチサンオトコナカジマトヨヒフルマツモトタロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		立位作業の重心に関する研究 リツイサギョウジュウシンカンケンキュウ		A Study of the Point of Worker’s Gravity on Standing Works		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		竹中　理
 タケナカリ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		厚膜圧力センサ（Ⅱ） アツマクアツリョク		Thick-Film Pressure Sensors（Ⅱ）		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授 フクシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		熱および運動量の乱流輸送に関する圧力変動の効果 ネツウンドウリョウランリュウユソウカンアツリョクヘンドウコウカ		On the Effects of Pressure Fluctuations on the Turbulent Transport of Heat and  Momentum		一般教育 イッパンキョウイク		助手 ジョシュ		山田信夫
 ヤマダノブオ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		Al‐4.5％Cu合金高圧鋳造材の旋削被削性 ゴウキンコウアツチュウゾウザイセンサクヒサクセイ		Turning Machinability of High Pressure Castings of Al‐4.5％Cu Alloy		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		時末　光
加藤数良
 トキスエヒカカトウカズリョウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		ベーン形真空ポンプの過渡性能について カタシンクウカトセイノウ		On the Transient Performance of Rotary－vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学専攻 キカイコウガッカキコウガクセンコウ		専任講師
 センニンコウシ		氏家康成
高橋秀典
 ウジイエヤスナリタカハシヒデノリ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		繰り返し引張衝撃による金属材料の変形挙動について
－変形および変形エネルギにおよぼす予ひずみの影響－ クカエヒハショウゲキキンゾクザイリョウヘンケイキョドウヘンケイヘンケイヨエイキョウ		Defomation Behaviour of some Metallic Materials by Tensile Impact Repetitions
－Effect of Pre‐Strain on Deformation and Deformation Energy－		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
助手 ジョキョウジュジョシュ		浅川廣一
高橋清造
 タカハシセイゾウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		導波管開放端近傍の電磁界分布について　 ドウハカンカイホウタンキンボウデンジカイブンプ		Electromagnetic Field Distribution near the Open End of a Waveguide		電気工学科
日本電気株式会社
電気工学科 デンキコウガッカニホンデンキカブシキガイシャデンキコウガッカ		助手
―
教授 ジョシュキョウジュ		坂口浩一
高木　均
斎藤勝巳
 サカグチコウイチタカギキンサイトウカツミ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波音源
－平面円形振動板の振動姿態－ キョウリョククウチュウチョウオンパオンゲンヘイメンエンケイシンドウイタシンドウシタイ		High Power Aerial Ultrasound Source
－Vibration Figure for Flexural Circular Vibrating Plate－		電気工学専攻
三井木材工業株式会社
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウミツイモクザイコウギョウカブシキガイシャデンキコウガッカデンキコウガッカ		―
助手
教授 ジョシュキョウジュ		上島良之
石田明義
大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 ウエシマヨシユキイシダアキヨシオオツカテツロウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		コンクリートの表面温度の影響に関する品質管理 ヒョウメンオンドエイキョウカンヒンシツカンリ		Quality Control on the Effect of Surface Temperature of Concrete		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授
助教授
講師
講師 キョウジュジョキョウジュコウシコウシ		堺　　毅
竹内十三男
柳内睦人
山本高義
 サカイツヨシタケウチトミオヤマモトタカヨシ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		グループ・テクノロジーの研究（Ⅲ）
－二進法表示による部品分類法について－ ケンキュウニシンホウヒョウジブヒンブンルイホウ		Studies on Group Technology（Ⅲ）
－The Classification System using the Binary Scale－		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカカンリコウガッカ		助手
教授
助教授 ジョシュキョウジュジョキョウジュ		荒井慎一
倉林良雄
谷原　齊
 アライシンイチクラバヤシヨシオ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		BZ‐1～BZ‐3（英国球帯法分類）の配光を持つ平紐状光源による直射照度の図式計算 エイコクキュウタイホウブンルイハイコウモヘイチュウジョウコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Ribbon-shaped Light Sources with Luminous Intensity Distribution Curves from BZ-1 to BZ-3 （British Zonal Method Classification）		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
助手
 キョウジュジョシュ		藤原義輝
蒔田鐵夫
山家哲雄
 フジワラヨシテルマキタサンイエテツオ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		水槽模型実験並びに有限要素法による接地抵抗の推定 スイソウモケイジッケンナラユウゲンヨウソホウセッチテイコウスイテイ		Estimation of the Grounding Resistance by Means of Scale Model Testing and Finite Element Method		電気工学科
電気工学科
千葉大学工学部電気工学科 デコウガッカデコウガッカチバマサルガクコウガクブデンキコウガッカ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		蒔田鉄夫
藤原義輝
川瀬太郎
 マキタテツオフジワラヨシテルカワセタロウ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		弾性棒モデルによる列車前後波動解析
第2報　ブレーキ作用と弾性波の伝達速度が等しい場合の公式および連結器力に対する諸要因の影響 ダンセイボウレッシャゼンゴハドウカイセキダイホウサヨウダンセイハデンタツソクドヒトバアイコウシキレンケツキリョクタイショヨウインエイキョウ		Analysis of Longitudinal Vibration of Train by Elastic-Bar Model
Report 2：Formulas for the case with equal brake-action and wave-transmission speeds，and effects of factors on the coupler force		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授 キョウジュ		西澤一友
松井　哲
 ニシザワイチトモマツイテツ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		カーボン・樹脂系厚膜温度センサ ジュシケイアツマクオンド		Thick-Film Temperature Sensors		一般教育
一般教育　　　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授 フクシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ
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		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		粒子の運動
－V形分級機－ リュウシウンドウケイブンキュウキ		Particle Motion
－V Type Inertial Classifier－		機械工学科 キカイコウガッカ		教授 キョウジュ		上野博之
 ウエノヒロユキ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		パルスTIG溶接によったAZ31マグネシウム合金のビード形状 ヨウセツゴウキンケイジョウ		Bead Appearance of AZ31 Magnesium Alloy with Pulsed TIG Welding		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		朝比奈敏勝
時末　光
 アサヒナトシカツトキスエヒカリ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		高Ｔｃ酸化物超伝導体を装荷した導波管の高周波特性 コウサンカブツチョウデンドウタイソウニドウハカンコウシュウハトクセイ		High Frequency Characteristics of Waveguide Loading High-Tc Oxide Superconductor		電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		博士前期課程？年
教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュ		中村武史
渡邊宅治
 ナカムラタケシシ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		均質大地における棒状電極の並列接地効果 キンシツダイチボウジョウデンキョクヘイレツセッチコウカ		Parallel Grounding Effects on Rod Electrode in Homogeneous Soil		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		専任講師
 センニンコウシ		蒔田鐵夫
渡部　明
 マキタテツオットワタベアキラ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		室内の作業面照度分布に及ぼす什器の影響について シツナイサギョウメンショウドブンプオヨジュウキエイキョウ		The Effect of Fixtures on the Illuminance Distribution ｏn Working Plane in a Room		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				磯村　稔
池本直隆
山内基海
 イソムラミノルイケモトナオタカヤマウチキウミ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		位相共役波のパターン計測への応用 イソウキョウヤクハケイソクオウヨウ		Application ｏｆ Pattern Recognition ｂｙ Optical Phase-Conjugate Wavefront		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
 キョウジュ		松原三人
山田博章
 マツバラサンニンヤマダヒロシショウ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		イオン窒化法による窒化鉄薄膜の磁気特性 チッソカホウチッソカテツハクマクジキトクセイ		Magnetic Property of Iron Nitride Thin Films Prepared by Ｉｏｎ Nitriding Method		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		助手

教授 ジョシュキョウジュ		新妻清純
社藤康弘
移川欣男
 ニイヅマセイジュンシャトウヤスヒロウツシカワキンオトコ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		画像処理装置による照明評価の一方法について ガゾウショリソウチショウメイヒョウカイチホウホウ		An Evaluation Method for Illumination by Using the Digital Image Processing System		電気工学科
ｴｸｾﾚﾝﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガッカ		教授
―
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		大谷義彦
周　慶福
山家哲雄
 オオタニヨシヒコシュウケイフクヤマイエテツオ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		弾塑性・大たわみ撓角法（Ⅱ）型による鋼構造山形ラーメンの分岐解析 ダンセイオオカクホウガタコウコウゾウヤマガタブンギカイセキ		Bifurcation Analysis of Gable Typed Steel Frame by the Elasto-Plastic Slope Deflection Method (Ⅱ) with Large Deflection		建築工学科
建築工学科
山辺構造設計事務所 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカヤマベコウゾウセッケイジムショ		専任講師
教授
― センニンコウシキョウジュ		川島　晃
向後豊次
高田真清
 カワシマアキラコウゴトヨジタカダシンセイ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		情報技術の不連続と分散協調環境への移行 ジョウホウギジュツフレンゾクブンサンキョウチョウカンキョウイコウ		Discontinuity on Information Technology and Shifting for Open Systems Environment		管理工学科 カンリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		田村喜望
 タムラヨロコノゾ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		2次元非定常流れのコンピュータアニメーション ジゲンヒテイジョウナガ		Computer Animation for 2-Dimensionnal Unsteady Flows		数理工学専攻
数理工学科
数理工学科 スウリコウガクセンコウスコウガッカスコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		佐藤　尋
角田和彦
登坂宣好
 サトウジンツノタカズヒコトサカセンゲンス

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		縮合多環多核芳香族（COPNA）樹脂と活性炭との重合物の磁性に及ぼす熱処理温度の影響 シュクゴウタカンタカクホウコウゾクジュシカッセイタンジュウゴウブツジセイオヨネツショリオンドエイキョウ		Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Poｌymer Consisted of Condensed Polynuclear Aromatic (COPNA) Resin and Active Carbon		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		今　　斎
移川欣男
 コンサイウツシカワキンオトコ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		ミリ波電波を用いた金属物体形状計測の基礎検討 ハデンパモチキンゾクブッタイケイジョウケイソクキソケントウ		A Basic Study on Measurement of Metal-Object Shape Using Milimeter Wave		電気工学科
電気工学専攻
（現　プラス株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンム		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
天沼英雄

 アマヌマヒデオ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		CaO-Fe（NO３）３-H2O系における反応生成物の合成とその組成決定 ケイハンノウセイセイブツゴウセイソセイケッテイ		Synthesis of Reaction Products in CaO-Fe(NO3)3-H2O System and Determination of their Compositions		工業化学科
工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ		副手
助手

非常勤講師 フクシュジョシュヒジョウキンコウシ		田中　智
町長　治
青山芳夫
笠井順一
 タナカトモチョウチョウオサムアオヤマヨシオカサイジュンイチ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		塩基性塩化硫酸銅（Connllite）の熱分解 エンキセイエンカリュウサンドウネツブンカイ		Pyrolysis of Copper Chloride Sulfate Hydroxide Hydrate (Connellite)		工業化学専攻
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクセンコウコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		助手
 ジョシュ		岩坪喜雄
町長　治
青山芳夫
 イワツボヨシオオチョウチョウオサムアオヤマヨシオ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		台湾への進出企業における生産管理の諸問題について タイワンシンシュツキギョウセイサンカンリショモンダイ		Some Problems on Production Management of Japanese Extended Companies to TAIWAN		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		荒井慎一
 アライシンイチ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		竜巻状の渦の中の角柱に作用する風圧に関する実験的研究 タツマキジョウウズナカカクチュウサヨウフウアツカンジッケンテキケンキュウ		An experimental investigation of wind pressures on square pillars in tornado-like vortices		一般教育
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科 イッパンキョウイクケンチクコウガッカケンチクコウガッカコウガッカケコウガッカケコウガッカ		教授

助手
学部？生
学部？生
学部？生 キョウジュジョシュガクブショウガクブセイガクブセイ		岩谷祥美
丸田榮藏
神田　亮
服部洋介
浜野直樹
松浦　武
 イワタニショウミカンタリョウハットリヨウスケハマノナオキマツウラタケシ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		1050アルミニウム合金の摩擦圧接 ゴウキンマサツアツセツ		Friction Welding of 1050 Aluminum Alloy		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		イオンビーム方式による「スーパーセンダスト」系薄膜の磁気特性に及ぼす磁場中冷却処理効果 ホウシキケイハクマクジキトクセイオヨジバナカレイキャクショリコウカ		Effect of Magnetic Field Annealing on Magnetic Properties of “Super Sendust” Thin Films by Ion-Beam Sputtering Method		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		移川欣男
小暮宏之
 ウツカワキンオトココグレヒロユキ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		カルマンフィルタを用いた流れ文字画像処理 モチナガモジガゾウショリ		Image Processing for Blurred Characters Using Kalman Filter		電気工学科
電気工学専攻
（現　株式会社ＩＮＡＸ勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンム		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
榊原信和

 サカキバラノブカズ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		フライアッシュを混和材として用いた，ソイルセメントモルタルの圧縮強度および密度に関する実験研究 コンワザイモチアッシュクキョウドミツドカンジッケンケンキュウ		An Experimental Study on Compressive Strength and Bulk Density of Fly-Ash Substituted Soil Cement Mortars		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		川村政史
笠井芳夫
 カワムラセイシカサイヨシオット

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		交通システムと業種構成に関する研究
－駅前近隣商店街の業種構成の分布－ コウツウギョウシュコウセイカンケンキュウエキマエキンリンショウテンガイギョウシュコウセイブンプ		Study on Transportation System and Type of Businesses
－Analysis of type of Businesses Shopping District Around the Station－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
 キョウジュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		無定形および結晶性ポリスチレン，ポリメタクリル酸メチル表面への水蒸気吸着等温線 ムテイケイケッショウセイサンヒョウメンスイジョウキキュウチャクトウオンセン		Adsorption Isotherms of Water Vapor on Atactic and Isotactic Polystyrene and Polymethylmethacrylate Surfaces		一般教育
工業化学科
工業化学科 イッパンキョウイクコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		専任講師
助手
 センニンコウシジョシュ		松田清美
山田和典
平田光男
 マツダキヨミヤマダカズノリヒラタミツオ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		プラグの運動 ウンドウ		The Motion of the Plugs		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		上野博之
 ウエノヒロユキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		CR-39プラスチック検出器中の粒子飛跡の3次元画像解析　 ケンシュツキナカリュウシヒセキジゲンガゾウカイセキ		Three Dimensional Picture Analysis of Particle Tracks in CR-39 Plastic Detector		電気工学専攻
一般教育
電気工学科 デンキコウガクセンコウイッパンキョウイクデンキコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		畠山由紀子
小倉紘一
山田博章
 ハタケヤマユキコオグラコウイチヤマダヒロアキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		強力定在音場中の放電現象の観測 キョウリョクテイザイオトバナカホウデンゲンショウカンソク		Observation of Electric Discharge Phenomena in High-ｉntensity Standing Sound Waves Field		電気工学専攻
電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		平田尚史
鍵和田浩
中根偕夫
瀨谷浩一郎
 ヒラタナオシカギワダヒロシナカネトモオット

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		自由水面における空気の巻き込みに関する実験的研究 ジユウスイメンクウキマコカンジッケンテキケンキュウ		Experimental Study on Air-Entrainment at Free-Surface of a Water Flow		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
教授
 センニンコウシキョウジュ		落合　実
遠藤茂勝
三浦　晃
 オチアイミノルエンドウシゲルカツミウラアキラ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		FEMとFDMに応用できる格子生成の自動化と画像処理 オウヨウコウシセイセイジドウカガゾウショリ		Automatic Grid Generation and Image Processing for FEM and FDM		数理工学科 スウリコウガッカ				大島淳一
 オオシマジュンイチ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		Au添加RuO2抵抗体の電気的特性 テンカテイコウタイデンキテキトクセイ		Electrical Properties of Au-doped Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性の変化 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイヘンカ		Effects of Refiring on the Electrical Properties of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		高速用ベーン形回転真空ポンプの内部漏洩特性 コウソクヨウケイカイテンシンクウナイブモエイトクセイ		Characteristics of Internal Leakage in High Speed Rotary-Vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		氏家康成
西野　宏
 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		タイムドメイン法を用いた電波吸収体反射特性の測定 ホウモチデンパキュウシュウタイハンシャトクセイソクテイ		Measurement of Microwave Absorber Reflection Using Time Domain Technique		電気工学科
電気工学専攻
（三洋電機株式会社） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウサンヨウデンキカブシキガイシャ		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
森　孝幸

 モリタカユキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		什器を有する室内の作業面全照度に関する近似計算法について－その1－ ジュウキユウシツナイサギョウメンゼンショウドカンキンジケイサンホウ		An Approximate Calculation of Total Illuminance on a Working Plane in a Room Containing Fixtures -Part 1-		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				磯村　稔
宮川宗郎
山内基海
 イソムラミノルミヤガワソウロウヤマウチモトイウミ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		模型室を用いた影の特性実験 モケイシツモチカゲトクセイジッケン		Some Experiments of the Shadow Characteristics Using a Model Room		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		大谷義彦
田久保章夫
 オオタニヨシヒコタクボアキオ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		簡易電波暗室を用いたアンテナ放射特性の測定 カンイデンパアンシツモチホウシャトクセイソクテイ		Measurements of Antenna Radiation Pattern in a Compact Anechoic Chamber		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科　　　　 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				坂口浩一
安富雄一
瀨谷浩一郎
 サカグチコウイチヤストミユウイチ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		地震動最大加速度の距離減衰に関する研究（第3報） ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウダイサンホウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions (Part 3)		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		生鮮食料品部門のアイテムとスペースに関する研究 セイセンショクリョウヒンブモンカンケンキュウ		Study on Item and Space by Perishables Sections		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		ポリ（2‐ジエチルアミノエチルメタクリレート）とオレンジⅠ又はオレンジⅡとの相互作用 マタソウゴサヨウ		Interactions of Poly(2-Diethylaminoethyl Methacrylate) with Orange Ⅰ or Orange Ⅱ		工業化学科 コウギョウカガクカ		専任講師 センニンコウシ		和泉　剛
 イズミゴウ

		23		2		reserved-33227x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		乱流の三次モーメント・モデル方程式とその接地境界層への適用 ランリュウサンジホウテイシキセッチキョウカイソウテキヨウ		Triple Moment Model of Turbulence and its Application to the Atmospheric Surface Layer		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		山田信夫
 ヤマダノブオ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性と基板の熱膨張係数 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイキバンネツボウチョウケイスウ		Relations Between the Electrical Properties of Thick Film Resistors and the Thermal Expansion Coefficient of the Substrates		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		抵抗体膜の熱膨張が厚膜抵抗体の特性に及ぼす効果 テイコウタイマクネツボウチョウアツマクテイコウタイトクセイオヨコウカ		Effects of Thermal Expansion of Resistor Film on the Properties of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		強力定在波音場内の高気圧グロー放電の観測 キョウリョクテイザイハオトジョウナイコウキアツホウデンカンソク		Observation of High‐pressure Glow Discherge in High‐intensity Standing Sound Waves Field		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科　　　　 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		博士後期課程1年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		平田尚史
中根偕夫
瀨谷浩一郎
 ヒラタナオシナカネトモオット

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		均一化レーザーによるアモルファス磁性膜へのホログラム記録・再生特性 キンイツカジセイマクキロクサイセイトクセイ		Thermomagnetic Writing and Reconstruction Characteristics of Holograms on Amorphous Magnetic Films by using Uniform Laser Beams		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		松原三人

 マツバラサンニン

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		BZ-5～BZ－8（英国球帯法分類）の配光を持つ平紐状光源による直射照度の図式計算 エイコクキュウタイホウブンルイハイコウモヘイチュウジョウコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Ribbon‐Shaped Light Sources with Luminous Intensity Distribution Curves from BZ‐5 to BZ‐8 (British Zonal Method Classification)		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		非常勤講師
教授
専任講師
助手 ヒキョウジュセンニンコウシジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコマキタヤマイエテツオ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		電源同期形サイクロコンバータの入出力波形解析 デンゲンドウキケイニュウシュツリョクハケイカイセキ		Analysis of the Output Voltage，Output Current and Input Current of Synchronizing Cycloconverters		電気工学科 デンキコウガッカ		助手 ジョシュ		今　　斎
 コンヒトシ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		常時微動観測による地盤振動特性に関する研究
－千葉県習志野市の場合－ ジョウジビドウカンソクジバンシンドウトクセイカンケンキュウチバケンナラシノシバアイ		Study on the Vibrational Characteristics of Ground by the Microtemors Observations
－Case of Narashino City，Chiba Prefecture－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		大都市臨海工業地帯の活性化に関する研究 ダイトシリンカイコウギョウチタイカッセイカカンケンキュウ		A Fundamental Study on the Restructering of Coastal Industrial Districts in Big Cities		管理工学科 カンリコウガッカ		教授 キョウジュ		笹生　仁
 ササイジン

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		衝突事故後の列車速度算定法と事例 ショウトツジコゴレッシャソクドサンテイホウジレイ		Method and Case-Study of Calculation of the Train Speed After a Collision Accident		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		松井　哲
西澤一友
 マツイテツニシザワイチトモ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数に影響を及ぼす因子 アツマクテイコウタイテイコウチテイコウオンドケイスウエイキョウオヨインシ		Effect of Factors on the Resistance and its Temperature Coefficient of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数の関係 アツマクテイコウタイテイコウチテイコウオンドケイスウカンケイ		Relation Between Resistance and its Temperature Coefficient of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ベーン形回転ポンプのベーン配置に関する考察 カタカイテンハイチカンコウサツ		Study on the Vane Arrangement in Rotary Vane Pumps		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		氏家康成
西野　宏
 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		人間・二輪車系の運動特性と各種制御入力について ニンゲンニリンシャケイウンドウトクセイカクシュセイギョニュウリョク		On the Controlled Inputs for the Handling of Man‐Two Wheeled Vehicle System		機械工学科
国際ファジィ工学研究所第一研究室
オレゴン州立大学大学院 キカイコウガッカコクサイコウガクケンキュウジョダイ１ケンキュウシツシュウリツダイガクダイガクイン		助教授
―
― ジョキョウジュ		景山一郎
桜井健典
寺嶋宏太郎
 カゲヤマイチロウサクライケンテンテラシマコウタロウ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＮＣプログラムのパーソナルコンピュータによる検証 ケンショウ		Verification of NC Program by Personal Computer		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		竹島正博
大内増矩
 タケシママサヒロオオウチマノリ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		熱線画像修復処理の一方法 ネッセンガゾウシュウフクショリイチホウホウ		A Restoration Method for Thermal Video Pictures		電気工学専攻
（日本ＤＥＣ株式会社）
電気工学科 デンキコウガクセンコウニホンカブシキガイシャデンキコウガッカ		教授 キョウジュ		小林秀光

渡邊宅治
 コバヤシヒデミツ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		空中超音波音場の映像化による音場評価 クウチュウチョウオンパオトバエイゾウカオトバヒョウカ		Evaluation of Aerial Ultrasound Field by Using Visualization Technique		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデコウガッカ		専任講師
教授 キョウジュ		塩出高史
大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 シオデタカシオオツカテツロウ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		鉄筋コンクリート平板の剛飛来物衝突による弾塑性応答 テッキンヒライタゴウヒライブツショウトツダンソセイオウトウ		On Elaso-plastic Response of Reinforced Concrete Plate under Collision Impulse with Hard Projectile		土木工学科
土木工学科
（財団法人）電力中央 研究所
（財団法人）電力中央 研究所 ドボクコウガッカドボクコウガッカザイダンホウジンデンリョクチュウオウケンキュウジョザイダンホウジン		教授
助教授
―
― キョウジュジョキョウジュ		能町純雄
木田哲量
大沼博志
伊藤千浩
 ノウマチジュンオスキダテツリョウオオヌマヒロシイトウセンヒロシ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		木造家屋の振動性状に関する研究 モクゾウカオクシンドウセイジョウカンケンキュウ		Study on the Vibrational Characteristics of Wooden Houses		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		コンクリートブロック塀の実態調査研究 ヘイジッタイチョウサケンキュウ		Research on the Actual Conditions of Concrete Block Walls		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		改良型ワイブル分布による島嶼における風力発電の可能性 カイリョウガタブンプシマシマフウリョクハツデンカノウセイ		Potentiality of Wind Powered Electric Supply System on Isolated Islands in Japan using the Modified Weibull Distribution		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		長井　浩
篠田仁吉
 ナガイヒロシシノダジンキチ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2厚膜抵抗体の微細構造 アツマクテイコウタイビサイコウゾウ		Microstructure of RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2厚膜抵抗体の伝導機構 アツマクテイコウタイデンドウキコウ		Conduction Mechanism in RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性とガラスの粘性 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイネバセイ		Relations Between Electrical Properties of Thick Film Resistors and Glass Viscosity		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		引張応力下におけるＳ48Ｃ鋼中実棒の塑性ねじり インハオウリョクカコウナカジツボウソセイ		Plastic Torsion of S48C Steel Solid Bar with Combined Tensile Stress		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		浅川功一
高橋清造
 アサカワコウイチタカハシセイゾウ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		2素子光高温計の研究 ソシコウコウオンケイケンキュウ		Study on the Optical Pyrometer Equipped with Two Filaments		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクカデンキコウガッカデコウガッカ		教授
教授
専任講師
助手 キョウジュキョウジュセンニンコウシジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコマキタテツオットヤマイエテツオ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		1987年千葉県東方沖地震の家屋被害について
－市原市における屋根瓦の被害と地盤性状との関係－ ネンチバケントウホウオキジシンカオクヒガイイチハラシヤネガワラヒガイジバンセイジョウカンケイ		On the Damage to Wooden Houses by the East off Chiba Prefecture Earthquake of 1987
－Relation between the Damage of Roofing‐tiles and the Characteristics of Ground in Ichihara Citｙ－		建築工学科
建築工学専攻 ケコウガッカケコウガクセンコウ		助教授
 ジョキョウジュ		山邊克好
藤田朝浩

 フジタアサヒロ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究（第2報） ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウダイホウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions (Part 2)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地盤内での地震波の増幅度に関する研究 ジバンナイジシンハゾウフクドカンケンキュウ		Study on the Amplification Facter of Seismic‐waves in the Ground		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地域集会施設に関する研究
－施設名称が示す機能の表現－ チイキシュウカイシセツカンケンキュウシセツメイショウシメキノウヒョウゲン		A Study of Community Assembly Facilities
－The Functional Designation in Facility Names－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		浅野平八
 アサノヘイハチ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その5）
－房総半島における圏域の構成に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイボウソウハントウケンイキコウセイカンジッショウテキケンキュウ		Identification of the Actual Existing Area in Coastal Fishing Villages （Ｐａｒｔ 5）
－An Empirical Study on the Actual Existing Area in The Bohsoh Peninsula－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		副手
助教授
教授
 フクシュジョキョウジュキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシムラシマソウノ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウジングに関する研究 カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing  (Part 4)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤヒロオサカワギシウメワ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		高濃度ガラスで遮蔽された物体の検出実験 コウノウドシャブッタイケンシュツジッケン		Some Experiments for Detection of the Objects covered wiｔh darkly-colored Glass		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		渡邊宅治
小林秀光
 コバヤシヒデミツ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		音響管内を伝搬する音の時間応答解析 オンキョウカンナイデンパンオトジカンオウトウカイセキ		On the Time Response Analysis of a Sound Field in a Tube		電気工学科
ＮＴＴ株式会社
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		専任講師
―

教授 センニンコウシキョウジュ		山崎　憲
小川信也
浅井三平
瀨谷浩一郎
 ヤマサキアキラオガワシンヤアサイサンペイ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について（第2報） リッタイカクトウシャリツイチソクテイホウダイホウ		On a Measurement Method of Configuration Factors by the Instantaneous Camera（Part 2）		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		山家哲雄
大谷義彦
藤原義輝
 ヤマイエテツオオオタニヨシヒコフジワラヨシテル

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究 ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions		建築工学科
元建築工学科 ケンチクコウガッカモトケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		地盤・建築物系の波動問題に関する研究 ジバンケンチクブツケイハドウモンダイカンケンキュウ		Study on the Soil-Building Interaction Problem regarding Wave Motion		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		五重塔の耐震性に関する研究 ゴジュウノトウタイシンセイカンケンキュウ		Study on the Aseismic Properties of the Gozyunotos（Pagodas）		建築工学科
元建築工学科 ケンチクコウガッカモトケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		住区系地区計画の手法に関する研究
－既成市街地空間の景観的考察－
（東京区部の第一種住居専用地域を例として） ジュウクケイチクケイカクシュホウカンケンキュウキセイシガイチクウカンケイカンテキコウサツトウキョウクブダイイッシュジュウキョセンヨウチイキレイ		A Study on Technical Method of Residential District Planning
－A Landscape Analysis of Existing Residential Area in Case of the Category I Exclusive Residential District in Tokyo Wards Area－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		坪井善道

 ツボイゼンミチ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅲ）
－伊勢湾内湾漁業地区の地区特性と整備課題－ ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウイセワンナイワンギョギョウチクチクトクセイセイビカダイ		A Study on Adjustment of the Coast Area in Metropolis （Ⅲ）
－Regional Property and Object for Prepare of FISHERMAN’s Area in inner harber－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガクカケンチクコウガクセンコウ		助教授
教授
 ジョキョウジュキョウジュ		菅　雅幸
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃
 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシムラシマソウノ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		目標設定，意思決定およびコントロールにおけるコンティンゼンシー・アプローチ モクヒョウセッテイイシケッテイ		A Contingency Approach in Goal-Setting， Decision-Making and Controlling		管理工学科
管理工学科 カンリコウガクカカンリコウガクカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		野本千秋
清水　曻
 ノモトチアキシミズ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		2，4，6-トリ-2-ピリジル-1，3，5-トリアジンを用いる微量コバルトの溶媒抽出/原子吸光分析 モチビリョウヨウバイチュウシュツゲンシキュウヒカリブンセキ		Determination of Trace Amounts of Cobalt by Atomic Absorption Spectrophotometry after Solvent Extraction with 2，4，6-Tri-2-Pyridyl-1，3，5-Triazine		一般教育
一般教育
理工学部工業化学科 イッパンキョウイクイッパンキョウイクリコウガクブコウギョウカガクカ		専任講師
副手
教授 センニンコウシフクシュキョウジュ		新井信正
南澤宏明
奥谷忠雄
 アライノブセイミナミサワヒロアキオクタニタダオ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		海洋上における大気乱流構造の観測 カイヨウジョウダイキランリュウコウゾウカンソク		Measurements of Structure of Marine Surface Layer Turbulence		一般教育
岡山大学教養部
岡山大学教養部
京都大学防災研究所 イッパンキョウイクオカヤマオオガクキョウヨウブオカヤマオオガクキョウヨウブキョウトダイガクボウサイケンキュウジョ		助教授
助教授
教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		岩谷祥美
塚本  修
大滝英治
光田　寧
 イワタニショウミツカモトオサムオオタキエイジコウダヤスシ

		21		2		reserved-32497x1F		資料 シリョウ		漁業集落環境整備計画に関する研究
－漁業集落環境整備事業の実施状況及び整備方針について－
 ギョギョウシュウラクカンキョウセイビケイカクカンケンキュウギョギョウシュウラクカンキョウセイビジギョウジッシジョウキョウオヨセイビホウシン		A Study on Environmental Development Planning of Fishing Villages
－Actual Example and Developing Principle of Environmental Adjustment Works－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
水産庁漁港部
水産庁漁港部 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカスイサンチョウギョコウブスイサンチョウギョコウブ		副手
助教授
教授
―
― フクシュジョキョウジュキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
福屋正嗣
坂井　淳
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシフクヤマサツグサカイジュン

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		オーステナイト系ステンレス鋼管の摩擦圧接 ケイコウクダマサツアツセツ		Friction Ｗｅｌｄｉｎｇ ｏｆ Ａｕｓｔｅｎｉｔｉｃ Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ Ｓｔｅｅｌ Ｐｉｐｅ		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		時末　光
加藤数良
 トキスエヒカカトウカズリョウ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について リッタイカクトウシャリツイチソクテイホウ		On a Measurement Method of Configuration Factors by the Instantaneous Camera		電気工学科
電気工学科 デンキコウガクカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		山家哲雄
藤原義輝
 ヤマイエテツオフジワラギテル

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的諸特性の組成依存性 ナンシツジセイザイリョウケイゴウキンジキテキショトクセイソセイイゾンセイ		Dependence of Composition on the Magnetic Properties of Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		移川欣男
 ウツカワキンオトコ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的特性に及ぼす磁界中処理効果 ナンシツジセイザイリョウケイゴウキンジキテキトクセイオヨジカイナカショリコウカ		Effects of Magnetic Field Cooling on the Magnetic Properties of Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		移川欣男
 ウツカワキンオトコ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		粒状体構造物の非線形せん断振動応答 リュウジョウタイコウゾウブツヒセンケイダンシンドウオウトウ		Non‐Linear Shear Response of Grained Material Structure		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
東邦産業株式会社 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガクカトウホウサンギョウカブシキガイシャ		教授
助教授
専任講師
副手
― キョウジュジョキョウジュセンニンコウシフクシュ		能町純雄
木田哲量
阿部　忠
澤野利章
小口秀次
 ノウマチジュンオスキダテツリョウアベタダシサワノトシアキコグチシュウツギ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その4）
－圏域の広域タイプとその漁港内施設の整備水準に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイケンイキコウイキギョコウナイシセツセイビスイジュンカンジッショウテキケンキュウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages （Part 4）
－An Emprical Study on Wide area and it’s Developing Level of Institutions in Fishing Ports－		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程3年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		ＦＡが労働および労務管理へ及ぼす影響について ロウドウロウムカンリオヨエイキョウ		The Effects of Factory Automation on Work and Personnel Management		管理工学科 カンリコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		小田部明
 オタベアキラ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		2次元複合材料における有効熱伝導度の境界要素解析 ジゲンフクゴウザイリョウユウコウネツデンドウドキョウカイヨウソカイセキ		Boundary Element Analysis of Effective Thermal Conductivity of Two-Dimensional Composite Materials		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		渡里　望
大島信徳
 ワタリノゾオオシマシントク
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		巻 カン		号 ゴウ		発行年月日 ハッコウネンゲツヒ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題  ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属    　　    チョシャショゾク		資格 シカク		著者  チョシャ

		35		2		reserved-37610x1F		論文 ロンブン		静荷重および移動荷重を受ける有効高が低いRCはりの終局曲げ耐力		Flexural Load-Carrying Capacity of RC Beams with Low Effective Depth under Static Load and Movable Load		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドドドド		助教授
教授
助教授
研究所教授 ジョキョウジュキョウジュジョキョウジュケンキュウジョキョウジュ		阿部  忠
木田哲量
澤野利章
加藤清志

		35		2		reserved-37610x1F		研究ノート ケンキュウ		痴呆性高齢者グループホームの立地環境及び住空間構成に関する研究
（千葉県内のグループホームにおけるケーススタディ）　　		Study on Siting Conditions and Residential Space Configuration for Group Homes for the Elderly People with Dementia
(Case Study on the Group Home in Chiba Prefecture)		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケケケンチクコウガクセンコウ		副手
教授
博士前期課程2年 フクシュキョウジュハクシゼンキカテイネン		染谷佐登子
川岸梅和
半沢英里子

		35		1		reserved-37427x1F		論文 ロンブン		メッシュデータによる東京湾臨海部・土地利用クラスターの特性と変遷に関する研究 トウキョウワンリンカイブトチリヨウトクセイヘンセンカンケンキュウ		A Study on Characteristics and Changes of the Land Use Clusters in Tokyo Bay Coastal Zone		建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻
（現　株式会社環境形成研究所） ケコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウゲンカブシキガイシャケンキュウジョ		教授
博士前期課程1年
博士後期課程3年
 キョウジュハクシゼンキカテイネンカテイ		宮崎隆昌
横堀純子
中澤公伯

 ミヤザキヨコボリジュンコナカザワコウハク

		35		1		reserved-37427x1F		研究ノート ケンキュウ		グロー放電の特性に及ぼす強力音波の影響　 キョウリョクハ		Influence of High-intensity Sound on Glow Discharge		電気電子工学科
電気電子工学科
電気電子工学科 デンキデデンシコウガッカデデンシコウガッカ		専任講師
専任講師
専任講師 センニンコウシセンニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫
宮島  毅
大塚哲郎
 ナカネカイオットミヤジマタケシオオツカ

		35		1		reserved-37427x1F		資料 シリョウ		サーモグラフィー法の観測時における外的ノイズの熱画像への影響について　　		Influence of External Noise on Thermal Image During Observation by Thermography Method		土木工学科
土木工学専攻
中央工学校土木測量部土木建設科 ドコウガッカドコウガクセンコウチュウオウコウガッコウドボクソクリョウブドボクケンセツカ		教授
博士前期課程1年
専任講師 キョウジュカテイセンニンコウシ		柳内睦人
三星智典
金光寿一

		34		2		reserved-37245x1F		論文 ロンブン		走行振動試験装置の性能検証に関わるRCはりの走行実験研究 ソウコウシンドウシケンソウチセイノウケンショウカカソウコウジッケンケンキュウ		Experimental Research of  RC Beam's Mechanical Characteristic Under the Running Loads in Order to Inspect the Performances of the Running Vibration-Load Test Unit		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
苫小牧高等専門学校環境都市工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカコウガクセンコウトマコマイコウトウセンモンガッコウカンキョウトシコウガッカ		助教授
教授
助教授
博士後期課程3年
助手 ジョキョウジュキョウジュジョキョウジュハクシコウキカテイネンジョシュ		阿部  忠
木田哲量
澤野利章
水口和彦
近藤　祟
 アベチュウキタテツリョウサワノトシアキミナクチカズヒココンドウタタ

		34		2		reserved-37245x1F		論文 ロンブン		圧縮載荷によるコンクリートの実用せん断強度決定法に関する研究 アッシュクミツルニジツヨウダンキョウドケッテイホウカンケンキュウ		Practical Determination Method for Shear Strength of Concrete by Virtue Compression Loading		土木工学専攻
土木工学科
土木工学科
土木工学科
浅野工学専門学校建築工学科 ドコウガクセンコウドコウガッカドコウガッカドコウガッカアサノコウガクセンモンガッコウケンチクコウガッカ		博士前期課程？年
教授
助教授
教授
教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		高野真希子
木田哲量
阿部  忠
加藤清志
加藤直樹
 タカノマキコキタテツリョウアベチュウカトウキヨシカトウナオキ

		34		2		reserved-37245x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ハイブリット振動法を用いた超高層建物の風荷重による弾塑性挙動に関する研究 シンドウホウモチチョウコウソウタテモノカゼカジュウタマソセイキョドウカンケンキュウ		Study of Elasto-Plastic Behavior of Tall Buildings under Wind Loading by means of Hybrid Vibration Technique		建築工学科
大林組技術研究所
大林組設計本部
建築工学科 ケコウガッカオオバヤシグミギジュツケンキュウジョオオバヤシグミセッケイホンブケコウガッカ		助教授
流体研究室室長
主任
教授 ジョキョウジュリュウタイケンキュウシツシツチョウシュニンキョウジュ		神田  亮
川口彰久
小泉達也
丸田榮藏
 カンダリョウカワグチアキヒサコイズミタツヤ

		34		2		reserved-37245x1F		研究ノート ケンキュウ		音場中での電気放電の様子
－各種ガス質での場合－　　 オトバチュウデンキホウデンヨウスカクシュシツバアイ		Behavior of Electrical Discharge at Sound Wave Field
－Case of Changing Medium to Several Gases－		電気電子工学科
電気電子工学科 デンキデンキ		専任講師
専任講師 センニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫
宮島  毅
 ナカネカイオットミヤジマタケシ

		34		2		reserved-37245x1F		研究ノート ケンキュウ		マイクロ波・ミリ波ネットワークアナライザを用いた砂中金属物体の位置計測および金属溝の検出に関する基礎検討　　		A Basic Study on Determination Metal Target Location in Sands and Detection of Metal Cracks Using Microwave･Millimeter-wave Network Analyzer		電気電子工学科 デンキデンシコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		論文 ロンブン		AZ91Dマグネシウム合金ダイカスト薄板の穴あけ被削性 ゴウキンウスイタアナヒケズセイ		Drilling Machinability of Thin Plate AZ91D Magnesium Alloy Die Castings		機械工学科
機械工学科
機械工学科
管理工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカカコウガッカ		教授
教授
助教授
助教授 キョウジュキョウジュジョキョウジュジョキョウジュ		時末  光
加藤数良
朝比奈敏勝
塗谷紘宣
 トキスエヒカリカトウカズヨシアサヒナヌリヤコウヨロシ

		34		1		reserved-37062x1F		論文 ロンブン		レーザ誘起蛍光法による不均一混合気場の濃度分布計測		The Concentration Distribution Measurement of Inhomogeneous Mixture Fields using Laser-Induced  Fluorescence Method		機械工学専攻
(現　株式会社寺岡精工)
機械工学科
機械工学科 キコウガクセンコウゲンカブシキガイシャテラオカセイコウキコウガッカキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		小林直樹

野村浩司
氏家康成
 コバヤシナオキノムラコウジウジイエヤスナリ

		34		1		reserved-37062x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		音の粒子速度と放電の広がりの関係についての研究　 オトリュウシソクドホウデンヒロカンケイケンキュウ		Study on Relationship between Particle Velocity of Sound and Spread Width of Electric Discharge		電気工学科
電気工学科
（現　電気電子工学科） デコウガッカデコウガッカ		専任講師
非常勤講師
（元　専任講師） センニンコウシヒジョウキンコウシモトセンニンコウシ		中根偕夫
坂本　滋

 ナカネサカモトシゲル

		34		1		reserved-37062x1F		研究ノート ケンキュウ		タスク・アンビエント照明における影の中の照度変化に関する研究
－狭角型配光を有するアンビエント光源の検討－　　 ショウメイカゲナカショウドヘンカカンケンキュウキョウカクガタクバヒカリユウコウゲンケントウ		Study on Variations of Illuminance within Shadow under Task Ambient Lighting
－Considering Ambient Light with Luminous Intensity Distribution of Narrow Angle Type－		電気工学科
電気工学科
（現　電気電子工学科） デコウガッカデコウガッカ		助手
教授
 ジョシュキョウジュ		内田  暁
大谷義彦

 ウチダアカツキオオタニヨシヒコ

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		カルマンフィルタによる波形予測
－株価予測の試み－　　 ハケイヨソクカブカヨソクココロ		Estimation for Signal Waveforms using Kalman Filter
－A Research of the Stock Prices Prediction－		電気工学科 デコウガッカ		非常勤講師
（元　教授） ヒジョウキンコウシモトキョウジュ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		高周波信号ベクトルに対して複素共役なベクトルを発生する電子回路の検討　　 コウシュウハシンゴウタイフクソキョウヤクハッセイデンシカイロケントウ		A Study on Electronic Circuits generating Complex Conjugate Vector of High Frequency Signal Vector		電気工学科 デコウガッカ		非常勤講師
（元　教授） モトキョウジュ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		公民館50年史年表
－公民館設置開始より国庫補助終焉までの50年にみる建築計画史的研究－　　 コウミンカンネンシネンピョウコウミンカンセッチカイシコッコホジョシュウエンネンケンチクケイカクシテキケンキュウ		A Chronological Table of 50 Year's History about KOHMINKAN		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカケコウガッカ		教授
助教授
助手 キョウジュジョキョウジュジョシュ		浅野平八
藤谷陽悦
広田直行
 アサノヘイハチフジタニヨウエツヒロタナオユキ

		33		2		reserved-36880x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		温度変化に応答するスマート複合材料の開発と蓄えられたエネルギーの評価 オンドヘンカオウトウフクゴウザイリョウカイハツタクワヒョウカ		Development of Smart Composites Responding to Temperature Changes and Evaluation of their Stored Energy		機械工学科
機械工学専攻
工業技術院物質工学研究所 キコウガッカキコウガクセンコウコウギョウギジュツインブッシツコウガクケンキュウジョ		教授

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ キョウジュ		邉  吾一
池谷啓夫
吉田　均
 ホトリゴイチイケタニヒロオヨシダタモツ

		33		2		reserved-36880x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金の同種材および異種材を組合せた摩擦圧接継手の諸特性 ゴウキンドウシュザイイシュザイクアマサツアッセツツギテショトクセイ		Some Characteristics of Friction Welded both Similar and Dissimilar Aluminum Alloy Joints		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		加藤数良
時末  光
 カトウトキスエヒカリ

		33		2		reserved-36880x1F		論文 ロンブン		鋼材で補強したコンクリート柱の力学特性 コウザイホキョウハシラリキガクトクセイ		Mechanical Characteristics of Concrete Column Reinforced by the Steel Plate		土木工学専攻
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガクセンコウドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		博士後期課程2年
教授
専任講師
専任講師 ハクシコウキカテイネンキョウジュセンニンコウシセンニンコウシ		水口和彦
木田哲量
澤野利章
阿部  忠
 ミナクチカズヒコキダサワノアベ

		33		2		reserved-36880x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		非対称ポテンシャル下におけるバウンスの数値的計算法 ヒタイショウシタスウチテキケイサンホウ		Numerical Computation of Bounce under Asymmetrical Potential		教養・基礎科学系 キョウヨウ		助手 ジョシュ		中村卓史
 ナカムラ

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		定在波音場中でのイオン風の観測
－シュリーレン法による可視化－　　 テイザイハオトバチュウカゼカンソクホウカシカ		Observation of Ionic Wind in Standing Sound Wave Field by Schlieren Method		電気工学科
電気工学科
（現　千葉工業大学大学院
　工学研究科電気工学専攻） デコウガッカデコウガッカゲンチバコウギョウダイガクダイガクインインコウガクケンキュウカデンキコウガクセンコウ		専任講師
研究生

 センニンコウシ		中根偕夫
寺西研二

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		定在波音場中の凝集粉体の帯電の様子　　 テイザイハオトバチュウギョウシュウコナタイタイデンヨウス		Observation of Electrification of Cohered Particles in Standing Wave Field		電気工学科
電気工学科
（現　千葉工業大学大学院
　工学研究科電気工学専攻） デコウガッカデコウガッカゲンチバコウギョウダイガクダイガクインインコウガクケンキュウカデンキコウガクセンコウ		専任講師
研究生

 センニンコウシ		中根偕夫
寺西研二
　

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		酵素反応を利用したキトサンからの耐水性接着剤の開発 コウソハンノウリヨウタイスイセイセッチャクザイカイハツ		Development of Water-resistant Adhesives form Chitosan Using the Enzymatic Reaction		工業化学科
メリーランド大
メリーランド大 コウギョウカガクカダイ		助教授
研究員
教授 ジョキョウジュケンキュウインキョウジュ		山田和典
陳　天虹 
Gregory F.Payne
 ヤマダ

		33		1		reserved-36697x1F		論文 ロンブン		沿海集落の空間特性に関する研究
（千葉県房総半島の漁村集落の実例） エンカイシュウオチクウカントクセイカンケンキュウチバケンボウソウハントウギョソンシュウラクジツレイ		The Organization of Spaces in the Coastal Villages
（In Case of Villages the Coastal Zone in Boso Peninsula, Chiba）		建築工学専攻
（現　加藤隆久都市建築事務所）
建築工学科 コウガクセンコウゲンケンチクコウガッカ		博士前期課程？年

教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュ		峰村　亮

宮崎隆昌    
 ミヤザキリュウショウ

		33		1		reserved-36697x1F		論文 ロンブン		自己組織を組み込んだ現代経営 ジコソシキクコゲンダイケイエイ		Today's Management Brainding with Self-Organization		元管理工学科 モトカンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋
 ノモトチアキ

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		実在建築物の水平動と上下動の地震時性状に関する研究 ジツザイケンチクブツスイヘイドウジョウゲドウジシンジセイジョウカンケンキュウ		Study on the Seismic Characteristics of Horizontal and Vertical Components in the Strong Earthquake Motions of Actual Buildings		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		ミリ波を用いた凸凹のある物体の周波数領域および時間領域における画像化 ハモチデコボコブッタイシュウハスウリョウイキジカンリョウイキガゾウカ		Imaging of Rough Surface Using Millimeter Wave in Frequency and Time Domains		生産工学研究所
電気工学科 セイサンコウガクケンデンキコウガッカ		助手
非常勤講師 ジョシュヒジョウキンコウシ		今　　斎
渡邊宅治
 コンサイ

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		複雑性，システム方法論および診断的介入 フクザツセイホウホウロンシンダンテキカイニュウ		Complexity，Systems Methodology and Diagnostic Interventions		管理工学科 カンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋
 ノモトチアキ

		32		2		reserved-36514x1F		研究ノート ケンキュウ		施設オープン化の必要性と研究意義について　　 シセツカヒツヨウセイケンキュウイギ		The Need and the Research Meaning of “the Opening”		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		広田直行
 ヒロタナオユキ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		Ａｒ＋Ｎ2プラズマ中で成膜されたスーパーセンダスト（Ｉ）系薄膜の軟磁気特性に及ぼす結晶微細化効果 ナカセイマクケイハクマクナンジキトクセイオヨケッショウビサイカコウカ		Effect of Micro-crystallization on Soft Magnetic Properties in Super Sendust (I) Thin Films Prepared in Ar+N2 Plasma		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデコウガッカ		博士前期課程2年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		近藤　剛
新妻清純
移川欣男
 コンドウツヨシシンツマセイジュンウツシカワキンオトコ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		窒素プラズマ照射法による鉄箔の磁気特性ならびに結晶構造におよぼす基板冷却効果 チッソテシャホウテツキンパクジキトクセイケッショウコウゾウキバンハンレイキャクコウカ		Effect of Substrate Cooling on Magnetic Properties and Crystal Structure of Iron Nitride Foils Prepared by Nitrogen Plasma Irradiation Method		電気工学専攻
電気工学科
筑波大学物理工学系
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカツクバダイガクブツリコウガクケイデンキコウガッカ		博士前期課程2年
専任講師
助教授
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシジョキョウジュキョウジュ		長山勝志
新妻清純
喜多英治
移川欣男
 ナガヤマカツシシンツマセイジュンキタエイオサウツシカワキンオトコ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		トラス構造の応力解析に関する研究
（一般逆行列の応用） コウゾウオウリョクカイセキカンケンキュウイッパンギャクギョウレツオウヨウ		A Study on the Stress Analysis of Truss Structures
（Application of Generalized Inverse Matrix)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		花井重孝
川島　晃
 ハナイシゲタカカワシマアキラ

		32		1		reserved-36331x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		数量化法による全国学生意識調査の分析 スウリョウカホウゼンコクガクセイイシキチョウサブンセキ		An Analysis of Student Opinions by Survey using Quantification Method		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		大澤慶吉

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		変位拘束をうける半無限帯状弾性体の応力分布の数値計算法について ヘンイコウソクハンムゲンオビジョウダンセイタイオウリョクブンプスウチケイサンホウ		On the Numerical Method Estimating the Stress Distribution of a Semi-infinite Strip with Displacement Constraints		教養・基礎科学系 キョウヨウ		専任講師 センニンコウシ		渡里　望
 ワタサトノゾ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		「組織」の基本的ならびに再理解のために
－“複雑性”と“関係性”の視点から－ ソシキキホンテキサイリカイフクザツセイカンケイセイシテン		For Basic Understanding and Reunderstanding ｢Organizations｣
－From the Viewpoint of “Complexity” and “Relationship”		管理工学科 カンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋
 ノモトチアキ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		森林土壌の保水能評価に対する衛星データの利用 シンリンドジョウホミズノウヒョウカタイエイセイリヨウ		Utilization of Satellite Data to Evaluation of Water Retentivity in forestry		土木工学科
土木工学科
国立木更津工業高等専門学校
環境都市工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカコクリツキサラズコウギョウダカトウアツムモンガッコウカンキョウトシコウガッカ		助教授
専任講師
助教授
 ジョキョウジュセンニンコウシジョキョウジュ		星野佳久
工藤勝輝
大木正喜

 ホシノヨシヒサクドウカツテルオオキマサキ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		動揺抑制型ポンツーンの波浪応答特性について ドウヨウヨクセイカタハロウオウトウトクセイ		Characteristics of Wave Response of a Pontoon Type Floating Structure with Flat Plate		土木工学専攻
土木工学専攻
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガクセンコウドボクコウガクセンコウドボクコウガッカドボクコウガッカ		博士前期課程2年
博士前期課程1年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		武村　武
鈴木理仁
落合　実
遠藤茂勝
 タケムラタケシスズキリジンオチアイミノルエンドウシゲルカツ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		待機交替処理システムのペトリネットモデルと挙動解析 タイキコウタイショリキョドウカイセキ		Petri Net Model and Behavior Analysis of a Standby Alternative Processing System		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		亀井光雄
 カメイミツオ

		31		1		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		RFスパッタ法によるFe-N薄膜の作製ならびに飽和磁化に及ぼす電力バイアス効果 ホウハクマクサクセイホウワジカオヨデンリョクコウカ		Power-Bias Effect on Preparation and Saturation Magnetization of Iron Nitride Thin Films by RF Sputtering Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		博士前期課程？年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		鵜飼克弘
新妻清純
移川欣男
 ウカイカツヒロシンツマキヨスミジュンウツカワキンヨシオ

		31		1		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		TMRシステムの不変集合によるシステム構造解析と信頼性グラフの作成 フヘンシュウゴウコウゾウカイセキシンライセイサクセイ		Analysis of The Structure of Systems and Making Reliability Graphs by Invariant of TMR System		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		亀井光雄
 カメイミツオ

		30		2		reserved-35784x1F		論文 ロンブン		デュアルモードトラックの運動特性解析 ウンドウトクセイカイセキ		A Simulation Study on Performance of Lateral Guidance System for Dual Mode Truck		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		綱島  均
坂井卓爾
 ツナシマキンサカイタクジ

		30		2		reserved-35784x1F		論文 ロンブン		習志野市におけるゾーニングマップの作成法試案に関する研究
－常時微動の高密度観測による場合－ ナラシノシサクセイホウシアンカンケンキュウジョウジビドウコウミツドカンソクバアイ		Study on the Practical Methods of Zoning Map in Narashino City
－Case of the Dense Observational Methods of the Microtremors－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		山邊克好
寺坂康成
 テラサカヤスナリ

		30		1		reserved-35601x1F		論文 ロンブン		二次元走査の合成開口処理によるコンクリート材の三次元表示 ニジゲンソウサゴウセイカイコウショリザイサンジゲンヒョウジ		Three dimensional display of Ultrasonic image of a Concrete by using 2-dimensional scanning method of Synthetic aperture		電気工学科 デンキコウガッカ		助手 ジョシュ		今　　斎
 コンサイ

		29		2		reserved-35419x1F		論文 ロンブン		PTVによる構造物近傍の波動流計測に関する研究 コウゾウブツキンボウハドウリュウケイソクカンケンキュウ		Study on Measurement of Wave-Induced Current Near Breakwater by use of P.T.V System		土木工学科
土木工学専攻
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウドボクコウガッカ		専任講師
博士前期課程2年
教授 センニンコウシハクシゼンキカテイネンキョウジュ		落合　実
飯田康弘
遠藤茂勝
 オチアイミノルイイダヤスヒロエンドウシゲカツ

		29		2		reserved-35419x1F		研究ノート ケンキュウ		阪神大震災における避難所調査
-神戸市地域福祉センターを中心として-　　　　　　　　　　　　 ハンシンダイシンサイヒナンジョチョウサコウベシチイキフクシチュウシン		A Research of Refuges in Hanshin Earthquake Disaster
－In TIIKIFUKUSI-CENTER in Kobe City－		建築工学科
建築工学専攻
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカ		教授
博士前期課程2年
助手 キョウジュハクシゼンキカテイネンジョシュ		浅野平八
光野秀治
広田直行
 アサノヘイハチヒカルノシュウジヒロタナオユキ

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		水平板による浮体の動揺制御に関する研究 スイヘイバンフタイドウヨウセイギョカンケンキュウ		Dynamic Motion Control by Horizontal Flat Plates Attached to a Pontoon		土木工学科
土木工学専攻
（現　建設省関東地方建設局）
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウゲンケンセツショウカントウチホウケンセツキョクドボクコウガッカ		専任講師


教授 センニンコウシキョウジュ		落合　実
黒沼尚史

遠藤茂勝
 オチアイミノルクロヌマナオシエンドウシゲカツ

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金基複合材料摩擦圧接継手の諸性質 ゴウキンキフクゴウザイリョウマサツアツセツケイテショセイシツ		Some Characteristics of Friction Welded Joints of Aluminum Alloy Matrix Composites		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		コンクリートブロック塀の振動性状に関する研究 ヘイシンドウセイジョウカンケンキュウ		Study on the Vibration Characteristics of Actual Concrete Block Walls		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		路線式地域地区指定の効果に関する調査・分析
－東京都杉並区を例として－ ロセンシキチイキチクシテイコウカカンチョウサブンセキトウキョウトスギナミクレイ		A Study on the Effect of the Strip Zoning System
－The Case in Suginami Ward，Tokyo－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		廣田篤彦
坪井善道
 ヒロタアツヒコツボイヨミチ

		29		1		reserved-35236x1F		資料 シリョウ		１９９５年兵庫県南部地震の被害調査
－建築物の破損状況と地振動の方向性との関係について－ ネンヒョウゴケンナンブジシンヒガイチョウサケンチクブツハソンジョウキョウジシンドウホウコウセイカンケイ		Damage Investigation of the Hyogoken-Nanbu Earthquake of 1995
－Relation between the Direction of Earthquake Motions and the Damaged Condition of Buildings－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		山邊克好
川島　晃
 カワシマアキラ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		Schwarz-Christoffel変換の数値計算法 ヘンカンスウチケイサンホウ		Method of Numerical Calculation for Schwarz-Christoffel Transforms		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		助手
専任講師
非常勤講師 ジョシュセンニンコウシコウシ		秋葉正一
澤野利章
能町純雄
 アキバショウイチサワノリアキノウマチジュンオス

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		商店街のイメージ分析に関する研究 ショウテンガイブンセキカンケンキュウ		A Study on Analysis for Image of Shopping District		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		宮田智之
和田一郎
 ミヤタトモユキワダイチロウ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		大都市沿海域における臨海地区の再生と更新に関する研究 ダイトシエンカイイキリンカイチクサイセイコウシンカンケンキュウ		A Basic study on the Renewal in the coastal Zone in Metropolis		建築工学科
建築工学専攻
（現　佐田建設株式会社） ケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウゲンサダケンセツカブシキガイシャ		助教授
博士前期課程？年
 ジョキョウジュハクシゼンキカテイネン		宮崎隆昌
本木基美

 ミヤザキタカマサモトキキミ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		寒冷地における地域集会施設の施設内オープンスペース
－地域施設のオープン化手法に関する基礎的研究－ カンレイチチイキシュウカイシセツシセツナイチイキシセツカシュホウカンキソテキケンキュウ		The Openspace inside The Assembly Facilities in The Cold Temperature Area
－A Study on Open Method for Regional Facilities－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		副手 フクシュ		広田直行

 ヒロタナオユキ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		鉛-，亜鉛-フタロシアニンを用いたガスセンサ ナマリアエンモチ		Gas Sensors Using Lead-，Zinc-Phthalocyanines		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キョウヨウキョウヨウ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
 カフサシンジニニッタマサヨシ

		28		2		reserved-35053x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量，　Ⅲ　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields，Ⅲ		教養・基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆
 フクダタカシ

		28		2		reserved-35053x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		“虚二次体の岩澤λ-不変量”の訂正　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウテイセイ		Corrigendum for “Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields”		教養・基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆
 フクダタカシ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		C元素を含有するFe-Si-Al-Nｉ薄膜の磁性に及ぼす熱処理の影響 ゲンソガンユウハクマクジセイオヨネツショリエイキョウ		Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Fe-Si-Al-Ni Thin Films Containing Carbon		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		小湊真一
新妻清純
移川欣男
 コミナトシンイチニイヅマウツシカワキンオトコ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電による窒化鉄薄膜の表面分析 ホウデンチッソカテツハクマクヒョウメンブンセキ		Surface Analysis of Fe-N Thin Films Prepared by the Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		森田敬司
新妻清純
移川欣男
 モリタケイツカサシンツマウツシカワキンオトコ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		直立透過型防波堤の水理特性に関する研究
－堤体前面水位と透過特性について－ チョクリツトウカカタボウハテイスイリトクセイカンケンキュウテイタイゼンメンスイイトウカトクセイ		Experimental Study of the Hydraulic Characteristics Vertical-Type Permeable Breakwater
－With special regard to water surface elevation and permeable characteristics－		土木工学科
土木工学専攻
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウドコウガッカ		専任講師
博士前期課程？年
教授 センニンコウシハクシゼンキカテイネンキョウジュ		落合　実
仙波俊郎
遠藤茂勝
 オチアイミノルセンバトシオロウエンドウシゲカツ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		公共図書館ネットワーク形成の構成要素分析
－地域施設のネットワーク化に関する基礎的研究－ コウキョウトショカンケイシキセイコウセイヨウソブンセキチイキシセツカカンキソテキケンキュウ		Analysis of Network Constitution on the Public Library System
(A Study of the Networking of Lifelong Institution on the Regional Areas)		西日本工業大学建築学科
建築工学科
建築工学科 ニシニホンコウギョウオオガクケンチクガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		井原　徹
浅野平八
若木　滋
 イハラトオルアサノヘイハチワカギシゲル

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		マグネシウム合金鋳物MC２の旋削被削性に及ぼす切削条件および工具形状の影響 ゴウキンキンイモノセンサクヒサクセイオヨキサクジョウケンコウグケイジョウエイキョウ		Effects of Cutting Conditions and Tool Geometry on the Turning Machinability of Magnesium Alloy Castings MC2		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		パワーアシストシステムのインピーダンス制御に関する研究 セイギョカンケンキュウ		Basic Study on Impedance Control of Power Assist System		機械工学科
TDK株式会社
機械工学科
通産省工業技術院機械技術研究所ロボット工学部自律制御課 キカイコウガッカカブシキガイシャキカイコウガッカツウサンショウコウギョウギジュツインキカイギジュツケンキュウジョコウガクブジリツセイギョカ		専任講師
―
助教授
―
 センニンコウシジョキョウジュ		竹島正博
小林一行
大内増矩
橋野　賢

 タケシママサヒロコバヤシイッコウオオウチゾウノリハシノケン

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		空気巻き込み現象に及ぼす模型縮尺と水槽幅の影響 クウキマキコゲンショウオヨモケイシュクシャクスイソウハバエイキョウ		Effect of Model Scale and Water Tank Width on Air‐Entrainment at Free‐Surface of a Water Flow		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		落合　実
遠藤茂勝
 オチアイミノルエンドウシゲカ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		フライアッシュの置換えがコンクリートの毛管浸透性に及ぼす影響 オキカモウカンシントウセイオヨエイキョウ		Influence of Fly Ash Replacement on Capillary Permeability of Concrete		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		伊藤義也
越川茂雄
 イトウヨシヤコシカワシゲオ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		大スパン立体骨組の相対変位に基づく有限変位解析に関する研究
（その１．適合条件の精密化） ダイリッタイホネグソウタイヘンイモトユウゲンヘンイカイセキカンケンキュウテキゴウジョウケンセイミツカ		A Study on the Finite Deformation Analysis based on Relative Displacement of Long Space Structure
(Part 1．A Compatibility Condition with Large Deflection)		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		専任講師
教授
 センニンコウシキョウジュ		川島　晃
向後豊次
泰　　諭
 カワシマアキラコウゴトヨジタイユ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		第一種住居専用地域内における路線式用途指定の効果に関する調査・分析，その２
～容積率の充足度について～ ダイイチシュジュウキョセンヨウチイキナイロセンシキヨウトシテイコウカカンチョウサブンセキヨウセキリツジュウソクド		An Analysis of the Effect of Strip Zoning Applied in Category I Exclusive Residntial District Area
－On a degree of fulfilment about an floor area ratio－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		　

廣田篤彦

 ヒロタアツヒコ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		SSMにおけるリアリティ認識 ニンシキ		Epistemology in SSM		管理工学科 カンリコウガッカ		教授 キョウジュ		野本千秋
 ノモトチアキ

		27		2		reserved-34688x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量，Ⅱ　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields，Ⅱ		教養・基礎科学系 キョウヨウキソカガクケイ		講師 コウシ		福田　隆
 フクダタカシ

		27		2		reserved-34688x1F		資料 シリョウ		カルマンフィルタによる準正弦波形及びランダム波形の予測 ジュンセイゲンハカタチオヨハケイヨソク		Estimation of Quasi-Sinusoidal or Random Waveform Using Kalman Filter		電気工学科
電気工学科
（現　日本無線株式会社勤務）　　　　　　　　 デンキコウガッカデンキコウガッカゲンニホンムセンカブシキガイシャキンム		教授
学部？生
 キョウジュガクブショウ		渡邊宅治
黒崎芳春

 クロサキヨシハル

		27		2		reserved-34688x1F		資料 シリョウ		フィラデルフィアの都市再開発・修復に関する報告（その１） トシカイハツシュウフクカンホウコク		Report on the Urban Redevelopment and Restoration of Philadelphia （Part 1)		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		川岸梅和
 カワギシウメカズ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		リモートフィールド渦流試験における端末効果の検討 ウズリュウシケンタンマツコウカケントウ		Investigation of End Effect in Remote‐Field Eddy Current Testing		電気工学部
電気工学専攻
電気工学部 デンキコウデンキコウガクセンコウデンキコウガクブ		助手
博士後期課程1年
教授 ジョシュハクシコウキカテイネンキョウジュ		小山　潔
藤井　徹
星川　洋
 コヤマキヨシフジイトオルホシカワヨウ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		Heプラズマ中で作製したカーボンクラスターの磁性 ナカサクセイジセイ		Magnetic Properties of Carbon Cluster Prepared in He Plasma		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿久津伸
新妻清純
移川欣男
 アクツシンシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系積層膜の構造と磁性に及ぼす熱処理効果 ケイセキソウマクコウゾウジセイオヨネツショリコウカ		Effect of Heat Treatment on the Structure and Magnetic Properties of  “Super Sendust” Multilayer Thin Films		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		光村秀弘
新妻清純
移川欣男
 ヒカリムラヒデヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電により処理した窒化鉄箔の磁気特性と結晶構造 ホウデンショリチッソカテツキンパクジキトクセイケッショウコウゾウ		Magnetic Property and Crystal Structure of Iron Nitride Foils Treated by the Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		下捨石宏
新妻清純
移川欣男    
 シタスイシヒロシシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		神経感覚的作業における熟練と心身反応に関する研究 シンケイカンカクテキサギョウジュクレンシンシンハンノウカンケンキュウ		A Study on the Relationships between Skill and Psycho‐Physiological Response of Workers who are engaged in Skill‐Need Work		管理工学専攻
管理工学科 カンリコウガクセンコウカンリコウガッカ		博士後期課程？年
教授 ハクシコウキカテイネンキョウジュ		朴　根相
大久保堯夫
 ボクネソウオオクボタカオット

		27		1		reserved-34505x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ‐invariants of Imaginary Quadratic Fields		教養･基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆
 フクダタカシ

		27		1		reserved-34505x1F		資料 シリョウ		ヘンテナの利得帯域幅積　　 リトクタイイキハバセキ		Gain-Bandwidth Product of HENTENNA		電気工学科
電気工学科
（現　日本無線株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガッカゲンニホンムセンカブシキガイシャキンム		教授
学部？生
 キョウジュガクブセイ		渡邊宅治
唐沢和茂

 カラサワカズシゲ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		カーボニル鉄粉を添加した純鉄粉の薄肉円筒成形 テツコナテンカジュンテツコナハクニクエントウセイケイ		Compaction of Thin Thickness Cylinder from Pure Iron Powder added Carbonyl Iron Powder		機械工学専攻
機械工学科
機械工学科
東京大学生産技術研究所　　　　　　 キカイコウガクセンコウキカイコウガッカキカイコウガッカトウキョウダイガクセイサンギジュツケンキュウジョ		助教授
助教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュ		宮本英治
高橋清造
浅川廣一
中川威雄
 ミヤモトエイジタカハシセイゾウアサカワヒロイチナカガワイゲンオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		商店街のイメージ分析に関する研究 ショウテンガイブンセキカンケンキュウ		A Study on Analysis for Image of Shopping District		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		太径鉄筋D32を用いた重ね継手の付着割裂強度に及ぼす横補強筋および中子筋の効果 タケイテッキンモチカサツテフチャクワリレツキョウドオヨヨコホキョウキンナカコキンコウカ		Ｅffect of Transverse Reinforcement and Inner Supplementary Ties on Bond Splitting Strength of Lap Splices with Large-diameter Bars D32		建築工学科
建築工学科
安藤建設技術研究所
安藤建設技術研究所 ケンチクコウガッカケコウガッカアンドウケンセツギジュツケンキュウジョケンセツギジュツケンキュウジョ		助教授
助手
―
― ジョキョウジュジョシュ		櫻田智之
師橋憲貴
西原　寛
近藤修一
 サクラダシハシケンタカニシハラカンコンドウシュウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		粉体塗装法の試験法とその標準化
－前処理の効果と，その要因分析への実験計画法の応用－ コナタイヌソウホウシケンホウヒョウジュンカマエショリコウカヨウインブンセキジッケンケイカクホウオウヨウ		Studies on Standardization of Testing Method for Powder Coating  Process
－Effect of Pretreatment and the Factorial Analysis by Using “Design of Experiments”-		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		　

峯　恭一

 ミネキョウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		ペトリネットモデルの可到達グラフの作成手順とパーソナルコンピュータによる処理 カトウタツサクセイテジュンショリ		The Procedure of Making of Reachability Graph for Petri Nets Model and its Processing by Personel Computer		数理工学科 スウリコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		菅澤喜男
 スガサワヨシオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		生産システムを例としたペトリネットモデルの不変集合から見た構造特性とその解釈 セイサンレイフヘンシュウゴウミコウゾウトクセイカイシャク		Structural Character and its Interpretation on an Example of Production System from View-Point of Invariants of Petri  Net Model		数理工学専攻
数理工学科 スウリコウガクセンコウスコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		勝間田仁
菅澤喜男
 カツマタジンスガサワヨシオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		ＣＲ-39のプレソーキング効果と加水分解生成物 コウカカスイブンカイセイセイブツ		Effects of Pre-Soaking on CR‐39 Plastic and its Hydrolysis Products		一般教育
一般教育
工業化学専攻
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクコウギョウカガクセンコウイッパンキョウイク		助手
助教授

教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		安藤正信
関根　宏
服部岳男
小倉紘一
 アンドウマサノブセキネヒロシハットリタケオオグラコウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		水溶液中におけるアルキル鎖近傍の溶液構造 スイヨウエキナカクサリチカボウヨウエキコウゾウ		Structure of Solution in the Vicinity of Alkyl Chain Parts of Organic Solutes in Aqueous Solutions		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
専任講師
教授 ジョシュセンニンコウシキョウジュ		三木久美子
山川一三男
中島豊比古
 ミキクミコヤマカワイチサンオナカジマトヨヒコヒフル

		26		2		reserved-34323x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		穏和な反応条件下での可溶性金属フタロシアニンの直接合成
：銅フタロシアニンとｔｅｒｔ-プチルリチウムの反応 　 オンワハンノウジョウケンシタカヨウセイキンゾクチョクセツゴウセイドウハンノウ		Direct Synthesis of Soluble Metal Phthalocyanine under Mild Conditions
：Reaction of Copper Phthalocyanine with Tert‐butyllithium		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカ		専任講師
 センニンコウシ		坂本恵一
芝宮福松
 サカモトケイイチシバミヤフクマツ

		26		2		reserved-34323x1F		研究ノート ケンキュウ		リアライザビリティー概念を使った乱流モデルの風洞乱流への適用　 ガイネンツカランリュウカゼドウランリュウテキヨウ		Application of a Turbulence Model Using Realizability Concept to Wind Tunnel Turbulence		一般教育 イッパンキョウイク				山田信夫
 ヤマダノブオ

		26		2		reserved-34323x1F		資料 シリョウ		２段リッジ同軸-導波管変換器の検討　　 ダンオナジクドウナミカンヘンカンキキケントウ		A Study of Coaxial line‐to‐Waveguide Transition Using a Two‐Stepped Ridge		電気工学専攻
（現　株式会社クボタ勤務）
電気工学科 デンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンムデンキコウガッカ		博士課程前期？年

教授 ハクシカテイゼンキネンキョウジュ		溝口高宏

渡邊宅治
 ミゾグチタカヒロヒロ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系薄膜の磁気特性におよぼす基板の影響 ケイハクマクジキトクセイキバンエイキョウ		Effects of Substrates on Magnetic Properties of “Super Sendust” Thin Films		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		池松聡亮
新妻清純
移川欣男
 イケマツサトシリョウシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電による窒化鉄薄膜の作製 ホウデンチッソカテツハクマクサクセイ		Preparation of Iron Nitride Thin Films by Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		社藤康弘
新妻清純
移川欣男
 シャフジヤスヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系薄膜の磁性に及ぼす積層効果 ケイハクマクジキトクセイオヨセキソウコウカ		Effect of Multilayer Structure on Magnetic Properties of “Super Sendust” System Thin Film		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		光村秀弘
新妻清純
移川欣男
 ヒカリムラヒデヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		オフィス業務ビルの居住化に伴う商業施設への影響に関する研究 ギョウムキョジュウカトモショウギョウシセツエイキョウカンケンキュウ		The Study of the Effect to Commerce Institutions by Utilizing the Part of the Office Building as Dwellings		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
副手 キョウジュフクシュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		鉄筋コンクリートはり重ね継手の付着割裂強度に及ぼす横補強筋の効果 テッキンカサケイテフチャクワリレツキョウドオヨヨコホキョウキンコウカ		Effect of Transverse Reinforcement on Bond Splitting Strength of Lap Splices of Reinforced Concrete Beams		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
助手 ジョキョウジュジョシュ		櫻田智之
師橋憲貴
 シハシケンタカ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		第一種住居専用地域内における路線式用途指定の効果に関する調査・分析
－経年変化；指定用途の変遷について－　　　　 ダイイチシュジュウキョセンヨウチイキナイロセンシキヨウトシテイコウカカンチョウサブンセキケイネンヘンカシテイヨウトヘンカンセン		An Analysis of ｔｈｅ Effect of Strip Zoning Applied in Category I Exclusive Residntial District Area
-A study concerning diversity of designated use-		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		副手
助教授 フクシュジョキョウジュ		廣田篤彦
坪井善道
 ヒロタアツヒコツボイゼンミチ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		非母国語による会話了解度にかかわる視覚情報の寄与に関する基礎的研究 ヒボコクゴカイワリョウカイドシカクジョウホウキヨカンキソテキケンキュウ		Contribution of Image to Speech Intelligibility by Non-Mother Tongue		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		助教授
教授 キョウジュ		堀江良典
大久保堯夫
 ホリエリョウテンオオクボタカオット

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		竜巻状渦の通過時に角柱に作用する非定常空気力 タツマキジョウウズツウカジカクチュウサヨウヒテイジョウクウキリョク		Unsteady Wind Forces Acting on a Rectangular Model Structure Caused by a Tornado-like Vortex Translation		一般教育
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科 イッパンキョウイクケンチクコウガッカケンチクコウガクカコウガッカケコウガッカ		教授
教授
助手
学部？生
学部？生 キョウジュキョウジュジョシュガクブショウガクブセイ		岩谷祥美
丸田榮藏
神田　亮
森本　淳
山下　優
 イワタニショウミカンタリョウモリモトジュンヤマシタユウ

		26		1		reserved-34140x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		50GHz帯散乱波からの物標位置検出に対するフラクタルブラウン関数の適用 タイチランハモノヒョウイチケンシュツタイカンスウテキヨウ		Target Detection from a 50GHz-Band Back-Scattered Wave by the Fractal Brownian Function		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				渡邊宅治
山田博章
 ヤマダヒロアキショウ

		26		1		reserved-34140x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		半波長ダイポールアンテナ装荷による電波吸収体反射損の広帯域改善 ハンハチョウソウニデンパキュウシュウタイハンシャソンヒロタイイキカイゼン		Wide Band Improvement in Return Loss of Microwave Absorbers  by Loading Half-Wave Dipole Antennas		電気工学科
電気工学専攻
(現　長野朝日放送株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンナガノアサヒホウソウカブシキガイシャキンム				渡邊宅治
佐藤　敬
　　
　　 サトウケイ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		鋼構造物の防錆における信頼性と経済性評価 コウコウゾウブツボウサイサビシンライセイケイザイセイヒョウカ		An Evaluation of Reliability and Cost Saving for Corrosion Protection of Steel Constructions		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ				大野  茂
北條英光
 オオノシゲルホクジョウジョウヒデヒカル

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		粒子の運動
－V形分級機－ リュウシウンドウケイブンキュウキ		Particle Motion
－V Type Inertial Classifier－		機械工学科 キカイコウガッカ		教授 キョウジュ		上野博之
 ウエノヒロユキ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		パルスTIG溶接によったAZ31マグネシウム合金のビード形状 ヨウセツゴウキンケイジョウ		Bead Appearance of AZ31 Magnesium Alloy with Pulsed TIG Welding		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		朝比奈敏勝
時末　光
 アサヒナトシカツトキスエヒカリ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		高Ｔｃ酸化物超伝導体を装荷した導波管の高周波特性 コウサンカブツチョウデンドウタイソウニドウハカンコウシュウハトクセイ		High Frequency Characteristics of Waveguide Loading High-Tc Oxide Superconductor		電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		博士前期課程？年
教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュ		中村武史
渡邊宅治
 ナカムラタケシシ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		均質大地における棒状電極の並列接地効果 キンシツダイチボウジョウデンキョクヘイレツセッチコウカ		Parallel Grounding Effects on Rod Electrode in Homogeneous Soil		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		専任講師
 センニンコウシ		蒔田鐵夫
渡部　明
 マキタテツオットワタベアキラ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		室内の作業面照度分布に及ぼす什器の影響について シツナイサギョウメンショウドブンプオヨジュウキエイキョウ		The Effect of Fixtures on the Illuminance Distribution ｏn Working Plane in a Room		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				磯村　稔
池本直隆
山内基海
 イソムラミノルイケモトナオタカヤマウチキウミ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		位相共役波のパターン計測への応用 イソウキョウヤクハケイソクオウヨウ		Application ｏｆ Pattern Recognition ｂｙ Optical Phase-Conjugate Wavefront		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
 キョウジュ		松原三人
山田博章
 マツバラサンニンヤマダヒロシショウ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		イオン窒化法による窒化鉄薄膜の磁気特性 チッソカホウチッソカテツハクマクジキトクセイ		Magnetic Property of Iron Nitride Thin Films Prepared by Ｉｏｎ Nitriding Method		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		助手

教授 ジョシュキョウジュ		新妻清純
社藤康弘
移川欣男
 ニイヅマセイジュンシャトウヤスヒロウツシカワキンオトコ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		画像処理装置による照明評価の一方法について ガゾウショリソウチショウメイヒョウカイチホウホウ		An Evaluation Method for Illumination by Using the Digital Image Processing System		電気工学科
ｴｸｾﾚﾝﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガッカ		教授
―
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		大谷義彦
周　慶福
山家哲雄
 オオタニヨシヒコシュウケイフクヤマイエテツオ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		弾塑性・大たわみ撓角法（Ⅱ）型による鋼構造山形ラーメンの分岐解析 ダンセイオオカクホウガタコウコウゾウヤマガタブンギカイセキ		Bifurcation Analysis of Gable Typed Steel Frame by the Elasto-Plastic Slope Deflection Method (Ⅱ) with Large Deflection		建築工学科
建築工学科
山辺構造設計事務所 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカヤマベコウゾウセッケイジムショ		専任講師
教授
― センニンコウシキョウジュ		川島　晃
向後豊次
高田真清
 カワシマアキラコウゴトヨジタカダシンセイ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		情報技術の不連続と分散協調環境への移行 ジョウホウギジュツフレンゾクブンサンキョウチョウカンキョウイコウ		Discontinuity on Information Technology and Shifting for Open Systems Environment		管理工学科 カンリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		田村喜望
 タムラヨロコノゾ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		2次元非定常流れのコンピュータアニメーション ジゲンヒテイジョウナガ		Computer Animation for 2-Dimensionnal Unsteady Flows		数理工学専攻
数理工学科
数理工学科 スウリコウガクセンコウスコウガッカスコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		佐藤　尋
角田和彦
登坂宣好
 サトウジンツノタカズヒコトサカセンゲンス

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		縮合多環多核芳香族（COPNA）樹脂と活性炭との重合物の磁性に及ぼす熱処理温度の影響 シュクゴウタカンタカクホウコウゾクジュシカッセイタンジュウゴウブツジセイオヨネツショリオンドエイキョウ		Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Poｌymer Consisted of Condensed Polynuclear Aromatic (COPNA) Resin and Active Carbon		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		今　　斎
移川欣男
 コンサイウツシカワキンオトコ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		ミリ波電波を用いた金属物体形状計測の基礎検討 ハデンパモチキンゾクブッタイケイジョウケイソクキソケントウ		A Basic Study on Measurement of Metal-Object Shape Using Milimeter Wave		電気工学科
電気工学専攻
（現　プラス株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンム		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
天沼英雄

 アマヌマヒデオ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		CaO-Fe（NO３）３-H2O系における反応生成物の合成とその組成決定 ケイハンノウセイセイブツゴウセイソセイケッテイ		Synthesis of Reaction Products in CaO-Fe(NO3)3-H2O System and Determination of their Compositions		工業化学科
工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ		副手
助手

非常勤講師 フクシュジョシュヒジョウキンコウシ		田中　智
町長　治
青山芳夫
笠井順一
 タナカトモチョウチョウオサムアオヤマヨシオカサイジュンイチ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		塩基性塩化硫酸銅（Connllite）の熱分解 エンキセイエンカリュウサンドウネツブンカイ		Pyrolysis of Copper Chloride Sulfate Hydroxide Hydrate (Connellite)		工業化学専攻
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクセンコウコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		助手
 ジョシュ		岩坪喜雄
町長　治
青山芳夫
 イワツボヨシオオチョウチョウオサムアオヤマヨシオ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		台湾への進出企業における生産管理の諸問題について タイワンシンシュツキギョウセイサンカンリショモンダイ		Some Problems on Production Management of Japanese Extended Companies to TAIWAN		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		荒井慎一
 アライシンイチ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		竜巻状の渦の中の角柱に作用する風圧に関する実験的研究 タツマキジョウウズナカカクチュウサヨウフウアツカンジッケンテキケンキュウ		An experimental investigation of wind pressures on square pillars in tornado-like vortices		一般教育
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科 イッパンキョウイクケンチクコウガッカケンチクコウガッカコウガッカケコウガッカケコウガッカ		教授

助手
学部？生
学部？生
学部？生 キョウジュジョシュガクブショウガクブセイガクブセイ		岩谷祥美
丸田榮藏
神田　亮
服部洋介
浜野直樹
松浦　武
 イワタニショウミカンタリョウハットリヨウスケハマノナオキマツウラタケシ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		1050アルミニウム合金の摩擦圧接 ゴウキンマサツアツセツ		Friction Welding of 1050 Aluminum Alloy		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		イオンビーム方式による「スーパーセンダスト」系薄膜の磁気特性に及ぼす磁場中冷却処理効果 ホウシキケイハクマクジキトクセイオヨジバナカレイキャクショリコウカ		Effect of Magnetic Field Annealing on Magnetic Properties of “Super Sendust” Thin Films by Ion-Beam Sputtering Method		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		移川欣男
小暮宏之
 ウツカワキンオトココグレヒロユキ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		カルマンフィルタを用いた流れ文字画像処理 モチナガモジガゾウショリ		Image Processing for Blurred Characters Using Kalman Filter		電気工学科
電気工学専攻
（現　株式会社ＩＮＡＸ勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンム		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
榊原信和

 サカキバラノブカズ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		フライアッシュを混和材として用いた，ソイルセメントモルタルの圧縮強度および密度に関する実験研究 コンワザイモチアッシュクキョウドミツドカンジッケンケンキュウ		An Experimental Study on Compressive Strength and Bulk Density of Fly-Ash Substituted Soil Cement Mortars		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		川村政史
笠井芳夫
 カワムラセイシカサイヨシオット

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		交通システムと業種構成に関する研究
－駅前近隣商店街の業種構成の分布－ コウツウギョウシュコウセイカンケンキュウエキマエキンリンショウテンガイギョウシュコウセイブンプ		Study on Transportation System and Type of Businesses
－Analysis of type of Businesses Shopping District Around the Station－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
 キョウジュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		無定形および結晶性ポリスチレン，ポリメタクリル酸メチル表面への水蒸気吸着等温線 ムテイケイケッショウセイサンヒョウメンスイジョウキキュウチャクトウオンセン		Adsorption Isotherms of Water Vapor on Atactic and Isotactic Polystyrene and Polymethylmethacrylate Surfaces		一般教育
工業化学科
工業化学科 イッパンキョウイクコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		専任講師
助手
 センニンコウシジョシュ		松田清美
山田和典
平田光男
 マツダキヨミヤマダカズノリヒラタミツオ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		プラグの運動 ウンドウ		The Motion of the Plugs		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		上野博之
 ウエノヒロユキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		CR-39プラスチック検出器中の粒子飛跡の3次元画像解析　 ケンシュツキナカリュウシヒセキジゲンガゾウカイセキ		Three Dimensional Picture Analysis of Particle Tracks in CR-39 Plastic Detector		電気工学専攻
一般教育
電気工学科 デンキコウガクセンコウイッパンキョウイクデンキコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		畠山由紀子
小倉紘一
山田博章
 ハタケヤマユキコオグラコウイチヤマダヒロアキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		強力定在音場中の放電現象の観測 キョウリョクテイザイオトバナカホウデンゲンショウカンソク		Observation of Electric Discharge Phenomena in High-ｉntensity Standing Sound Waves Field		電気工学専攻
電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		平田尚史
鍵和田浩
中根偕夫
瀨谷浩一郎
 ヒラタナオシカギワダヒロシナカネトモオット

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		自由水面における空気の巻き込みに関する実験的研究 ジユウスイメンクウキマコカンジッケンテキケンキュウ		Experimental Study on Air-Entrainment at Free-Surface of a Water Flow		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
教授
 センニンコウシキョウジュ		落合　実
遠藤茂勝
三浦　晃
 オチアイミノルエンドウシゲルカツミウラアキラ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		FEMとFDMに応用できる格子生成の自動化と画像処理 オウヨウコウシセイセイジドウカガゾウショリ		Automatic Grid Generation and Image Processing for FEM and FDM		数理工学科 スウリコウガッカ				大島淳一
 オオシマジュンイチ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		Au添加RuO2抵抗体の電気的特性 テンカテイコウタイデンキテキトクセイ		Electrical Properties of Au-doped Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性の変化 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイヘンカ		Effects of Refiring on the Electrical Properties of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		高速用ベーン形回転真空ポンプの内部漏洩特性 コウソクヨウケイカイテンシンクウナイブモエイトクセイ		Characteristics of Internal Leakage in High Speed Rotary-Vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		氏家康成
西野　宏
 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		タイムドメイン法を用いた電波吸収体反射特性の測定 ホウモチデンパキュウシュウタイハンシャトクセイソクテイ		Measurement of Microwave Absorber Reflection Using Time Domain Technique		電気工学科
電気工学専攻
（三洋電機株式会社） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウサンヨウデンキカブシキガイシャ		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
森　孝幸

 モリタカユキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		什器を有する室内の作業面全照度に関する近似計算法について－その1－ ジュウキユウシツナイサギョウメンゼンショウドカンキンジケイサンホウ		An Approximate Calculation of Total Illuminance on a Working Plane in a Room Containing Fixtures -Part 1-		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				磯村　稔
宮川宗郎
山内基海
 イソムラミノルミヤガワソウロウヤマウチモトイウミ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		模型室を用いた影の特性実験 モケイシツモチカゲトクセイジッケン		Some Experiments of the Shadow Characteristics Using a Model Room		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		大谷義彦
田久保章夫
 オオタニヨシヒコタクボアキオ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		簡易電波暗室を用いたアンテナ放射特性の測定 カンイデンパアンシツモチホウシャトクセイソクテイ		Measurements of Antenna Radiation Pattern in a Compact Anechoic Chamber		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科　　　　 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				坂口浩一
安富雄一
瀨谷浩一郎
 サカグチコウイチヤストミユウイチ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		地震動最大加速度の距離減衰に関する研究（第3報） ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウダイサンホウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions (Part 3)		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		生鮮食料品部門のアイテムとスペースに関する研究 セイセンショクリョウヒンブモンカンケンキュウ		Study on Item and Space by Perishables Sections		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		ポリ（2‐ジエチルアミノエチルメタクリレート）とオレンジⅠ又はオレンジⅡとの相互作用 マタソウゴサヨウ		Interactions of Poly(2-Diethylaminoethyl Methacrylate) with Orange Ⅰ or Orange Ⅱ		工業化学科 コウギョウカガクカ		専任講師 センニンコウシ		和泉　剛
 イズミゴウ

		23		2		reserved-33227x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		乱流の三次モーメント・モデル方程式とその接地境界層への適用 ランリュウサンジホウテイシキセッチキョウカイソウテキヨウ		Triple Moment Model of Turbulence and its Application to the Atmospheric Surface Layer		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		山田信夫
 ヤマダノブオ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性と基板の熱膨張係数 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイキバンネツボウチョウケイスウ		Relations Between the Electrical Properties of Thick Film Resistors and the Thermal Expansion Coefficient of the Substrates		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		抵抗体膜の熱膨張が厚膜抵抗体の特性に及ぼす効果 テイコウタイマクネツボウチョウアツマクテイコウタイトクセイオヨコウカ		Effects of Thermal Expansion of Resistor Film on the Properties of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		強力定在波音場内の高気圧グロー放電の観測 キョウリョクテイザイハオトジョウナイコウキアツホウデンカンソク		Observation of High‐pressure Glow Discherge in High‐intensity Standing Sound Waves Field		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科　　　　 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		博士後期課程1年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		平田尚史
中根偕夫
瀨谷浩一郎
 ヒラタナオシナカネトモオット

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		均一化レーザーによるアモルファス磁性膜へのホログラム記録・再生特性 キンイツカジセイマクキロクサイセイトクセイ		Thermomagnetic Writing and Reconstruction Characteristics of Holograms on Amorphous Magnetic Films by using Uniform Laser Beams		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		松原三人

 マツバラサンニン

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		BZ-5～BZ－8（英国球帯法分類）の配光を持つ平紐状光源による直射照度の図式計算 エイコクキュウタイホウブンルイハイコウモヘイチュウジョウコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Ribbon‐Shaped Light Sources with Luminous Intensity Distribution Curves from BZ‐5 to BZ‐8 (British Zonal Method Classification)		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		非常勤講師
教授
専任講師
助手 ヒキョウジュセンニンコウシジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコマキタヤマイエテツオ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		電源同期形サイクロコンバータの入出力波形解析 デンゲンドウキケイニュウシュツリョクハケイカイセキ		Analysis of the Output Voltage，Output Current and Input Current of Synchronizing Cycloconverters		電気工学科 デンキコウガッカ		助手 ジョシュ		今　　斎
 コンヒトシ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		常時微動観測による地盤振動特性に関する研究
－千葉県習志野市の場合－ ジョウジビドウカンソクジバンシンドウトクセイカンケンキュウチバケンナラシノシバアイ		Study on the Vibrational Characteristics of Ground by the Microtemors Observations
－Case of Narashino City，Chiba Prefecture－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		大都市臨海工業地帯の活性化に関する研究 ダイトシリンカイコウギョウチタイカッセイカカンケンキュウ		A Fundamental Study on the Restructering of Coastal Industrial Districts in Big Cities		管理工学科 カンリコウガッカ		教授 キョウジュ		笹生　仁
 ササイジン

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		衝突事故後の列車速度算定法と事例 ショウトツジコゴレッシャソクドサンテイホウジレイ		Method and Case-Study of Calculation of the Train Speed After a Collision Accident		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		松井　哲
西澤一友
 マツイテツニシザワイチトモ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数に影響を及ぼす因子 アツマクテイコウタイテイコウチテイコウオンドケイスウエイキョウオヨインシ		Effect of Factors on the Resistance and its Temperature Coefficient of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数の関係 アツマクテイコウタイテイコウチテイコウオンドケイスウカンケイ		Relation Between Resistance and its Temperature Coefficient of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ベーン形回転ポンプのベーン配置に関する考察 カタカイテンハイチカンコウサツ		Study on the Vane Arrangement in Rotary Vane Pumps		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		氏家康成
西野　宏
 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		人間・二輪車系の運動特性と各種制御入力について ニンゲンニリンシャケイウンドウトクセイカクシュセイギョニュウリョク		On the Controlled Inputs for the Handling of Man‐Two Wheeled Vehicle System		機械工学科
国際ファジィ工学研究所第一研究室
オレゴン州立大学大学院 キカイコウガッカコクサイコウガクケンキュウジョダイ１ケンキュウシツシュウリツダイガクダイガクイン		助教授
―
― ジョキョウジュ		景山一郎
桜井健典
寺嶋宏太郎
 カゲヤマイチロウサクライケンテンテラシマコウタロウ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＮＣプログラムのパーソナルコンピュータによる検証 ケンショウ		Verification of NC Program by Personal Computer		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		竹島正博
大内増矩
 タケシママサヒロオオウチマノリ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		熱線画像修復処理の一方法 ネッセンガゾウシュウフクショリイチホウホウ		A Restoration Method for Thermal Video Pictures		電気工学専攻
（日本ＤＥＣ株式会社）
電気工学科 デンキコウガクセンコウニホンカブシキガイシャデンキコウガッカ		教授 キョウジュ		小林秀光

渡邊宅治
 コバヤシヒデミツ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		空中超音波音場の映像化による音場評価 クウチュウチョウオンパオトバエイゾウカオトバヒョウカ		Evaluation of Aerial Ultrasound Field by Using Visualization Technique		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデコウガッカ		専任講師
教授 キョウジュ		塩出高史
大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 シオデタカシオオツカテツロウ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		鉄筋コンクリート平板の剛飛来物衝突による弾塑性応答 テッキンヒライタゴウヒライブツショウトツダンソセイオウトウ		On Elaso-plastic Response of Reinforced Concrete Plate under Collision Impulse with Hard Projectile		土木工学科
土木工学科
（財団法人）電力中央 研究所
（財団法人）電力中央 研究所 ドボクコウガッカドボクコウガッカザイダンホウジンデンリョクチュウオウケンキュウジョザイダンホウジン		教授
助教授
―
― キョウジュジョキョウジュ		能町純雄
木田哲量
大沼博志
伊藤千浩
 ノウマチジュンオスキダテツリョウオオヌマヒロシイトウセンヒロシ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		木造家屋の振動性状に関する研究 モクゾウカオクシンドウセイジョウカンケンキュウ		Study on the Vibrational Characteristics of Wooden Houses		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		コンクリートブロック塀の実態調査研究 ヘイジッタイチョウサケンキュウ		Research on the Actual Conditions of Concrete Block Walls		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		改良型ワイブル分布による島嶼における風力発電の可能性 カイリョウガタブンプシマシマフウリョクハツデンカノウセイ		Potentiality of Wind Powered Electric Supply System on Isolated Islands in Japan using the Modified Weibull Distribution		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		長井　浩
篠田仁吉
 ナガイヒロシシノダジンキチ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2厚膜抵抗体の微細構造 アツマクテイコウタイビサイコウゾウ		Microstructure of RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2厚膜抵抗体の伝導機構 アツマクテイコウタイデンドウキコウ		Conduction Mechanism in RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性とガラスの粘性 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイネバセイ		Relations Between Electrical Properties of Thick Film Resistors and Glass Viscosity		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		引張応力下におけるＳ48Ｃ鋼中実棒の塑性ねじり インハオウリョクカコウナカジツボウソセイ		Plastic Torsion of S48C Steel Solid Bar with Combined Tensile Stress		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		浅川功一
高橋清造
 アサカワコウイチタカハシセイゾウ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		2素子光高温計の研究 ソシコウコウオンケイケンキュウ		Study on the Optical Pyrometer Equipped with Two Filaments		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクカデンキコウガッカデコウガッカ		教授
教授
専任講師
助手 キョウジュキョウジュセンニンコウシジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコマキタテツオットヤマイエテツオ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		1987年千葉県東方沖地震の家屋被害について
－市原市における屋根瓦の被害と地盤性状との関係－ ネンチバケントウホウオキジシンカオクヒガイイチハラシヤネガワラヒガイジバンセイジョウカンケイ		On the Damage to Wooden Houses by the East off Chiba Prefecture Earthquake of 1987
－Relation between the Damage of Roofing‐tiles and the Characteristics of Ground in Ichihara Citｙ－		建築工学科
建築工学専攻 ケコウガッカケコウガクセンコウ		助教授
 ジョキョウジュ		山邊克好
藤田朝浩

 フジタアサヒロ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究（第2報） ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウダイホウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions (Part 2)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地盤内での地震波の増幅度に関する研究 ジバンナイジシンハゾウフクドカンケンキュウ		Study on the Amplification Facter of Seismic‐waves in the Ground		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地域集会施設に関する研究
－施設名称が示す機能の表現－ チイキシュウカイシセツカンケンキュウシセツメイショウシメキノウヒョウゲン		A Study of Community Assembly Facilities
－The Functional Designation in Facility Names－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		浅野平八
 アサノヘイハチ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その5）
－房総半島における圏域の構成に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイボウソウハントウケンイキコウセイカンジッショウテキケンキュウ		Identification of the Actual Existing Area in Coastal Fishing Villages （Ｐａｒｔ 5）
－An Empirical Study on the Actual Existing Area in The Bohsoh Peninsula－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		副手
助教授
教授
 フクシュジョキョウジュキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシムラシマソウノ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウジングに関する研究 カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing  (Part 4)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤヒロオサカワギシウメワ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		高濃度ガラスで遮蔽された物体の検出実験 コウノウドシャブッタイケンシュツジッケン		Some Experiments for Detection of the Objects covered wiｔh darkly-colored Glass		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		渡邊宅治
小林秀光
 コバヤシヒデミツ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		音響管内を伝搬する音の時間応答解析 オンキョウカンナイデンパンオトジカンオウトウカイセキ		On the Time Response Analysis of a Sound Field in a Tube		電気工学科
ＮＴＴ株式会社
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		専任講師
―

教授 センニンコウシキョウジュ		山崎　憲
小川信也
浅井三平
瀨谷浩一郎
 ヤマサキアキラオガワシンヤアサイサンペイ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について（第2報） リッタイカクトウシャリツイチソクテイホウダイホウ		On a Measurement Method of Configuration Factors by the Instantaneous Camera（Part 2）		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		山家哲雄
大谷義彦
藤原義輝
 ヤマイエテツオオオタニヨシヒコフジワラヨシテル

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究 ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions		建築工学科
元建築工学科 ケンチクコウガッカモトケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		地盤・建築物系の波動問題に関する研究 ジバンケンチクブツケイハドウモンダイカンケンキュウ		Study on the Soil-Building Interaction Problem regarding Wave Motion		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		五重塔の耐震性に関する研究 ゴジュウノトウタイシンセイカンケンキュウ		Study on the Aseismic Properties of the Gozyunotos（Pagodas）		建築工学科
元建築工学科 ケンチクコウガッカモトケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		住区系地区計画の手法に関する研究
－既成市街地空間の景観的考察－
（東京区部の第一種住居専用地域を例として） ジュウクケイチクケイカクシュホウカンケンキュウキセイシガイチクウカンケイカンテキコウサツトウキョウクブダイイッシュジュウキョセンヨウチイキレイ		A Study on Technical Method of Residential District Planning
－A Landscape Analysis of Existing Residential Area in Case of the Category I Exclusive Residential District in Tokyo Wards Area－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		坪井善道

 ツボイゼンミチ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅲ）
－伊勢湾内湾漁業地区の地区特性と整備課題－ ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウイセワンナイワンギョギョウチクチクトクセイセイビカダイ		A Study on Adjustment of the Coast Area in Metropolis （Ⅲ）
－Regional Property and Object for Prepare of FISHERMAN’s Area in inner harber－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガクカケンチクコウガクセンコウ		助教授
教授
 ジョキョウジュキョウジュ		菅　雅幸
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃
 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシムラシマソウノ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		目標設定，意思決定およびコントロールにおけるコンティンゼンシー・アプローチ モクヒョウセッテイイシケッテイ		A Contingency Approach in Goal-Setting， Decision-Making and Controlling		管理工学科
管理工学科 カンリコウガクカカンリコウガクカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		野本千秋
清水　曻
 ノモトチアキシミズ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		2，4，6-トリ-2-ピリジル-1，3，5-トリアジンを用いる微量コバルトの溶媒抽出/原子吸光分析 モチビリョウヨウバイチュウシュツゲンシキュウヒカリブンセキ		Determination of Trace Amounts of Cobalt by Atomic Absorption Spectrophotometry after Solvent Extraction with 2，4，6-Tri-2-Pyridyl-1，3，5-Triazine		一般教育
一般教育
理工学部工業化学科 イッパンキョウイクイッパンキョウイクリコウガクブコウギョウカガクカ		専任講師
副手
教授 センニンコウシフクシュキョウジュ		新井信正
南澤宏明
奥谷忠雄
 アライノブセイミナミサワヒロアキオクタニタダオ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		海洋上における大気乱流構造の観測 カイヨウジョウダイキランリュウコウゾウカンソク		Measurements of Structure of Marine Surface Layer Turbulence		一般教育
岡山大学教養部
岡山大学教養部
京都大学防災研究所 イッパンキョウイクオカヤマオオガクキョウヨウブオカヤマオオガクキョウヨウブキョウトダイガクボウサイケンキュウジョ		助教授
助教授
教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		岩谷祥美
塚本  修
大滝英治
光田　寧
 イワタニショウミツカモトオサムオオタキエイジコウダヤスシ

		21		2		reserved-32497x1F		資料 シリョウ		漁業集落環境整備計画に関する研究
－漁業集落環境整備事業の実施状況及び整備方針について－
 ギョギョウシュウラクカンキョウセイビケイカクカンケンキュウギョギョウシュウラクカンキョウセイビジギョウジッシジョウキョウオヨセイビホウシン		A Study on Environmental Development Planning of Fishing Villages
－Actual Example and Developing Principle of Environmental Adjustment Works－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
水産庁漁港部
水産庁漁港部 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカスイサンチョウギョコウブスイサンチョウギョコウブ		副手
助教授
教授
―
― フクシュジョキョウジュキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
福屋正嗣
坂井　淳
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシフクヤマサツグサカイジュン

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		オーステナイト系ステンレス鋼管の摩擦圧接 ケイコウクダマサツアツセツ		Friction Ｗｅｌｄｉｎｇ ｏｆ Ａｕｓｔｅｎｉｔｉｃ Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ Ｓｔｅｅｌ Ｐｉｐｅ		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		時末　光
加藤数良
 トキスエヒカカトウカズリョウ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について リッタイカクトウシャリツイチソクテイホウ		On a Measurement Method of Configuration Factors by the Instantaneous Camera		電気工学科
電気工学科 デンキコウガクカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		山家哲雄
藤原義輝
 ヤマイエテツオフジワラギテル

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的諸特性の組成依存性 ナンシツジセイザイリョウケイゴウキンジキテキショトクセイソセイイゾンセイ		Dependence of Composition on the Magnetic Properties of Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		移川欣男
 ウツカワキンオトコ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的特性に及ぼす磁界中処理効果 ナンシツジセイザイリョウケイゴウキンジキテキトクセイオヨジカイナカショリコウカ		Effects of Magnetic Field Cooling on the Magnetic Properties of Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		移川欣男
 ウツカワキンオトコ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		粒状体構造物の非線形せん断振動応答 リュウジョウタイコウゾウブツヒセンケイダンシンドウオウトウ		Non‐Linear Shear Response of Grained Material Structure		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
東邦産業株式会社 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガクカトウホウサンギョウカブシキガイシャ		教授
助教授
専任講師
副手
― キョウジュジョキョウジュセンニンコウシフクシュ		能町純雄
木田哲量
阿部　忠
澤野利章
小口秀次
 ノウマチジュンオスキダテツリョウアベタダシサワノトシアキコグチシュウツギ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その4）
－圏域の広域タイプとその漁港内施設の整備水準に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイケンイキコウイキギョコウナイシセツセイビスイジュンカンジッショウテキケンキュウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages （Part 4）
－An Emprical Study on Wide area and it’s Developing Level of Institutions in Fishing Ports－		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程3年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		ＦＡが労働および労務管理へ及ぼす影響について ロウドウロウムカンリオヨエイキョウ		The Effects of Factory Automation on Work and Personnel Management		管理工学科 カンリコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		小田部明
 オタベアキラ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		2次元複合材料における有効熱伝導度の境界要素解析 ジゲンフクゴウザイリョウユウコウネツデンドウドキョウカイヨウソカイセキ		Boundary Element Analysis of Effective Thermal Conductivity of Two-Dimensional Composite Materials		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		渡里　望
大島信徳
 ワタリノゾオオシマシントク
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		巻 カン		号 ゴウ		発行年月日 ハッコウネンゲツヒ		原稿の種類 ゲンコウシュルイ		和文表題  ワブンヒョウダイ		欧文表題 オウブンヒョウダイ		著者所属    　　    チョシャショゾク		資格 シカク		著者  チョシャ

		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		確率的アプローチによる高層免震建物の構造パラメータ推定に関する研究
－地震外乱および風直交方向外乱に対する応答評価－		Stochastic Approach to Estimation of Structural Parameters for Base‐Isolated High‐Rise Building - Estimation of Response with Earthquake and Across‐Wind -		建築工学専攻
株式会社長谷工コーポレーション
技術研究所
建築工学科		博士前期課程1年
研究員

准教授		河上祐之
扇谷匠己

神田  亮

		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		地域環境を考慮した建設副産物処理施設立地に関する一考察 －兵庫県を事例として－		The Optimization of Disposal Facilities in terms of the Circulating Process of Construction Byproducts －In the case of Hyogo Prefecture－		建築工学科
総合科学研究所
数理情報工学科
土木工学科
日本文理大学
建築工学専攻
生産工学部		教授
教授
准教授
准教授
教授
博士前期課程3年
ポスト・ドクター研究員		宮崎隆昌
西川  肇
三井和男
岩下圭之
菅　雅幸
河合康統
中澤公伯

		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		スウェーデン式サウンディング試験における自沈荷重のメカニズム解明のための模型地盤作製方法とその評価に関する実験研究		Construction of Model Ground for Self-Settlement Study in Swedish Weight Sounding Test and Its Evaluation		建築工学科
株式会社テノックス
兼松日産農林株式会社
兼松日産農林株式会社		教授
―
―
―		川村政史
平川智彦
虻川矩史
水谷羊介

		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		セメント添加により製造した模型地盤を用いたスウェーデン式サウンディング試験の自沈荷重の性状に関する実験研究		Characteristics on the Self-Settlement Load for Swedish Weight Sounding Test using Soil-Cement Model Ground		建築工学科
兼松日産農林株式会社
株式会社テノックス
兼松日産農林株式会社		教授
―
―
―		川村政史
虻川矩史
平川智彦
水谷羊介

		41		2		reserved-39802x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ウェブオントロジ言語を用いたサービス自動構成に基づくネットワークオペレーションのための低スキル者支援方法		Unskilled User Support for Network Operation Based on Service Composition Using Web Ontology Languages		数理情報工学科		准教授		中村喜宏

		41		2		reserved-39802x1F		研究ノート		地域集会施設における避難誘導計画に関する研究		A Study on Egress Layout and Evacuation Schedule in Community Assemble Facilities		建築工学専攻
建築工学科
建築工学専攻		博士後期課程3年
教授
博士前期課程2年		若竹雅宏
浅野平八
小太刀憲行

		41		2		reserved-39802x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		酵素反応によって改質したキトサン溶液によるグラフト化ポリエチレン板の接着		Adhesion of Grafted Polyethylene Plates with Enzymatically Modified Chitosan Solutions		応用分子化学科
総合科学研究所		教授
教授		山田和典
平田光男

		41		2		reserved-39802x1F		研究ノート		直流パルス放電プラズマ場でのメタン転換に対する音波の照射効果		Effect of Sound Wave Irradiation on Methane Conversion in Plasma Field Generated by DC Pulse Discharge		応用分子化学科
電気電子工学科
応用分子化学科
千葉工業大学工学部生命環境科学科
応用分子化学科		助手
教授
専任講師
教授
教授		岡田昌樹
中根偕夫
古川茂樹
尾上　薫
日秋俊彦

		41		2		reserved-39802x1F		資料 シリョウ		超大型加速器施設の交流電源の設計と建設		Design and Installation of Electrical Power Supply for Super Sized Accelerator Facility		電気電子工学科
理化学研究所仁科センター		非常勤講師
技師		藤縄　雅

		41		1		reserved-39619x1F		論文 ロンブン		コンクリート中の鉄筋の電磁誘導式非破壊試験に用いる分割型マルチコイルの特性		Characteristics of New Separated Multi Coil for Electromagnetic NDT Applied to Reinforcing Steel Bar in Concrete		電気電子工学科		教授 キ		小井戸純司

 コイド

		41		1		reserved-39619x1F		論文 ロンブン		1960年代のミニ開発住宅地におけるグループ活動の実態とキーパーソンの地域社会における役割		The Actual Condition of Group Activity and the Role of Key Person in Community in the Mini-development Residential Section of the 1960s		建築工学科
建築工学専攻		教授
博士前期課程2年		曽根陽子
田口槙子

		41		1		reserved-39619x1F		資料 シリョウ		中島九一式戦闘機の調査（その５） ナカジマクイッシキセントウキチョウサ		A Research on Nakajima Type91 Fighter Plane.（Part５）		株式会社エフ・ユー
教養・基礎科学系 カブシキカイシャキ		エンジン整備課課長
非常勤講師 セイビカカチョウヒジョウキンコウシ		高橋雅裕
三野正洋
 タカハシマサヒロミノ

		40		2		reserved-39436x1F		論文		Al2O3P/6061アルミニウム合金複合材料を用いた摩擦肉盛による5052アルミニウム合金の表面改質		Surface Modification of 5052 Aluminum Alloy by Friction Surfacing using an Al2O3P/6061Aluminum Alloy Composite		機械工学科
日本大学
機械工学専攻		教授
名誉教授
博士後期課程2年		加藤数良
時末  光
仲間　大

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		β型チタン合金の低破壊荷重による破壊プロセス ガタゴウキンテイハカイニジュウハカイ		Fracture Process by the Low Fracture Load in β Type Titanium Alloy		機械工学科 キ		准教授 ジュン		山田  正
 ヤマダ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		ダイアフラムポンプの研究 ケンキュウ		A Study of Diaphragm Pump		機械工学科 キ		准教授 ジュン		藤田  優
 フジタ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		サーモグラフィー法による鉄筋のガス圧接継手の品質検査 テッキンアツセツツギテヒンシツケンサ		Quality Inspection of Gas-Pressure Welded Joint of Reinforcing Bar by Thermography Method		土木工学専攻
土木工学科
中央工学校土木測量学部
土木建設科 ドボクコウガクセンコウドチュウオウコウガクコウドソクリョウガクブドケンセツカ		博士前期課程2年
教授
専任講師
 ハクシゼンキカテイネンキョウジュセンニン		江藤　亮
栁内睦人
金光寿一
 エトウリョウヤナイカネミツコトブキイチ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		流通式電位差測定法を用いた高温水中におけるグリコール酸および乳酸の解離定数の決定 リュウツウシキデンイサソクテイホウモチコウオンスイチュウサンニュウサンカイリテイスウケッテイ		Determination of Ionization Constant of Glycolic and Lactic Acids in Hot Water by A Flow-Through Electrochemical Cell for Potentiometric pH Measurements		応用分子化学科
応用分子化学科
出光興産株式会社
応用分子化学科 オオイデミツコウサンカブシキガイシャオ		専任講師
博士前期課程1年
徳山工場　化学品一課
教授 センニンハクシゼンキカテイネントクヤマコウジョウカガクヒンイッカキ		陶　　究
戸塚久美子
横田龍力
日秋俊彦
 トウキワムトツカクミコヨコタリュウチカラヒアキ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		石炭液化反応における水の添加効果（各種エーテル類を石炭モデル化合物とした加水分解反応） セキタンエキカハンノウミズテンカコウカカクシュルイセキタンカゴウブツカスイブンカイハンノウ		Effect of Water Addition on Coal Liquefaction (Hydrothermal Reaction of Ethers as Coal Model Compounds)		応用分子化学科
応用分子化学科
総合科学研究所 オオソウゴウカガクケンキュウジョ		専任講師
助手
教授 セジョキ		古川茂樹
岡田昌樹
鈴木庸一
 フルカワオカダスズキ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		Ettringite 型固溶体結晶の化学組成の簡易推定法の提案 ガタカタトカラダケッショウカガククミセイカンイスイテイホウテイアン		A Suggestion of Simple Estimation Method for Chemical Composition of Isostructual Solid Solutions with the Ettringite Structure		応用分子化学科
応用分子化学科 オオ		専任講師
教授 セキ		田中  智
町長  治
 タナカマチナガ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		ブートストラップ電流に対する径方向の拡散方程式 デンリュウタイケイホウコウカクサンホウテイシキ		Radial Diffusion Equation for Bootstrap Current Density in the Presence of Fluctuations		教養・基礎科学系 キ		教授 キ		田口政義
 タグチ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		分数階微分の差分化 ブンスウカイビブンサブンカ		Discretization of Fractional Derivative		教養・基礎科学系 キ		准教授 ジュン		永井　敦
 ナガイ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		3-D CAD ソフトウェアを利用した図形科学カリキュラムの構築 リヨウズケイカガクコウチク		Construction of Curriculum for Graphic Science with 3-D CAD Software		教養・基礎科学系 キ		准教授 ジュン		今淵正恒
 イマブチ

		40		2		reserved-39436x1F		資料		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅴ） ‐孔のない錫箔上の電場 ‐ スズハクウエヒトシデンイセンジゲンウズリュウコウ		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅴ) -Electric Field on the Foil with no Hole-		教養・基礎科学系 キ		准教授 ジュン		百木悟郎

 モモキ

		40		1		reserved-39253x1F		論文 ロンブン		破壊履歴を有する鉄筋コンクリート部材の繊維シート補強効果に関する研究		Experimental Study on Effect of Application of Aramid Fiber Sheet on Strengthening of RC Beams under Failure-Hysteresis		土木工学科
土木工学科
土木工学科
生産工学部		助教授
教授
教授
ポスト・ドクター研究員		澤野利章
木田哲量
阿部  忠
水口和彦

		40		1		reserved-39253x1F		論文 ロンブン		日米の郊外建売住宅・団地の成立過程に関する比較研究		Comparative Study of Japan and United States Concerning Growing Process of Ready-Built Houses and Housing Developments in the Suburb		建築工学科		教授		曽根陽子

 ソネ

		40		1		reserved-39253x1F		研究ノート ケンキュウ		フェナントロリンを含む銅フタロシアニンデンドリマー集合化薄膜の分子配向性		Molecular Orientation of Copper Phenanthroline-Phthalocyanine Dendrimer Thin Films by Self-Assembly		応用分子化学科
東洋ガラス株式会社		助教授
―		平松秀夫
海老原保興

		40		1		reserved-39253x1F		研究ノート ケンキュウ		地域貢献プロジェクト型インターンシップの一考察		A Study on the Project Type Internship for Contribution to the Regional Economy		マネジメント工学科		教授		小田部明
 オタベアキラ

		40		1		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		生体（指紋）認証を用いた出席管理システム		Student Attendance Management by Biometric (Finger-Print) Recognition		マネジメント工学科		教授		伊藤邦夫
 イトウ

		40		1		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅳ） ‐有限迎え角のカルマン・トレフツ翼 ‐		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅳ) -Karman-Trefftz Wing with Finite Angle of Attack-		教養・基礎科学系		助教授		百木悟郎

		40		1		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		中島９１式戦闘機の調査（その４） ナカジマシキセントウキチョウサ		A Research on Nakajima Type91 Fighter Plane.（Part４）		ソラン株式会社宇宙システム事業部
教養・基礎科学系 カブシキガイシャ		―
助教授		横川裕一
三野正洋
 ヨコカワユウイチミノ

		39		2		reserved-39071x1F		論文		歯列矯正時における応力状態把握のための有限要素モデルの検討		Study on Finite Element Modeling for Stress Analysis in Orthodontics Treatment		機械工学科
歯学部
東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社
松本歯科大学歯学部
機械工学科
機械工学科 キシガクブトウシバカブシキガイシャマツモトシカダイガクシガクブキキ		専任講師
助手
―
教授
専任講師
教授 センニンコウシジョシュキョウジュセンニンキョウジュ		村田  守
中嶋　昭
櫻田尋基
新井嘉則
西  恭一
坂井卓爾

		39		2		reserved-39071x1F		論文		メカニカルアロイング法と放電プラズマ焼結法で作製したアルミニウム-ホウ化物系複合材料の構成相と機械的強度特性		Constituent Phases and Mechanical Properties of Al-Boride Composite Materials Produced by Mechanically Alloyed and Spark Plasma Sintering Processes		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キキキ		専任講師
教授
教授 センニンキキ		久保田正広
金子純一
菅又  信

		39		2		reserved-39071x1F		論文		燃料蒸気―空気予混合気中に置かれた燃料液滴列の燃焼		Combustion of Fuel Droplet Array in Fuel Vapor-Air Mixtures		機械工学専攻
機械工学科
機械工学科 キカイコウガクセンコウキキ		博士前期課程2年
助教授
教授 カテイジョキ		菅沼祐介
野村浩司
氏家康成

		39		2		reserved-39071x1F		論文		垂直断層近傍に埋設されたメッシュ電極の接地特性		Ground Property of Mesh Electrode Buried Near Vertical Fault		電気電子工学科
東京電力株式会社 デトウキョウデンリョクカブシキガイシャ		助教授
― ジョ		蒔田鐵夫
鈴木秀也

		39		2		reserved-39071x1F		論文		ニューハイブリッド空力振動法による三次元正方形角柱の空力振動特性に関する研究		Study on Characteristics of Aerodynamic Vibration of a Square Prism in Three-Dimensional Flow by means of New Hybrid Aerodynamic Vibration Technique		建築工学専攻
建築工学科 ケコウガクセンコウケ		博士前期課程2年
助教授 カテイジョ		名波　航
神田  亮

		39		2		reserved-39071x1F		論文		パブリックアートのデータベース化と維持管理に関する国際比較研究		Study on Database Creation of the Public Art and the Comparison of Japanese and Foreign Countries' Management		建築工学科
文際アートカレッジ ケブンギワ		助手
― ジョシュ		田中  遵
工藤淳子

		39		2		reserved-39071x1F		論文		キャピラリーガスクロマトグラフィーによる多環芳香族炭化水素（PAHs）の分離を指向したカリックス［4］アレーンポリシロキサン固定相の開発		Development of Calix[4]arene Polysiloxane Stationary Phases for Separation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs) by Capillary Gas Chromatography		応用分子化学科
工業化学専攻
富士アミド株式会社
応用分子化学科 オコウギョウカガクセンコウフジカブシキガイシャオ		非常勤講師
博士前期課程2年
―
教授 ヒハクシゼンキカテイネンキョウジュ		佐々木保之
村田俊一
小泉奈緒子
清水正一

		39		2		reserved-39071x1F		論文		グラファイトおよびグラファイト層間化合物C₆Ca		Graphite and Graphite Intercalation Compound C₆Ca		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
筑波大学物質工学系 キキツクバダイガクブッシツコウガクケイ		専任講師
教授
助教授 センニンキジョ		加藤正人
成田信男
鈴木修吾

		39		2		reserved-39071x1F		研究ノート		応力法による立体トラスの有限変位応力解析に関する研究		Study on Stress Analysis with Finite Displacements of Pin-Jointed Space Truss by Stress Method		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケケケコウガクセンコウ		専任講師
教授
博士前期課程2年 セキョウジュハクシゼンキカテイネン		川島  晃
花井重孝
加藤博明

		39		2		reserved-39071x1F		研究ノート		離散評点を用いた評価法の研究-AHPとDEAを融合した意思決定法-		Evaluation Methodology based on Discrete Scoring -Decision Making Combining AHP and DEA-		数理情報工学科 ス		助教授 ジョ		大澤慶吉

		39		2		reserved-39071x1F		資料		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅰ）‐円柱周りの流れと円形孔の周りの電場‐		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅰ) - The Flow around a Cylinder and the Electric Field around a Circular Hole -		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		百木悟郎

		39		2		reserved-39071x1F		資料		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅱ）‐等角写像とジューコフスキー翼型‐		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅱ) - The Conformal Mapping and the Joukowskii’s Wing -		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		百木悟郎

		39		2		reserved-39071x1F		資料		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅲ）‐カルマン・トレフツ変換‐		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅲ) -Karman-Trefftz Transformation-		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		百木悟郎

		39		2		reserved-39071x1F		資料		中島九一式戦闘機の調査（その３）		A Research on Nakajima Type91 Fighter Plane.（Part3）		元自動車機器株式会社技術部
教養・基礎科学系 モトジドウシャキキカブシキカイシャギジュツブキ		―
助教授 ジョ		嵯峨　弘
三野正洋

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		パイプ状肉盛金属を用いた5052アルミニウム合金摩擦肉盛材の特性		Characteristics of Friction Surfaced 5052 Aluminum Alloy using Pipe Shape Coating Material		機械工学科
機械工学科
機械工学科
古河スカイ株式会社 キキキフルカワカブシキガイシャ		教授
教授
教授
― キョウジュキョウジュキョウジュ		時末  光
加藤数良
朝比奈敏勝
牛山俊男

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		小型落下塔を利用した超臨界雰囲気中の燃料液滴蒸発に関する研究		A Study on Fuel Droplet Evaporation in Supercritical Environments Using a Small Drop Tower		機械工学科
応用分子化学科
機械工学科
応用分子化学科 キオキオ		助教授
助教授
教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		野村浩司
辻  智也
氏家康成
日秋俊彦

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		アルコール燃料液滴の放射加熱蒸発		Droplet Evaporation of Alcohol Fuel by Radiative Heating		機械工学専攻
機械工学科
機械工学科 キカイコウガクセンコウキキ		博士前期課程2年
助教授
教授 カテイネンタス		瀧川仁志
野村浩司
氏家康成

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		RFマグネトロンスパッタ法による光触媒活性を有するTiO₂薄膜の特性評価		Characterization of Photocatalytic TiO₂ Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering Method		電気工学専攻
電気電子工学科
電気電子工学科 デンキコウガクセンコウデデ		博士前期課程2年
助教授
教授 カテイタス		早川孝宏
新妻清純
移川欣男

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		Zn，AlおよびZn-Al合金溶射皮膜の耐候性評価－12年間大気暴露試験結果の考察－		Evaluation for Resistance of Thermal Sprayed Coatings to Zn，Zn-Al Alloy and Al against Atmospheric Corrosion －Analysis on Results of Exposure Test for 12 Years －		管理工学科
すずき技術士事務所
北村技術事務所
石川技術士事務所 カギジュツシジムショキタムラギジュツジムショイシカワギジュツシジムショ		助教授
―
―
― ジョキョウジュ		塗谷紘宣
鈴木紹夫
北村義治
石川量大

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		電気加熱式原子吸光分析法による微量マンガンの定量に関する基礎的研究		Fundamental Study on the Determination of Trace Amounts of Manganese by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry		教養・基礎科学系
アイレジン株式会社
応用分子化学科
応用分子化学科
応用分子化学科
応用分子化学科
教養・基礎科学系 キカブシキガイシャオオオオキ		助教授
―
専任講師
教授
助手
教授
非常勤講師 ジョキョウジュセンニンコウシキョウジュジョシュキョウジュヒジョウキンコウシ		南澤宏明
濱野悦子
田中  智
町長  治
齋藤和憲
渋川雅美
新井信正

		39		1		reserved-38888x1F		研究ノート ケンキュウ		周期的な入力に対するフォトリフラクティブBaTiO₃結晶の応答特性について		Study on the Transient Response of Photorefractive BaTiO₃ Crystal by Using Periodic Input Incident Light		電気電子工学科
電気電子工学科		助教授
教授		黒岩  孝
松原三人

		39		1		reserved-38888x1F		資料 シリョウ		中島91式戦闘機の調査 (その2)		A Research on Nakajima Type 91 Fighter Plane . (Part 2)		株式会社ソラン宇宙システム事業部
教養・基礎科学系 カブシキガイシャウチュウジギョウブ		―
専任講師		横川裕一
三野正洋

		38		2		reserved-38706x1F		論文		マグネシウム合金パルスYAGレーザ溶接部の諸性質		Some Characteristics of Pulsed YAG Laser Welds of Magnesium Alloys		機械工学科
機械工学科
日鉄化工機株式会社
セントラル自動車株式会社 キキニッテツカコウキカブシキガイシャジドウシャカブシキガイシャ		教授
教授
―
―
 キョウジュキョウジュ		朝比奈敏勝
時末　光
伊藤久敬
田口成一

		38		2		reserved-38706x1F		論文		鉄筋コンクリート床版の押抜きせん断耐力に関する研究		Study on Punching Shear Load-Carrying Capacity of RC Slab		土木工学科 ド		助教授 ジョキョウジュ		阿部  忠
 アベ

		38		2		reserved-38706x1F		論文		放水ピット内における気泡混入と水面変動特性に関する実験的検討		Experimental Study of Air Entrainment and Fluctuation of Water Surface in Outlet Pit		土木工学科
土木工学専攻
土木工学科
大学院総合科学研究科 ドドボクコウガクセンコウドダイガクインソウゴウカガクケンキュウカ		助教授
博士前期課程2年
教授
教授 ジョキョウジュハクシゼンキカテイネンキョウジュキョウジュ		落合  実
上村和弘
遠藤茂勝
和田  明

		38		2		reserved-38706x1F		論文
（英文） エイブン		抗酸菌から抽出したαおよびケト型ミコル酸の分子凝集解析		Analysis of Molecular Aggregation of α-and Keto-Mycolic Acids Extracted from Acid-Fast Mycobacteria		応用分子化学科 オ		助教授		長谷川　健
 ハセガワ

		38		2		reserved-38706x1F		論文		ヒドロキシアパタイトとその前駆体結晶の構造類似性		Similarity of Crystal Structure between Hydroxyapatite and Its Precursor Crystal		応用分子化学科
応用分子化学科 オオ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		田中  智
町長  治

		38		2		reserved-38706x1F		論文		キトサン修飾した天然ゼオライトによるPｂ(II)の吸着挙動		Adsorption Behavior of Pb(II) onto Natural Zeolite Functionalized with Chitosan		教養・基礎科学系
応用分子化学科
応用分子化学科
応用分子化学科
応用分子化学科
教養・基礎科学系 キオオオオキ		助教授
助手
教授
専任講師
教授
非常勤講師 ジョキョウジュジョシュキョウジュセンニンコウシキョウジュヒ		南澤宏明
齋藤和憲
渋川雅美
田中  智
町長  治
新井信正

		38		2		reserved-38706x1F		研究ノート		チオシアン酸イオンとマスキング剤を用いたポリエチレングリコール／硫酸ナトリウム水性二相抽出による金属イオンの選択的分離		Selective Separation of Metal Ions by Aqueous Polyethylene Glycol-Sodium Sulfate Biphasic Extraction with Thiocyanate Ion and Some Masking Agents		応用分子化学科
教養・基礎科学系
応用分子化学科
千葉県薬剤師会検査センター
キョーワ工業株式会社
工業化学専攻 オキオチバケンヤクザイシカイケンサコウギョウカブシキカイシャコウギョウカガクセンコウ		教授
助教授
助手
―
―
博士前期課程2年 キョウジュジョキョウジュジョシュハクシゼンキカテイネン		渋川雅美
南澤宏明
齋藤和憲
塩澤広嗣
小峰圭介
清水真吾

		38		2		reserved-38706x1F		研究ノート		ストキャスティックな磁力線の統計的性質を記述する新しい試み		A New Approach to Statistical Description of Stochastic Magnetic Field Lines		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		田口政義

		38		2		reserved-38706x1F		資料 シリョウ		中島91式戦闘機の調査 (その1)		A Research on Nakajima Type 91 Fighter Plane . (Part 1)		教養・基礎科学系 キ		専任講師		三野正洋
 ミノ

		38		1		reserved-38523x1F		論文		メカノケミカル・プロセスによるマグネシウム基粒子分散複合材料の創成		Fabrication of Magnesium-Particulate Composites by Mechanochemical Processing		生産工学部
機械工学科
機械工学科 セイサンコウガクブキキ		研究員（機械工学科）
教授
教授 ケンキュウインキカイコウガッカキョウジュキョウジュ		山崎晃弘
金子純一
菅又　信

		38		1		reserved-38523x1F		論文		黒鉛鋳鋼の機械的性質，組織および溶接性に及ぼすNiの影響		Effect of Ni on the Mechanical Property, Microstructure and Weldability of Graphite Cast Steel		機械工学科
機械工学科
電気電子工学科
生産工学部
機械工学科 キキデセイサンコウガクブキ		教授
教授
助教授
ポスト・ドクター研究員
教授 キョウジュキョウジュジョキョウジュケンキュウインキョウジュ		星野和義
大久保通則
新妻清純
中川一人
大谷利勝

		38		1		reserved-38523x1F		論文		中国における交通環境改善のための交通流シミュレータ構築に関する基礎的研究		Fundamental Research on Construction of Traffic Simulator for Improvement of Traffic Environment in China		機械工学科
機械工学科
韓国・全南大学交通研究所
管理工学科
理工学部機械工学科
機械工学科
機械工学科
理工学部機械工学科
中国・清華大学土木工学科
中国・清華大学建築工学科
中国・清華大学交通研究所 キキガクカキカイコウガッカキキキガクドガクケガクコウツウケンキュウジョ		教授
助手
研究員
教授
教授
教授
専任講師
専任講師
教授
専任講師
研究員 キョウジュジョシュケンキュウインキョウジュキョウジュキョウジュセンニンコウシセンニンコウシキョウジュセンニンコウシケンキュウイン		景山一郎
栗谷川幸代
任　炯垠
堀江良典
堀内伸一郎
綱島  均
西  恭一
関根太郎
Lixin Miao
Jin-yu Duan
Yang Xinmiao
 アキ

		38		1		reserved-38523x1F		論文		強力音場中の放電ストリーマの挙動		Behavior of Discharge Streamers in High-Intensity Acoustic Wave Field		電気電子工学科
電気電子工学科
電気電子工学科
東京歯科大学衛生学教室 デデデトウキョウシカダイガクエイセイガクキョウシツ		助教授
専任講師
専任講師
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシセンニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫
大塚哲郎
宮島  毅
須山裕之

		38		1		reserved-38523x1F		論文		液滴の超音波浮揚		Ultrasonic Levitation of Liquid Droplets		電気電子工学科
電気電子工学科 デデ		専任講師
助教授 センニンコウシジョキョウジュ		大塚哲郎
中根偕夫

		38		1		reserved-38523x1F		論文		ハイブリッド振動法の制御アルゴリズムに関する研究-無条件安定と等価な陽的積分法-		Study on Control Algorithm for Hybrid Vibration Technique-Explicit Integration Scheme Equivalent to Unconditionally Stable-		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻
建築工学科 ケコウガクカコウガクセンコウケ		助教授
学部4年
博士前期課程1年
教授 カテイ		神田  亮
扇谷匠己
矢作　貴
丸田榮藏

		38		1		reserved-38523x1F		論文		高層建物を対象としたニューハイブリッド振動実験システムの開発		Development of New Hybrid Vibration Experimental System for Super-High-Rise Buildings		有限会社WindStyle
建築工学科
建築工学専攻
建築工学科 ユウゲンガイシャケコウガクセンコウケ		代表取締役
助教授
博士前期課程2年
教授 ダイヒョウトリシマリヤクジョキョウジュハクシゼンキカテイネンキョウジュ		松山哲雄
神田  亮
平田和也
丸田榮藏

		38		1		reserved-38523x1F		研究ノート		JIS標準色票を用いた評価実験による影の中の照度変化に対する物体色の見えについて		Object-Color Appearance to Variations in Illuminance within the Shadow by Evaluation Experiment Using JIS Standard Color Chips		電気電子工学科
電気電子工学科 デデ		専任講師
教授 センニンコウシキ		内田  暁
大谷義彦

		38		1		reserved-38523x1F		研究ノート		人工衛星リモートセンシングを用いた海岸クロマツ林の生育評価		Monitoring Growth in Coastal Black Pinus Grove Using a Landsat TM Time Series		土木工学科
土木工学科
総合科学研究所
国立科学博物館 ドド		助教授
教授
教授
植物第一研究室長 ショクブツダイイチケンキュウシツチョウ		工藤勝輝
藤井壽生
西川  肇
近田文弘

		37		2		reserved-38341x1F		論文 ロンブン		3DX Multi Image Micro CTにおける三次元画像再構成		3-Dimensional Image Re-Construction for 3DX Multi Image Micro CT		機械工学科
理学電機株式会社
機械工学専攻
松本歯科大学歯科独立研究科 キリガクデンキカブシキガイシャキカイコウガクセンコウマツモトシカダイガクシカドクリツケンキュウカ		教授
―
博士前期課程2年
助教授 キョウジュハクシゼンキカテイネンジョキョウジュ		綱島  均
山田鮎太
金成穂積
新井嘉則

		37		2		reserved-38341x1F		論文 ロンブン		強力定在波音場中の放電の挙動の機構		Mechanism of Discharge Phenomena in High-Intensity Ultrasound Standing Wave Field		電気電子工学科
電気電子工学科
電気電子工学科 デデデ		助教授
専任講師
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫　　　　　　   　
宮島  毅
大塚哲郎

		37		2		reserved-38341x1F		論文 ロンブン		炭素繊維シート補強と鉄筋コア・アンカー型補強を併用した鉄筋コンクリートはりの補強効果		Rehabilitation Effect of RC Beam Strengthening   with CFS and Core-in Anchored Rebar		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
総合科学研究所
土木工学科 ドドドボクコウガクセンコウド		助教授
教授
博士後期課程3年
教授
助教授 ジョキョウジュキョウジュカテイキョウジュジョキョウジュ		阿部  忠
木田哲量
高野真希子
加藤清志
澤野利章

		37		2		reserved-38341x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ガラス製耐圧可視型セルを用いた２成分多相系沸点測定装置の開発		Design of an Apparatus for Bubble Point Pressure of　Multi-Phase Binary Systems Using A Pressure Resistance Glass Cell		応用分子化学科
応用分子化学科 オオ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		辻  智也
日秋俊彦

		37		2		reserved-38341x1F		論文 ロンブン		厚膜技術を用いた煙センサの試作		A New Smoke Sensor Using Thick Film Technology		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキキ		教授
教授
教授 キョウジュキョウジュキ		阿部　治
兼房慎二
新田正義

		37		2		reserved-38341x1F		研究ノート ケンキュウ		ニューハイブリッド振動法による構造物の空力振動シミュレーションに関する研究		Study on Simulation for Aerodynamic Vibration of Structures by means of New Hybrid Vibration Technique		建築工学科 ケ		助教授 ジョキョウジュ		神田  亮

		37		2		reserved-38341x1F		資料 シリョウ		光沢を有する曲面物体の反射特性の推定について		The Estimation of Reflectance Characteristics of Glossy Curved Object		電気電子工学科
電気電子工学科 デデ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		池本直隆　 
 磯村　稔

		37		1		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		静荷重・走行荷重を受けるCFS補強RCはりの補強効果および力学性状に関する研究		Mechanical Properties and Reinforcement Effect of RC Beam with CFS under Static and Running Loads		土木工学科
土木工学科
土木工学科
生産工学部
総合科学研究所 ドドドセイサンコウガクブソウゴウカガクケンキュウトコロ		助教授
教授
助教授
研究員（土木工学科）
教授 ジョキョウジュジョキョウジュケンキュウインドボクコウガッカキョウジュ		阿部  忠
木田哲量
澤野利章
水口和彦
加藤清志

		37		1		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		下水道施設におけるコンクリート腐食測定方法に関する実験的検討		Experimental Study on Corroded Layer on Concrete Surface at the Sewerage Facilities
-Based on Newly Measurement Methodology-		土木工学科
土木工学科
電気電子工学科
教養・基礎科学系 ドドデキ		助手
教授
教授
非常勤講師 ジョシュキョウジュキョウジュヒジョウキンコウシ		保坂成司
大木宜章
磯村  稔
関根  宏

		37		1		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		再生骨材コンクリートを用いた梁部材の付着特性に及ぼす側面被り厚さの影響		The Influence of Thickness of Side Cover Concrete on Bond Characteristics of Beams with Recycled Aggregate Concrete		建築工学科
建築工学科 ケケ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		師橋憲貴
櫻田智之

		37		1		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		キャピラリーガスクロマトグラフィー固定相としてのカリックス［4］アレーンポリシロキサンの合成とその評価		Preparation and evaluation of calix[4]arene-polysiloxane to be used as a stationary phase for capillary gas chromatography		応用分子化学科
東京化成工業株式会社
応用分子化学科 オトウキョウカセイコウギョウカブシキガイシャオ		助教授
―
助教授 ジョキョウジュジョキョウジュ		佐々木保之
岡崎隼子
清水正一

		37		1		reserved-38158x1F		リポート		北欧における循環型社会に関する調査		Survey of Circulative Societies in the North Europe		管理工学科 カ		教授 キョウジュ		伊藤邦夫

		36		2		reserved-37975x1F		論文		スポーツ照明において生じる影の定量評価に関する基礎的検討		Fundamental examination of quantitative evaluation of shadow under sports lighting		電気電子工学科
栗原工業株式会社
電気電子工学科 デクリハラコウギョウカブシキガイシャデ		助手
―
教授 ジョシュキョウジュ		内田  暁
髙橋賢一郎
大谷義彦

		36		2		reserved-37975x1F		論文		沿岸集落における空間構成の入れ子構造に関する研究
－集落の空間的特性と個体間の「距離感覚」の関係性－		A Study Regarding the “Ireko” Structure of Spatial Composition in Coastal Villages 
-The Relationship between Spatial Characteristics and “Distance Sense” among Individuals of the Villages-		建築工学専攻
建築工学科 ケンチクコウガクセンコウケ		博士後期課程1年
教授 カテイキョウジュ		山本健司
宮崎隆昌

		36		1		reserved-37792x1F		論文		人間・自動車・環境系における精神負担評価モデルの構築に関する研究		Study on Construction of Evaluation model for the Mental Work Load in the human-vehicle-environment system		機械工学科
機械工学科 キキ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		栗谷川幸代
景山一郎

		36		1		reserved-37792x1F		論文		メカニカルグラインディング法と放電プラズマ焼結法による工業用純アルミニウムの特性		Properties of pure Al produced by mechanical grinding and spark plasma sintering process		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キキキ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		久保田正広
金子純一
菅又   信

		36		1		reserved-37792x1F		論文		同種および異種アルミニウム合金摩擦肉盛材の諸性質		Some Characteristics of the Friction Surfaced Deposit using Combined Similar and Dissimilar Aluminum Alloys		機械工学科
機械工学科
機械工学科
昭和電工株式会社 キキキショウワデンコウカブシキガイシャ		教授
教授
教授
― キョウジュキョウジュキョウジュ		時末   光
加藤数良
朝比奈敏勝
崎浜秀和

		36		1		reserved-37792x1F		論文		電解処理汚泥を用いた臭気除去時における吸着現象の解明		A Clarification of the Phenomenon of Adsorption during the Odor Reduction Using Electrolytically Treated Sludge		土木工学専攻

土木工学科
教養・基礎科学系
川商ジェコス株式会社 ドボクコウガクセンコウドキカワショウカブシキガイシャ		博士後期課程3年
（現　土木工学科研究員）
教授
助教授
開発研究員 カテイキョウジュジョキョウジュカイハツケンキュウイン		高橋岩仁

大木宜章
関根   宏
大松沢季宏

		36		1		reserved-37792x1F		論文		コンクリートの実用せん断強度の定式化とRCはりのせん断圧
縮破壊強度算定への適用性		Formulation ｏｆ Ｐｒａｃｔｉｃａｌ Shear Strength of Concrete and its Applicability to Shear-Compression Failure Type RC Beams		土木工学専攻
土木工学科
総合科学研究所
土木工学科
浅野工学専門学校建築工学科 ドボクコウガクセンコウドソウゴウカガクケンキュウジョドアサノコウガクアツムモンガッコウケンチクコウガッカ		博士後期課程1年
教授
教授
助教授
教授 ハクシコウキカテイネンキョウジュキョウジュジョキョウジュキョウジュ		高野真希子
木田哲量
加藤清志
阿部   忠
加藤直樹

		36		1		reserved-37792x1F		論文		ケイ皮酸誘導体の固相光化学反応に関する置換基効果		Substituent Effect of Solid-State Photochemistry of Cinnamic Acid Derivatives		応用分子化学科
ユーサンガスケット株式会社
工業化学専攻 オカブシキガイシャコウギョウカガクセンコウ		教授
元副手
博士後期課程2年 キョウジュモトフクシュハクシコウキカテイネン		杉山邦夫
高柳　 宙
野口絵里子
 スギヤマクニオタカヤナギチュウノグチエリコ

		36		1		reserved-37792x1F		研究ノート ケンキュウ		定在波音場中の高気圧グロー放電　　 サダザイハオトバチュウコウキアツホウデン		High-pressure Glow Discharge in Standing Wave Field		電気電子工学科
電気電子工学科
千葉工業大学大学院工学研究科
電気電子工学専攻 デデチバコウギョウダイガクダイガクインコウガクケンキュウカデンキデンシコウガクセンコウ		専任講師
専任講師
博士後期課程？年
 ハクシコウキカテイネン		中根偕夫
宮島   毅
寺西研二

 ナカネカイオットミヤジマタケシテラニシケンジ

		36		1		reserved-37792x1F		研究ノート ケンキュウ		水晶発振器への音の影響　　 スイショウハッシンキオトエイキョウ		Effect of Sound wave on a Crystal Oscillator		電気電子工学科
電気電子工学科
千葉工業大学大学院工学研究科
電気電子工学専攻
 デデチバコウギョウダイガクダイガクインコウガクケンキュウカデンキデンシコウガクセンコウ		専任講師
専任講師
博士後期課程？年
 ハクシコウキカテイネン		中根偕夫
宮島   毅
寺西研二
 ナカネカイオットミヤジマタケシテラニシケンジ

		35		2		reserved-37610x1F		論文 ロンブン		静荷重および移動荷重を受ける有効高が低いRCはりの終局曲げ耐力		Flexural Load-Carrying Capacity of RC Beams with Low Effective Depth under Static Load and Movable Load		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドドドド		助教授
教授
助教授
研究所教授 ジョキョウジュキョウジュジョキョウジュケンキュウジョキョウジュ		阿部  忠
木田哲量
澤野利章
加藤清志

		35		2		reserved-37610x1F		研究ノート ケンキュウ		痴呆性高齢者グループホームの立地環境及び住空間構成に関する研究
（千葉県内のグループホームにおけるケーススタディ）　　		Study on Siting Conditions and Residential Space Configuration for Group Homes for the Elderly People with Dementia
(Case Study on the Group Home in Chiba Prefecture)		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケケケンチクコウガクセンコウ		副手
教授
博士前期課程2年 フクシュキョウジュハクシゼンキカテイネン		染谷佐登子
川岸梅和
半沢英里子

		35		1		reserved-37427x1F		論文 ロンブン		メッシュデータによる東京湾臨海部・土地利用クラスターの特性と変遷に関する研究 トウキョウワンリンカイブトチリヨウトクセイヘンセンカンケンキュウ		A Study on Characteristics and Changes of the Land Use Clusters in Tokyo Bay Coastal Zone		建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻
（現　株式会社環境形成研究所） ケコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウゲンカブシキガイシャケンキュウジョ		教授
博士前期課程1年
博士後期課程3年
 キョウジュハクシゼンキカテイネンカテイ		宮崎隆昌
横堀純子
中澤公伯

 ミヤザキヨコボリジュンコナカザワコウハク

		35		1		reserved-37427x1F		研究ノート ケンキュウ		グロー放電の特性に及ぼす強力音波の影響　 キョウリョクハ		Influence of High-intensity Sound on Glow Discharge		電気電子工学科
電気電子工学科
電気電子工学科 デンキデデンシコウガッカデデンシコウガッカ		専任講師
専任講師
専任講師 センニンコウシセンニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫
宮島  毅
大塚哲郎
 ナカネカイオットミヤジマタケシオオツカ

		35		1		reserved-37427x1F		資料 シリョウ		サーモグラフィー法の観測時における外的ノイズの熱画像への影響について　　		Influence of External Noise on Thermal Image During Observation by Thermography Method		土木工学科
土木工学専攻
中央工学校土木測量部土木建設科 ドコウガッカドコウガクセンコウチュウオウコウガッコウドボクソクリョウブドボクケンセツカ		教授
博士前期課程1年
専任講師 キョウジュカテイセンニンコウシ		柳内睦人
三星智典
金光寿一

		34		2		reserved-37245x1F		論文 ロンブン		走行振動試験装置の性能検証に関わるRCはりの走行実験研究 ソウコウシンドウシケンソウチセイノウケンショウカカソウコウジッケンケンキュウ		Experimental Research of  RC Beam's Mechanical Characteristic Under the Running Loads in Order to Inspect the Performances of the Running Vibration-Load Test Unit		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
苫小牧高等専門学校環境都市工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカコウガクセンコウトマコマイコウトウセンモンガッコウカンキョウトシコウガッカ		助教授
教授
助教授
博士後期課程3年
助手 ジョキョウジュキョウジュジョキョウジュハクシコウキカテイネンジョシュ		阿部  忠
木田哲量
澤野利章
水口和彦
近藤　祟
 アベチュウキタテツリョウサワノトシアキミナクチカズヒココンドウタタ

		34		2		reserved-37245x1F		論文 ロンブン		圧縮載荷によるコンクリートの実用せん断強度決定法に関する研究 アッシュクミツルニジツヨウダンキョウドケッテイホウカンケンキュウ		Practical Determination Method for Shear Strength of Concrete by Virtue Compression Loading		土木工学専攻
土木工学科
土木工学科
土木工学科
浅野工学専門学校建築工学科 ドコウガクセンコウドコウガッカドコウガッカドコウガッカアサノコウガクセンモンガッコウケンチクコウガッカ		博士前期課程？年
教授
助教授
教授
教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		高野真希子
木田哲量
阿部  忠
加藤清志
加藤直樹
 タカノマキコキタテツリョウアベチュウカトウキヨシカトウナオキ

		34		2		reserved-37245x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ハイブリット振動法を用いた超高層建物の風荷重による弾塑性挙動に関する研究 シンドウホウモチチョウコウソウタテモノカゼカジュウタマソセイキョドウカンケンキュウ		Study of Elasto-Plastic Behavior of Tall Buildings under Wind Loading by means of Hybrid Vibration Technique		建築工学科
大林組技術研究所
大林組設計本部
建築工学科 ケコウガッカオオバヤシグミギジュツケンキュウジョオオバヤシグミセッケイホンブケコウガッカ		助教授
流体研究室室長
主任
教授 ジョキョウジュリュウタイケンキュウシツシツチョウシュニンキョウジュ		神田  亮
川口彰久
小泉達也
丸田榮藏
 カンダリョウカワグチアキヒサコイズミタツヤ

		34		2		reserved-37245x1F		研究ノート ケンキュウ		音場中での電気放電の様子
－各種ガス質での場合－　　 オトバチュウデンキホウデンヨウスカクシュシツバアイ		Behavior of Electrical Discharge at Sound Wave Field
－Case of Changing Medium to Several Gases－		電気電子工学科
電気電子工学科 デンキデンキ		専任講師
専任講師 センニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫
宮島  毅
 ナカネカイオットミヤジマタケシ

		34		2		reserved-37245x1F		研究ノート ケンキュウ		マイクロ波・ミリ波ネットワークアナライザを用いた砂中金属物体の位置計測および金属溝の検出に関する基礎検討　　		A Basic Study on Determination Metal Target Location in Sands and Detection of Metal Cracks Using Microwave･Millimeter-wave Network Analyzer		電気電子工学科 デンキデンシコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		論文 ロンブン		AZ91Dマグネシウム合金ダイカスト薄板の穴あけ被削性 ゴウキンウスイタアナヒケズセイ		Drilling Machinability of Thin Plate AZ91D Magnesium Alloy Die Castings		機械工学科
機械工学科
機械工学科
管理工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカカコウガッカ		教授
教授
助教授
助教授 キョウジュキョウジュジョキョウジュジョキョウジュ		時末  光
加藤数良
朝比奈敏勝
塗谷紘宣
 トキスエヒカリカトウカズヨシアサヒナヌリヤコウヨロシ

		34		1		reserved-37062x1F		論文 ロンブン		レーザ誘起蛍光法による不均一混合気場の濃度分布計測		The Concentration Distribution Measurement of Inhomogeneous Mixture Fields using Laser-Induced  Fluorescence Method		機械工学専攻
(現　株式会社寺岡精工)
機械工学科
機械工学科 キコウガクセンコウゲンカブシキガイシャテラオカセイコウキコウガッカキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		小林直樹

野村浩司
氏家康成
 コバヤシナオキノムラコウジウジイエヤスナリ

		34		1		reserved-37062x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		音の粒子速度と放電の広がりの関係についての研究　 オトリュウシソクドホウデンヒロカンケイケンキュウ		Study on Relationship between Particle Velocity of Sound and Spread Width of Electric Discharge		電気工学科
電気工学科
（現　電気電子工学科） デコウガッカデコウガッカ		専任講師
非常勤講師
（元　専任講師） センニンコウシヒジョウキンコウシモトセンニンコウシ		中根偕夫
坂本　滋

 ナカネサカモトシゲル

		34		1		reserved-37062x1F		研究ノート ケンキュウ		タスク・アンビエント照明における影の中の照度変化に関する研究
－狭角型配光を有するアンビエント光源の検討－　　 ショウメイカゲナカショウドヘンカカンケンキュウキョウカクガタクバヒカリユウコウゲンケントウ		Study on Variations of Illuminance within Shadow under Task Ambient Lighting
－Considering Ambient Light with Luminous Intensity Distribution of Narrow Angle Type－		電気工学科
電気工学科
（現　電気電子工学科） デコウガッカデコウガッカ		助手
教授
 ジョシュキョウジュ		内田  暁
大谷義彦

 ウチダアカツキオオタニヨシヒコ

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		カルマンフィルタによる波形予測
－株価予測の試み－　　 ハケイヨソクカブカヨソクココロ		Estimation for Signal Waveforms using Kalman Filter
－A Research of the Stock Prices Prediction－		電気工学科 デコウガッカ		非常勤講師
（元　教授） ヒジョウキンコウシモトキョウジュ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		高周波信号ベクトルに対して複素共役なベクトルを発生する電子回路の検討　　 コウシュウハシンゴウタイフクソキョウヤクハッセイデンシカイロケントウ		A Study on Electronic Circuits generating Complex Conjugate Vector of High Frequency Signal Vector		電気工学科 デコウガッカ		非常勤講師
（元　教授） モトキョウジュ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		公民館50年史年表
－公民館設置開始より国庫補助終焉までの50年にみる建築計画史的研究－　　 コウミンカンネンシネンピョウコウミンカンセッチカイシコッコホジョシュウエンネンケンチクケイカクシテキケンキュウ		A Chronological Table of 50 Year's History about KOHMINKAN		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカケコウガッカ		教授
助教授
助手 キョウジュジョキョウジュジョシュ		浅野平八
藤谷陽悦
広田直行
 アサノヘイハチフジタニヨウエツヒロタナオユキ

		33		2		reserved-36880x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		温度変化に応答するスマート複合材料の開発と蓄えられたエネルギーの評価 オンドヘンカオウトウフクゴウザイリョウカイハツタクワヒョウカ		Development of Smart Composites Responding to Temperature Changes and Evaluation of their Stored Energy		機械工学科
機械工学専攻
工業技術院物質工学研究所 キコウガッカキコウガクセンコウコウギョウギジュツインブッシツコウガクケンキュウジョ		教授

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ キョウジュ		邉  吾一
池谷啓夫
吉田　均
 ホトリゴイチイケタニヒロオヨシダタモツ

		33		2		reserved-36880x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金の同種材および異種材を組合せた摩擦圧接継手の諸特性 ゴウキンドウシュザイイシュザイクアマサツアッセツツギテショトクセイ		Some Characteristics of Friction Welded both Similar and Dissimilar Aluminum Alloy Joints		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		加藤数良
時末  光
 カトウトキスエヒカリ

		33		2		reserved-36880x1F		論文 ロンブン		鋼材で補強したコンクリート柱の力学特性 コウザイホキョウハシラリキガクトクセイ		Mechanical Characteristics of Concrete Column Reinforced by the Steel Plate		土木工学専攻
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガクセンコウドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		博士後期課程2年
教授
専任講師
専任講師 ハクシコウキカテイネンキョウジュセンニンコウシセンニンコウシ		水口和彦
木田哲量
澤野利章
阿部  忠
 ミナクチカズヒコキダサワノアベ

		33		2		reserved-36880x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		非対称ポテンシャル下におけるバウンスの数値的計算法 ヒタイショウシタスウチテキケイサンホウ		Numerical Computation of Bounce under Asymmetrical Potential		教養・基礎科学系 キョウヨウ		助手 ジョシュ		中村卓史
 ナカムラ

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		定在波音場中でのイオン風の観測
－シュリーレン法による可視化－　　 テイザイハオトバチュウカゼカンソクホウカシカ		Observation of Ionic Wind in Standing Sound Wave Field by Schlieren Method		電気工学科
電気工学科
（現　千葉工業大学大学院
　工学研究科電気工学専攻） デコウガッカデコウガッカゲンチバコウギョウダイガクダイガクインインコウガクケンキュウカデンキコウガクセンコウ		専任講師
研究生

 センニンコウシ		中根偕夫
寺西研二

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		定在波音場中の凝集粉体の帯電の様子　　 テイザイハオトバチュウギョウシュウコナタイタイデンヨウス		Observation of Electrification of Cohered Particles in Standing Wave Field		電気工学科
電気工学科
（現　千葉工業大学大学院
　工学研究科電気工学専攻） デコウガッカデコウガッカゲンチバコウギョウダイガクダイガクインインコウガクケンキュウカデンキコウガクセンコウ		専任講師
研究生

 センニンコウシ		中根偕夫
寺西研二
　

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		酵素反応を利用したキトサンからの耐水性接着剤の開発 コウソハンノウリヨウタイスイセイセッチャクザイカイハツ		Development of Water-resistant Adhesives form Chitosan Using the Enzymatic Reaction		工業化学科
メリーランド大
メリーランド大 コウギョウカガクカダイ		助教授
研究員
教授 ジョキョウジュケンキュウインキョウジュ		山田和典
陳　天虹 
Gregory F.Payne
 ヤマダ

		33		1		reserved-36697x1F		論文 ロンブン		沿海集落の空間特性に関する研究
（千葉県房総半島の漁村集落の実例） エンカイシュウオチクウカントクセイカンケンキュウチバケンボウソウハントウギョソンシュウラクジツレイ		The Organization of Spaces in the Coastal Villages
（In Case of Villages the Coastal Zone in Boso Peninsula, Chiba）		建築工学専攻
（現　加藤隆久都市建築事務所）
建築工学科 コウガクセンコウゲンケンチクコウガッカ		博士前期課程？年

教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュ		峰村　亮

宮崎隆昌    
 ミヤザキリュウショウ

		33		1		reserved-36697x1F		論文 ロンブン		自己組織を組み込んだ現代経営 ジコソシキクコゲンダイケイエイ		Today's Management Brainding with Self-Organization		元管理工学科 モトカンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋
 ノモトチアキ

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		実在建築物の水平動と上下動の地震時性状に関する研究 ジツザイケンチクブツスイヘイドウジョウゲドウジシンジセイジョウカンケンキュウ		Study on the Seismic Characteristics of Horizontal and Vertical Components in the Strong Earthquake Motions of Actual Buildings		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		ミリ波を用いた凸凹のある物体の周波数領域および時間領域における画像化 ハモチデコボコブッタイシュウハスウリョウイキジカンリョウイキガゾウカ		Imaging of Rough Surface Using Millimeter Wave in Frequency and Time Domains		生産工学研究所
電気工学科 セイサンコウガクケンデンキコウガッカ		助手
非常勤講師 ジョシュヒジョウキンコウシ		今　　斎
渡邊宅治
 コンサイ

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		複雑性，システム方法論および診断的介入 フクザツセイホウホウロンシンダンテキカイニュウ		Complexity，Systems Methodology and Diagnostic Interventions		管理工学科 カンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋
 ノモトチアキ

		32		2		reserved-36514x1F		研究ノート ケンキュウ		施設オープン化の必要性と研究意義について　　 シセツカヒツヨウセイケンキュウイギ		The Need and the Research Meaning of “the Opening”		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		広田直行
 ヒロタナオユキ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		Ａｒ＋Ｎ2プラズマ中で成膜されたスーパーセンダスト（Ｉ）系薄膜の軟磁気特性に及ぼす結晶微細化効果 ナカセイマクケイハクマクナンジキトクセイオヨケッショウビサイカコウカ		Effect of Micro-crystallization on Soft Magnetic Properties in Super Sendust (I) Thin Films Prepared in Ar+N2 Plasma		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデコウガッカ		博士前期課程2年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		近藤　剛
新妻清純
移川欣男
 コンドウツヨシシンツマセイジュンウツシカワキンオトコ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		窒素プラズマ照射法による鉄箔の磁気特性ならびに結晶構造におよぼす基板冷却効果 チッソテシャホウテツキンパクジキトクセイケッショウコウゾウキバンハンレイキャクコウカ		Effect of Substrate Cooling on Magnetic Properties and Crystal Structure of Iron Nitride Foils Prepared by Nitrogen Plasma Irradiation Method		電気工学専攻
電気工学科
筑波大学物理工学系
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカツクバダイガクブツリコウガクケイデンキコウガッカ		博士前期課程2年
専任講師
助教授
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシジョキョウジュキョウジュ		長山勝志
新妻清純
喜多英治
移川欣男
 ナガヤマカツシシンツマセイジュンキタエイオサウツシカワキンオトコ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		トラス構造の応力解析に関する研究
（一般逆行列の応用） コウゾウオウリョクカイセキカンケンキュウイッパンギャクギョウレツオウヨウ		A Study on the Stress Analysis of Truss Structures
（Application of Generalized Inverse Matrix)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		花井重孝
川島　晃
 ハナイシゲタカカワシマアキラ

		32		1		reserved-36331x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		数量化法による全国学生意識調査の分析 スウリョウカホウゼンコクガクセイイシキチョウサブンセキ		An Analysis of Student Opinions by Survey using Quantification Method		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		大澤慶吉

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		変位拘束をうける半無限帯状弾性体の応力分布の数値計算法について ヘンイコウソクハンムゲンオビジョウダンセイタイオウリョクブンプスウチケイサンホウ		On the Numerical Method Estimating the Stress Distribution of a Semi-infinite Strip with Displacement Constraints		教養・基礎科学系 キョウヨウ		専任講師 センニンコウシ		渡里　望
 ワタサトノゾ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		「組織」の基本的ならびに再理解のために
－“複雑性”と“関係性”の視点から－ ソシキキホンテキサイリカイフクザツセイカンケイセイシテン		For Basic Understanding and Reunderstanding ｢Organizations｣
－From the Viewpoint of “Complexity” and “Relationship”		管理工学科 カンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋
 ノモトチアキ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		森林土壌の保水能評価に対する衛星データの利用 シンリンドジョウホミズノウヒョウカタイエイセイリヨウ		Utilization of Satellite Data to Evaluation of Water Retentivity in forestry		土木工学科
土木工学科
国立木更津工業高等専門学校
環境都市工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカコクリツキサラズコウギョウダカトウアツムモンガッコウカンキョウトシコウガッカ		助教授
専任講師
助教授
 ジョキョウジュセンニンコウシジョキョウジュ		星野佳久
工藤勝輝
大木正喜

 ホシノヨシヒサクドウカツテルオオキマサキ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		動揺抑制型ポンツーンの波浪応答特性について ドウヨウヨクセイカタハロウオウトウトクセイ		Characteristics of Wave Response of a Pontoon Type Floating Structure with Flat Plate		土木工学専攻
土木工学専攻
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガクセンコウドボクコウガクセンコウドボクコウガッカドボクコウガッカ		博士前期課程2年
博士前期課程1年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		武村　武
鈴木理仁
落合　実
遠藤茂勝
 タケムラタケシスズキリジンオチアイミノルエンドウシゲルカツ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		待機交替処理システムのペトリネットモデルと挙動解析 タイキコウタイショリキョドウカイセキ		Petri Net Model and Behavior Analysis of a Standby Alternative Processing System		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		亀井光雄
 カメイミツオ

		31		1		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		RFスパッタ法によるFe-N薄膜の作製ならびに飽和磁化に及ぼす電力バイアス効果 ホウハクマクサクセイホウワジカオヨデンリョクコウカ		Power-Bias Effect on Preparation and Saturation Magnetization of Iron Nitride Thin Films by RF Sputtering Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		博士前期課程？年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		鵜飼克弘
新妻清純
移川欣男
 ウカイカツヒロシンツマキヨスミジュンウツカワキンヨシオ

		31		1		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		TMRシステムの不変集合によるシステム構造解析と信頼性グラフの作成 フヘンシュウゴウコウゾウカイセキシンライセイサクセイ		Analysis of The Structure of Systems and Making Reliability Graphs by Invariant of TMR System		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		亀井光雄
 カメイミツオ

		30		2		reserved-35784x1F		論文 ロンブン		デュアルモードトラックの運動特性解析 ウンドウトクセイカイセキ		A Simulation Study on Performance of Lateral Guidance System for Dual Mode Truck		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		綱島  均
坂井卓爾
 ツナシマキンサカイタクジ

		30		2		reserved-35784x1F		論文 ロンブン		習志野市におけるゾーニングマップの作成法試案に関する研究
－常時微動の高密度観測による場合－ ナラシノシサクセイホウシアンカンケンキュウジョウジビドウコウミツドカンソクバアイ		Study on the Practical Methods of Zoning Map in Narashino City
－Case of the Dense Observational Methods of the Microtremors－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		山邊克好
寺坂康成
 テラサカヤスナリ

		30		1		reserved-35601x1F		論文 ロンブン		二次元走査の合成開口処理によるコンクリート材の三次元表示 ニジゲンソウサゴウセイカイコウショリザイサンジゲンヒョウジ		Three dimensional display of Ultrasonic image of a Concrete by using 2-dimensional scanning method of Synthetic aperture		電気工学科 デンキコウガッカ		助手 ジョシュ		今　　斎
 コンサイ

		29		2		reserved-35419x1F		論文 ロンブン		PTVによる構造物近傍の波動流計測に関する研究 コウゾウブツキンボウハドウリュウケイソクカンケンキュウ		Study on Measurement of Wave-Induced Current Near Breakwater by use of P.T.V System		土木工学科
土木工学専攻
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウドボクコウガッカ		専任講師
博士前期課程2年
教授 センニンコウシハクシゼンキカテイネンキョウジュ		落合　実
飯田康弘
遠藤茂勝
 オチアイミノルイイダヤスヒロエンドウシゲカツ

		29		2		reserved-35419x1F		研究ノート ケンキュウ		阪神大震災における避難所調査
-神戸市地域福祉センターを中心として-　　　　　　　　　　　　 ハンシンダイシンサイヒナンジョチョウサコウベシチイキフクシチュウシン		A Research of Refuges in Hanshin Earthquake Disaster
－In TIIKIFUKUSI-CENTER in Kobe City－		建築工学科
建築工学専攻
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカ		教授
博士前期課程2年
助手 キョウジュハクシゼンキカテイネンジョシュ		浅野平八
光野秀治
広田直行
 アサノヘイハチヒカルノシュウジヒロタナオユキ

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		水平板による浮体の動揺制御に関する研究 スイヘイバンフタイドウヨウセイギョカンケンキュウ		Dynamic Motion Control by Horizontal Flat Plates Attached to a Pontoon		土木工学科
土木工学専攻
（現　建設省関東地方建設局）
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウゲンケンセツショウカントウチホウケンセツキョクドボクコウガッカ		専任講師


教授 センニンコウシキョウジュ		落合　実
黒沼尚史

遠藤茂勝
 オチアイミノルクロヌマナオシエンドウシゲカツ

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金基複合材料摩擦圧接継手の諸性質 ゴウキンキフクゴウザイリョウマサツアツセツケイテショセイシツ		Some Characteristics of Friction Welded Joints of Aluminum Alloy Matrix Composites		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		コンクリートブロック塀の振動性状に関する研究 ヘイシンドウセイジョウカンケンキュウ		Study on the Vibration Characteristics of Actual Concrete Block Walls		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		路線式地域地区指定の効果に関する調査・分析
－東京都杉並区を例として－ ロセンシキチイキチクシテイコウカカンチョウサブンセキトウキョウトスギナミクレイ		A Study on the Effect of the Strip Zoning System
－The Case in Suginami Ward，Tokyo－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		廣田篤彦
坪井善道
 ヒロタアツヒコツボイヨミチ

		29		1		reserved-35236x1F		資料 シリョウ		１９９５年兵庫県南部地震の被害調査
－建築物の破損状況と地振動の方向性との関係について－ ネンヒョウゴケンナンブジシンヒガイチョウサケンチクブツハソンジョウキョウジシンドウホウコウセイカンケイ		Damage Investigation of the Hyogoken-Nanbu Earthquake of 1995
－Relation between the Direction of Earthquake Motions and the Damaged Condition of Buildings－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		山邊克好
川島　晃
 カワシマアキラ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		Schwarz-Christoffel変換の数値計算法 ヘンカンスウチケイサンホウ		Method of Numerical Calculation for Schwarz-Christoffel Transforms		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		助手
専任講師
非常勤講師 ジョシュセンニンコウシコウシ		秋葉正一
澤野利章
能町純雄
 アキバショウイチサワノリアキノウマチジュンオス

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		商店街のイメージ分析に関する研究 ショウテンガイブンセキカンケンキュウ		A Study on Analysis for Image of Shopping District		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		宮田智之
和田一郎
 ミヤタトモユキワダイチロウ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		大都市沿海域における臨海地区の再生と更新に関する研究 ダイトシエンカイイキリンカイチクサイセイコウシンカンケンキュウ		A Basic study on the Renewal in the coastal Zone in Metropolis		建築工学科
建築工学専攻
（現　佐田建設株式会社） ケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウゲンサダケンセツカブシキガイシャ		助教授
博士前期課程？年
 ジョキョウジュハクシゼンキカテイネン		宮崎隆昌
本木基美

 ミヤザキタカマサモトキキミ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		寒冷地における地域集会施設の施設内オープンスペース
－地域施設のオープン化手法に関する基礎的研究－ カンレイチチイキシュウカイシセツシセツナイチイキシセツカシュホウカンキソテキケンキュウ		The Openspace inside The Assembly Facilities in The Cold Temperature Area
－A Study on Open Method for Regional Facilities－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		副手 フクシュ		広田直行

 ヒロタナオユキ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		鉛-，亜鉛-フタロシアニンを用いたガスセンサ ナマリアエンモチ		Gas Sensors Using Lead-，Zinc-Phthalocyanines		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キョウヨウキョウヨウ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
 カフサシンジニニッタマサヨシ

		28		2		reserved-35053x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量，　Ⅲ　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields，Ⅲ		教養・基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆
 フクダタカシ

		28		2		reserved-35053x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		“虚二次体の岩澤λ-不変量”の訂正　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウテイセイ		Corrigendum for “Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields”		教養・基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆
 フクダタカシ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		C元素を含有するFe-Si-Al-Nｉ薄膜の磁性に及ぼす熱処理の影響 ゲンソガンユウハクマクジセイオヨネツショリエイキョウ		Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Fe-Si-Al-Ni Thin Films Containing Carbon		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		小湊真一
新妻清純
移川欣男
 コミナトシンイチニイヅマウツシカワキンオトコ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電による窒化鉄薄膜の表面分析 ホウデンチッソカテツハクマクヒョウメンブンセキ		Surface Analysis of Fe-N Thin Films Prepared by the Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		森田敬司
新妻清純
移川欣男
 モリタケイツカサシンツマウツシカワキンオトコ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		直立透過型防波堤の水理特性に関する研究
－堤体前面水位と透過特性について－ チョクリツトウカカタボウハテイスイリトクセイカンケンキュウテイタイゼンメンスイイトウカトクセイ		Experimental Study of the Hydraulic Characteristics Vertical-Type Permeable Breakwater
－With special regard to water surface elevation and permeable characteristics－		土木工学科
土木工学専攻
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウドコウガッカ		専任講師
博士前期課程？年
教授 センニンコウシハクシゼンキカテイネンキョウジュ		落合　実
仙波俊郎
遠藤茂勝
 オチアイミノルセンバトシオロウエンドウシゲカツ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		公共図書館ネットワーク形成の構成要素分析
－地域施設のネットワーク化に関する基礎的研究－ コウキョウトショカンケイシキセイコウセイヨウソブンセキチイキシセツカカンキソテキケンキュウ		Analysis of Network Constitution on the Public Library System
(A Study of the Networking of Lifelong Institution on the Regional Areas)		西日本工業大学建築学科
建築工学科
建築工学科 ニシニホンコウギョウオオガクケンチクガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		井原　徹
浅野平八
若木　滋
 イハラトオルアサノヘイハチワカギシゲル

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		マグネシウム合金鋳物MC２の旋削被削性に及ぼす切削条件および工具形状の影響 ゴウキンキンイモノセンサクヒサクセイオヨキサクジョウケンコウグケイジョウエイキョウ		Effects of Cutting Conditions and Tool Geometry on the Turning Machinability of Magnesium Alloy Castings MC2		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		パワーアシストシステムのインピーダンス制御に関する研究 セイギョカンケンキュウ		Basic Study on Impedance Control of Power Assist System		機械工学科
TDK株式会社
機械工学科
通産省工業技術院機械技術研究所ロボット工学部自律制御課 キカイコウガッカカブシキガイシャキカイコウガッカツウサンショウコウギョウギジュツインキカイギジュツケンキュウジョコウガクブジリツセイギョカ		専任講師
―
助教授
―
 センニンコウシジョキョウジュ		竹島正博
小林一行
大内増矩
橋野　賢

 タケシママサヒロコバヤシイッコウオオウチゾウノリハシノケン

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		空気巻き込み現象に及ぼす模型縮尺と水槽幅の影響 クウキマキコゲンショウオヨモケイシュクシャクスイソウハバエイキョウ		Effect of Model Scale and Water Tank Width on Air‐Entrainment at Free‐Surface of a Water Flow		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		落合　実
遠藤茂勝
 オチアイミノルエンドウシゲカ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		フライアッシュの置換えがコンクリートの毛管浸透性に及ぼす影響 オキカモウカンシントウセイオヨエイキョウ		Influence of Fly Ash Replacement on Capillary Permeability of Concrete		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		伊藤義也
越川茂雄
 イトウヨシヤコシカワシゲオ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		大スパン立体骨組の相対変位に基づく有限変位解析に関する研究
（その１．適合条件の精密化） ダイリッタイホネグソウタイヘンイモトユウゲンヘンイカイセキカンケンキュウテキゴウジョウケンセイミツカ		A Study on the Finite Deformation Analysis based on Relative Displacement of Long Space Structure
(Part 1．A Compatibility Condition with Large Deflection)		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		専任講師
教授
 センニンコウシキョウジュ		川島　晃
向後豊次
泰　　諭
 カワシマアキラコウゴトヨジタイユ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		第一種住居専用地域内における路線式用途指定の効果に関する調査・分析，その２
～容積率の充足度について～ ダイイチシュジュウキョセンヨウチイキナイロセンシキヨウトシテイコウカカンチョウサブンセキヨウセキリツジュウソクド		An Analysis of the Effect of Strip Zoning Applied in Category I Exclusive Residntial District Area
－On a degree of fulfilment about an floor area ratio－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		　

廣田篤彦

 ヒロタアツヒコ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		SSMにおけるリアリティ認識 ニンシキ		Epistemology in SSM		管理工学科 カンリコウガッカ		教授 キョウジュ		野本千秋
 ノモトチアキ

		27		2		reserved-34688x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量，Ⅱ　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields，Ⅱ		教養・基礎科学系 キョウヨウキソカガクケイ		講師 コウシ		福田　隆
 フクダタカシ

		27		2		reserved-34688x1F		資料 シリョウ		カルマンフィルタによる準正弦波形及びランダム波形の予測 ジュンセイゲンハカタチオヨハケイヨソク		Estimation of Quasi-Sinusoidal or Random Waveform Using Kalman Filter		電気工学科
電気工学科
（現　日本無線株式会社勤務）　　　　　　　　 デンキコウガッカデンキコウガッカゲンニホンムセンカブシキガイシャキンム		教授
学部？生
 キョウジュガクブショウ		渡邊宅治
黒崎芳春

 クロサキヨシハル

		27		2		reserved-34688x1F		資料 シリョウ		フィラデルフィアの都市再開発・修復に関する報告（その１） トシカイハツシュウフクカンホウコク		Report on the Urban Redevelopment and Restoration of Philadelphia （Part 1)		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		川岸梅和
 カワギシウメカズ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		リモートフィールド渦流試験における端末効果の検討 ウズリュウシケンタンマツコウカケントウ		Investigation of End Effect in Remote‐Field Eddy Current Testing		電気工学部
電気工学専攻
電気工学部 デンキコウデンキコウガクセンコウデンキコウガクブ		助手
博士後期課程1年
教授 ジョシュハクシコウキカテイネンキョウジュ		小山　潔
藤井　徹
星川　洋
 コヤマキヨシフジイトオルホシカワヨウ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		Heプラズマ中で作製したカーボンクラスターの磁性 ナカサクセイジセイ		Magnetic Properties of Carbon Cluster Prepared in He Plasma		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿久津伸
新妻清純
移川欣男
 アクツシンシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系積層膜の構造と磁性に及ぼす熱処理効果 ケイセキソウマクコウゾウジセイオヨネツショリコウカ		Effect of Heat Treatment on the Structure and Magnetic Properties of  “Super Sendust” Multilayer Thin Films		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		光村秀弘
新妻清純
移川欣男
 ヒカリムラヒデヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電により処理した窒化鉄箔の磁気特性と結晶構造 ホウデンショリチッソカテツキンパクジキトクセイケッショウコウゾウ		Magnetic Property and Crystal Structure of Iron Nitride Foils Treated by the Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		下捨石宏
新妻清純
移川欣男    
 シタスイシヒロシシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		神経感覚的作業における熟練と心身反応に関する研究 シンケイカンカクテキサギョウジュクレンシンシンハンノウカンケンキュウ		A Study on the Relationships between Skill and Psycho‐Physiological Response of Workers who are engaged in Skill‐Need Work		管理工学専攻
管理工学科 カンリコウガクセンコウカンリコウガッカ		博士後期課程？年
教授 ハクシコウキカテイネンキョウジュ		朴　根相
大久保堯夫
 ボクネソウオオクボタカオット

		27		1		reserved-34505x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ‐invariants of Imaginary Quadratic Fields		教養･基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆
 フクダタカシ

		27		1		reserved-34505x1F		資料 シリョウ		ヘンテナの利得帯域幅積　　 リトクタイイキハバセキ		Gain-Bandwidth Product of HENTENNA		電気工学科
電気工学科
（現　日本無線株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガッカゲンニホンムセンカブシキガイシャキンム		教授
学部？生
 キョウジュガクブセイ		渡邊宅治
唐沢和茂

 カラサワカズシゲ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		カーボニル鉄粉を添加した純鉄粉の薄肉円筒成形 テツコナテンカジュンテツコナハクニクエントウセイケイ		Compaction of Thin Thickness Cylinder from Pure Iron Powder added Carbonyl Iron Powder		機械工学専攻
機械工学科
機械工学科
東京大学生産技術研究所　　　　　　 キカイコウガクセンコウキカイコウガッカキカイコウガッカトウキョウダイガクセイサンギジュツケンキュウジョ		助教授
助教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュ		宮本英治
高橋清造
浅川廣一
中川威雄
 ミヤモトエイジタカハシセイゾウアサカワヒロイチナカガワイゲンオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		商店街のイメージ分析に関する研究 ショウテンガイブンセキカンケンキュウ		A Study on Analysis for Image of Shopping District		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		太径鉄筋D32を用いた重ね継手の付着割裂強度に及ぼす横補強筋および中子筋の効果 タケイテッキンモチカサツテフチャクワリレツキョウドオヨヨコホキョウキンナカコキンコウカ		Ｅffect of Transverse Reinforcement and Inner Supplementary Ties on Bond Splitting Strength of Lap Splices with Large-diameter Bars D32		建築工学科
建築工学科
安藤建設技術研究所
安藤建設技術研究所 ケンチクコウガッカケコウガッカアンドウケンセツギジュツケンキュウジョケンセツギジュツケンキュウジョ		助教授
助手
―
― ジョキョウジュジョシュ		櫻田智之
師橋憲貴
西原　寛
近藤修一
 サクラダシハシケンタカニシハラカンコンドウシュウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		粉体塗装法の試験法とその標準化
－前処理の効果と，その要因分析への実験計画法の応用－ コナタイヌソウホウシケンホウヒョウジュンカマエショリコウカヨウインブンセキジッケンケイカクホウオウヨウ		Studies on Standardization of Testing Method for Powder Coating  Process
－Effect of Pretreatment and the Factorial Analysis by Using “Design of Experiments”-		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		　

峯　恭一

 ミネキョウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		ペトリネットモデルの可到達グラフの作成手順とパーソナルコンピュータによる処理 カトウタツサクセイテジュンショリ		The Procedure of Making of Reachability Graph for Petri Nets Model and its Processing by Personel Computer		数理工学科 スウリコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		菅澤喜男
 スガサワヨシオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		生産システムを例としたペトリネットモデルの不変集合から見た構造特性とその解釈 セイサンレイフヘンシュウゴウミコウゾウトクセイカイシャク		Structural Character and its Interpretation on an Example of Production System from View-Point of Invariants of Petri  Net Model		数理工学専攻
数理工学科 スウリコウガクセンコウスコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		勝間田仁
菅澤喜男
 カツマタジンスガサワヨシオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		ＣＲ-39のプレソーキング効果と加水分解生成物 コウカカスイブンカイセイセイブツ		Effects of Pre-Soaking on CR‐39 Plastic and its Hydrolysis Products		一般教育
一般教育
工業化学専攻
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクコウギョウカガクセンコウイッパンキョウイク		助手
助教授

教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		安藤正信
関根　宏
服部岳男
小倉紘一
 アンドウマサノブセキネヒロシハットリタケオオグラコウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		水溶液中におけるアルキル鎖近傍の溶液構造 スイヨウエキナカクサリチカボウヨウエキコウゾウ		Structure of Solution in the Vicinity of Alkyl Chain Parts of Organic Solutes in Aqueous Solutions		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
専任講師
教授 ジョシュセンニンコウシキョウジュ		三木久美子
山川一三男
中島豊比古
 ミキクミコヤマカワイチサンオナカジマトヨヒコヒフル

		26		2		reserved-34323x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		穏和な反応条件下での可溶性金属フタロシアニンの直接合成
：銅フタロシアニンとｔｅｒｔ-プチルリチウムの反応 　 オンワハンノウジョウケンシタカヨウセイキンゾクチョクセツゴウセイドウハンノウ		Direct Synthesis of Soluble Metal Phthalocyanine under Mild Conditions
：Reaction of Copper Phthalocyanine with Tert‐butyllithium		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカ		専任講師
 センニンコウシ		坂本恵一
芝宮福松
 サカモトケイイチシバミヤフクマツ

		26		2		reserved-34323x1F		研究ノート ケンキュウ		リアライザビリティー概念を使った乱流モデルの風洞乱流への適用　 ガイネンツカランリュウカゼドウランリュウテキヨウ		Application of a Turbulence Model Using Realizability Concept to Wind Tunnel Turbulence		一般教育 イッパンキョウイク				山田信夫
 ヤマダノブオ

		26		2		reserved-34323x1F		資料 シリョウ		２段リッジ同軸-導波管変換器の検討　　 ダンオナジクドウナミカンヘンカンキキケントウ		A Study of Coaxial line‐to‐Waveguide Transition Using a Two‐Stepped Ridge		電気工学専攻
（現　株式会社クボタ勤務）
電気工学科 デンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンムデンキコウガッカ		博士課程前期？年

教授 ハクシカテイゼンキネンキョウジュ		溝口高宏

渡邊宅治
 ミゾグチタカヒロヒロ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系薄膜の磁気特性におよぼす基板の影響 ケイハクマクジキトクセイキバンエイキョウ		Effects of Substrates on Magnetic Properties of “Super Sendust” Thin Films		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		池松聡亮
新妻清純
移川欣男
 イケマツサトシリョウシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電による窒化鉄薄膜の作製 ホウデンチッソカテツハクマクサクセイ		Preparation of Iron Nitride Thin Films by Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		社藤康弘
新妻清純
移川欣男
 シャフジヤスヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系薄膜の磁性に及ぼす積層効果 ケイハクマクジキトクセイオヨセキソウコウカ		Effect of Multilayer Structure on Magnetic Properties of “Super Sendust” System Thin Film		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		光村秀弘
新妻清純
移川欣男
 ヒカリムラヒデヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		オフィス業務ビルの居住化に伴う商業施設への影響に関する研究 ギョウムキョジュウカトモショウギョウシセツエイキョウカンケンキュウ		The Study of the Effect to Commerce Institutions by Utilizing the Part of the Office Building as Dwellings		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
副手 キョウジュフクシュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		鉄筋コンクリートはり重ね継手の付着割裂強度に及ぼす横補強筋の効果 テッキンカサケイテフチャクワリレツキョウドオヨヨコホキョウキンコウカ		Effect of Transverse Reinforcement on Bond Splitting Strength of Lap Splices of Reinforced Concrete Beams		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
助手 ジョキョウジュジョシュ		櫻田智之
師橋憲貴
 シハシケンタカ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		第一種住居専用地域内における路線式用途指定の効果に関する調査・分析
－経年変化；指定用途の変遷について－　　　　 ダイイチシュジュウキョセンヨウチイキナイロセンシキヨウトシテイコウカカンチョウサブンセキケイネンヘンカシテイヨウトヘンカンセン		An Analysis of ｔｈｅ Effect of Strip Zoning Applied in Category I Exclusive Residntial District Area
-A study concerning diversity of designated use-		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		副手
助教授 フクシュジョキョウジュ		廣田篤彦
坪井善道
 ヒロタアツヒコツボイゼンミチ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		非母国語による会話了解度にかかわる視覚情報の寄与に関する基礎的研究 ヒボコクゴカイワリョウカイドシカクジョウホウキヨカンキソテキケンキュウ		Contribution of Image to Speech Intelligibility by Non-Mother Tongue		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		助教授
教授 キョウジュ		堀江良典
大久保堯夫
 ホリエリョウテンオオクボタカオット

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		竜巻状渦の通過時に角柱に作用する非定常空気力 タツマキジョウウズツウカジカクチュウサヨウヒテイジョウクウキリョク		Unsteady Wind Forces Acting on a Rectangular Model Structure Caused by a Tornado-like Vortex Translation		一般教育
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科 イッパンキョウイクケンチクコウガッカケンチクコウガクカコウガッカケコウガッカ		教授
教授
助手
学部？生
学部？生 キョウジュキョウジュジョシュガクブショウガクブセイ		岩谷祥美
丸田榮藏
神田　亮
森本　淳
山下　優
 イワタニショウミカンタリョウモリモトジュンヤマシタユウ

		26		1		reserved-34140x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		50GHz帯散乱波からの物標位置検出に対するフラクタルブラウン関数の適用 タイチランハモノヒョウイチケンシュツタイカンスウテキヨウ		Target Detection from a 50GHz-Band Back-Scattered Wave by the Fractal Brownian Function		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				渡邊宅治
山田博章
 ヤマダヒロアキショウ

		26		1		reserved-34140x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		半波長ダイポールアンテナ装荷による電波吸収体反射損の広帯域改善 ハンハチョウソウニデンパキュウシュウタイハンシャソンヒロタイイキカイゼン		Wide Band Improvement in Return Loss of Microwave Absorbers  by Loading Half-Wave Dipole Antennas		電気工学科
電気工学専攻
(現　長野朝日放送株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンナガノアサヒホウソウカブシキガイシャキンム				渡邊宅治
佐藤　敬
　　
　　 サトウケイ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		鋼構造物の防錆における信頼性と経済性評価 コウコウゾウブツボウサイサビシンライセイケイザイセイヒョウカ		An Evaluation of Reliability and Cost Saving for Corrosion Protection of Steel Constructions		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ				大野  茂
北條英光
 オオノシゲルホクジョウジョウヒデヒカル

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		粒子の運動
－V形分級機－ リュウシウンドウケイブンキュウキ		Particle Motion
－V Type Inertial Classifier－		機械工学科 キカイコウガッカ		教授 キョウジュ		上野博之
 ウエノヒロユキ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		パルスTIG溶接によったAZ31マグネシウム合金のビード形状 ヨウセツゴウキンケイジョウ		Bead Appearance of AZ31 Magnesium Alloy with Pulsed TIG Welding		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		朝比奈敏勝
時末　光
 アサヒナトシカツトキスエヒカリ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		高Ｔｃ酸化物超伝導体を装荷した導波管の高周波特性 コウサンカブツチョウデンドウタイソウニドウハカンコウシュウハトクセイ		High Frequency Characteristics of Waveguide Loading High-Tc Oxide Superconductor		電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		博士前期課程？年
教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュ		中村武史
渡邊宅治
 ナカムラタケシシ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		均質大地における棒状電極の並列接地効果 キンシツダイチボウジョウデンキョクヘイレツセッチコウカ		Parallel Grounding Effects on Rod Electrode in Homogeneous Soil		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		専任講師
 センニンコウシ		蒔田鐵夫
渡部　明
 マキタテツオットワタベアキラ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		室内の作業面照度分布に及ぼす什器の影響について シツナイサギョウメンショウドブンプオヨジュウキエイキョウ		The Effect of Fixtures on the Illuminance Distribution ｏn Working Plane in a Room		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				磯村　稔
池本直隆
山内基海
 イソムラミノルイケモトナオタカヤマウチキウミ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		位相共役波のパターン計測への応用 イソウキョウヤクハケイソクオウヨウ		Application ｏｆ Pattern Recognition ｂｙ Optical Phase-Conjugate Wavefront		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
 キョウジュ		松原三人
山田博章
 マツバラサンニンヤマダヒロシショウ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		イオン窒化法による窒化鉄薄膜の磁気特性 チッソカホウチッソカテツハクマクジキトクセイ		Magnetic Property of Iron Nitride Thin Films Prepared by Ｉｏｎ Nitriding Method		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		助手

教授 ジョシュキョウジュ		新妻清純
社藤康弘
移川欣男
 ニイヅマセイジュンシャトウヤスヒロウツシカワキンオトコ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		画像処理装置による照明評価の一方法について ガゾウショリソウチショウメイヒョウカイチホウホウ		An Evaluation Method for Illumination by Using the Digital Image Processing System		電気工学科
ｴｸｾﾚﾝﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガッカ		教授
―
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		大谷義彦
周　慶福
山家哲雄
 オオタニヨシヒコシュウケイフクヤマイエテツオ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		弾塑性・大たわみ撓角法（Ⅱ）型による鋼構造山形ラーメンの分岐解析 ダンセイオオカクホウガタコウコウゾウヤマガタブンギカイセキ		Bifurcation Analysis of Gable Typed Steel Frame by the Elasto-Plastic Slope Deflection Method (Ⅱ) with Large Deflection		建築工学科
建築工学科
山辺構造設計事務所 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカヤマベコウゾウセッケイジムショ		専任講師
教授
― センニンコウシキョウジュ		川島　晃
向後豊次
高田真清
 カワシマアキラコウゴトヨジタカダシンセイ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		情報技術の不連続と分散協調環境への移行 ジョウホウギジュツフレンゾクブンサンキョウチョウカンキョウイコウ		Discontinuity on Information Technology and Shifting for Open Systems Environment		管理工学科 カンリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		田村喜望
 タムラヨロコノゾ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		2次元非定常流れのコンピュータアニメーション ジゲンヒテイジョウナガ		Computer Animation for 2-Dimensionnal Unsteady Flows		数理工学専攻
数理工学科
数理工学科 スウリコウガクセンコウスコウガッカスコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		佐藤　尋
角田和彦
登坂宣好
 サトウジンツノタカズヒコトサカセンゲンス

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		縮合多環多核芳香族（COPNA）樹脂と活性炭との重合物の磁性に及ぼす熱処理温度の影響 シュクゴウタカンタカクホウコウゾクジュシカッセイタンジュウゴウブツジセイオヨネツショリオンドエイキョウ		Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Poｌymer Consisted of Condensed Polynuclear Aromatic (COPNA) Resin and Active Carbon		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		今　　斎
移川欣男
 コンサイウツシカワキンオトコ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		ミリ波電波を用いた金属物体形状計測の基礎検討 ハデンパモチキンゾクブッタイケイジョウケイソクキソケントウ		A Basic Study on Measurement of Metal-Object Shape Using Milimeter Wave		電気工学科
電気工学専攻
（現　プラス株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンム		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
天沼英雄

 アマヌマヒデオ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		CaO-Fe（NO３）３-H2O系における反応生成物の合成とその組成決定 ケイハンノウセイセイブツゴウセイソセイケッテイ		Synthesis of Reaction Products in CaO-Fe(NO3)3-H2O System and Determination of their Compositions		工業化学科
工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ		副手
助手

非常勤講師 フクシュジョシュヒジョウキンコウシ		田中　智
町長　治
青山芳夫
笠井順一
 タナカトモチョウチョウオサムアオヤマヨシオカサイジュンイチ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		塩基性塩化硫酸銅（Connllite）の熱分解 エンキセイエンカリュウサンドウネツブンカイ		Pyrolysis of Copper Chloride Sulfate Hydroxide Hydrate (Connellite)		工業化学専攻
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクセンコウコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		助手
 ジョシュ		岩坪喜雄
町長　治
青山芳夫
 イワツボヨシオオチョウチョウオサムアオヤマヨシオ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		台湾への進出企業における生産管理の諸問題について タイワンシンシュツキギョウセイサンカンリショモンダイ		Some Problems on Production Management of Japanese Extended Companies to TAIWAN		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		荒井慎一
 アライシンイチ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		竜巻状の渦の中の角柱に作用する風圧に関する実験的研究 タツマキジョウウズナカカクチュウサヨウフウアツカンジッケンテキケンキュウ		An experimental investigation of wind pressures on square pillars in tornado-like vortices		一般教育
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科 イッパンキョウイクケンチクコウガッカケンチクコウガッカコウガッカケコウガッカケコウガッカ		教授

助手
学部？生
学部？生
学部？生 キョウジュジョシュガクブショウガクブセイガクブセイ		岩谷祥美
丸田榮藏
神田　亮
服部洋介
浜野直樹
松浦　武
 イワタニショウミカンタリョウハットリヨウスケハマノナオキマツウラタケシ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		1050アルミニウム合金の摩擦圧接 ゴウキンマサツアツセツ		Friction Welding of 1050 Aluminum Alloy		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		イオンビーム方式による「スーパーセンダスト」系薄膜の磁気特性に及ぼす磁場中冷却処理効果 ホウシキケイハクマクジキトクセイオヨジバナカレイキャクショリコウカ		Effect of Magnetic Field Annealing on Magnetic Properties of “Super Sendust” Thin Films by Ion-Beam Sputtering Method		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		移川欣男
小暮宏之
 ウツカワキンオトココグレヒロユキ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		カルマンフィルタを用いた流れ文字画像処理 モチナガモジガゾウショリ		Image Processing for Blurred Characters Using Kalman Filter		電気工学科
電気工学専攻
（現　株式会社ＩＮＡＸ勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンム		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
榊原信和

 サカキバラノブカズ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		フライアッシュを混和材として用いた，ソイルセメントモルタルの圧縮強度および密度に関する実験研究 コンワザイモチアッシュクキョウドミツドカンジッケンケンキュウ		An Experimental Study on Compressive Strength and Bulk Density of Fly-Ash Substituted Soil Cement Mortars		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		川村政史
笠井芳夫
 カワムラセイシカサイヨシオット

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		交通システムと業種構成に関する研究
－駅前近隣商店街の業種構成の分布－ コウツウギョウシュコウセイカンケンキュウエキマエキンリンショウテンガイギョウシュコウセイブンプ		Study on Transportation System and Type of Businesses
－Analysis of type of Businesses Shopping District Around the Station－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
 キョウジュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		無定形および結晶性ポリスチレン，ポリメタクリル酸メチル表面への水蒸気吸着等温線 ムテイケイケッショウセイサンヒョウメンスイジョウキキュウチャクトウオンセン		Adsorption Isotherms of Water Vapor on Atactic and Isotactic Polystyrene and Polymethylmethacrylate Surfaces		一般教育
工業化学科
工業化学科 イッパンキョウイクコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		専任講師
助手
 センニンコウシジョシュ		松田清美
山田和典
平田光男
 マツダキヨミヤマダカズノリヒラタミツオ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		プラグの運動 ウンドウ		The Motion of the Plugs		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		上野博之
 ウエノヒロユキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		CR-39プラスチック検出器中の粒子飛跡の3次元画像解析　 ケンシュツキナカリュウシヒセキジゲンガゾウカイセキ		Three Dimensional Picture Analysis of Particle Tracks in CR-39 Plastic Detector		電気工学専攻
一般教育
電気工学科 デンキコウガクセンコウイッパンキョウイクデンキコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		畠山由紀子
小倉紘一
山田博章
 ハタケヤマユキコオグラコウイチヤマダヒロアキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		強力定在音場中の放電現象の観測 キョウリョクテイザイオトバナカホウデンゲンショウカンソク		Observation of Electric Discharge Phenomena in High-ｉntensity Standing Sound Waves Field		電気工学専攻
電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		平田尚史
鍵和田浩
中根偕夫
瀨谷浩一郎
 ヒラタナオシカギワダヒロシナカネトモオット

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		自由水面における空気の巻き込みに関する実験的研究 ジユウスイメンクウキマコカンジッケンテキケンキュウ		Experimental Study on Air-Entrainment at Free-Surface of a Water Flow		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
教授
 センニンコウシキョウジュ		落合　実
遠藤茂勝
三浦　晃
 オチアイミノルエンドウシゲルカツミウラアキラ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		FEMとFDMに応用できる格子生成の自動化と画像処理 オウヨウコウシセイセイジドウカガゾウショリ		Automatic Grid Generation and Image Processing for FEM and FDM		数理工学科 スウリコウガッカ				大島淳一
 オオシマジュンイチ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		Au添加RuO2抵抗体の電気的特性 テンカテイコウタイデンキテキトクセイ		Electrical Properties of Au-doped Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性の変化 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイヘンカ		Effects of Refiring on the Electrical Properties of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		高速用ベーン形回転真空ポンプの内部漏洩特性 コウソクヨウケイカイテンシンクウナイブモエイトクセイ		Characteristics of Internal Leakage in High Speed Rotary-Vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		氏家康成
西野　宏
 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		タイムドメイン法を用いた電波吸収体反射特性の測定 ホウモチデンパキュウシュウタイハンシャトクセイソクテイ		Measurement of Microwave Absorber Reflection Using Time Domain Technique		電気工学科
電気工学専攻
（三洋電機株式会社） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウサンヨウデンキカブシキガイシャ		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
森　孝幸

 モリタカユキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		什器を有する室内の作業面全照度に関する近似計算法について－その1－ ジュウキユウシツナイサギョウメンゼンショウドカンキンジケイサンホウ		An Approximate Calculation of Total Illuminance on a Working Plane in a Room Containing Fixtures -Part 1-		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				磯村　稔
宮川宗郎
山内基海
 イソムラミノルミヤガワソウロウヤマウチモトイウミ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		模型室を用いた影の特性実験 モケイシツモチカゲトクセイジッケン		Some Experiments of the Shadow Characteristics Using a Model Room		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		大谷義彦
田久保章夫
 オオタニヨシヒコタクボアキオ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		簡易電波暗室を用いたアンテナ放射特性の測定 カンイデンパアンシツモチホウシャトクセイソクテイ		Measurements of Antenna Radiation Pattern in a Compact Anechoic Chamber		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科　　　　 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				坂口浩一
安富雄一
瀨谷浩一郎
 サカグチコウイチヤストミユウイチ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		地震動最大加速度の距離減衰に関する研究（第3報） ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウダイサンホウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions (Part 3)		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		生鮮食料品部門のアイテムとスペースに関する研究 セイセンショクリョウヒンブモンカンケンキュウ		Study on Item and Space by Perishables Sections		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		和田一郎
宮田智之
 ワダイチロウミヤタトモユキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		ポリ（2‐ジエチルアミノエチルメタクリレート）とオレンジⅠ又はオレンジⅡとの相互作用 マタソウゴサヨウ		Interactions of Poly(2-Diethylaminoethyl Methacrylate) with Orange Ⅰ or Orange Ⅱ		工業化学科 コウギョウカガクカ		専任講師 センニンコウシ		和泉　剛
 イズミゴウ

		23		2		reserved-33227x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		乱流の三次モーメント・モデル方程式とその接地境界層への適用 ランリュウサンジホウテイシキセッチキョウカイソウテキヨウ		Triple Moment Model of Turbulence and its Application to the Atmospheric Surface Layer		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		山田信夫
 ヤマダノブオ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性と基板の熱膨張係数 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイキバンネツボウチョウケイスウ		Relations Between the Electrical Properties of Thick Film Resistors and the Thermal Expansion Coefficient of the Substrates		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		抵抗体膜の熱膨張が厚膜抵抗体の特性に及ぼす効果 テイコウタイマクネツボウチョウアツマクテイコウタイトクセイオヨコウカ		Effects of Thermal Expansion of Resistor Film on the Properties of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		強力定在波音場内の高気圧グロー放電の観測 キョウリョクテイザイハオトジョウナイコウキアツホウデンカンソク		Observation of High‐pressure Glow Discherge in High‐intensity Standing Sound Waves Field		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科　　　　 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		博士後期課程1年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		平田尚史
中根偕夫
瀨谷浩一郎
 ヒラタナオシナカネトモオット

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		均一化レーザーによるアモルファス磁性膜へのホログラム記録・再生特性 キンイツカジセイマクキロクサイセイトクセイ		Thermomagnetic Writing and Reconstruction Characteristics of Holograms on Amorphous Magnetic Films by using Uniform Laser Beams		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		松原三人

 マツバラサンニン

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		BZ-5～BZ－8（英国球帯法分類）の配光を持つ平紐状光源による直射照度の図式計算 エイコクキュウタイホウブンルイハイコウモヘイチュウジョウコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Ribbon‐Shaped Light Sources with Luminous Intensity Distribution Curves from BZ‐5 to BZ‐8 (British Zonal Method Classification)		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		非常勤講師
教授
専任講師
助手 ヒキョウジュセンニンコウシジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコマキタヤマイエテツオ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		電源同期形サイクロコンバータの入出力波形解析 デンゲンドウキケイニュウシュツリョクハケイカイセキ		Analysis of the Output Voltage，Output Current and Input Current of Synchronizing Cycloconverters		電気工学科 デンキコウガッカ		助手 ジョシュ		今　　斎
 コンヒトシ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		常時微動観測による地盤振動特性に関する研究
－千葉県習志野市の場合－ ジョウジビドウカンソクジバンシンドウトクセイカンケンキュウチバケンナラシノシバアイ		Study on the Vibrational Characteristics of Ground by the Microtemors Observations
－Case of Narashino City，Chiba Prefecture－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		大都市臨海工業地帯の活性化に関する研究 ダイトシリンカイコウギョウチタイカッセイカカンケンキュウ		A Fundamental Study on the Restructering of Coastal Industrial Districts in Big Cities		管理工学科 カンリコウガッカ		教授 キョウジュ		笹生　仁
 ササイジン

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		衝突事故後の列車速度算定法と事例 ショウトツジコゴレッシャソクドサンテイホウジレイ		Method and Case-Study of Calculation of the Train Speed After a Collision Accident		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		松井　哲
西澤一友
 マツイテツニシザワイチトモ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数に影響を及ぼす因子 アツマクテイコウタイテイコウチテイコウオンドケイスウエイキョウオヨインシ		Effect of Factors on the Resistance and its Temperature Coefficient of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数の関係 アツマクテイコウタイテイコウチテイコウオンドケイスウカンケイ		Relation Between Resistance and its Temperature Coefficient of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部  治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ベーン形回転ポンプのベーン配置に関する考察 カタカイテンハイチカンコウサツ		Study on the Vane Arrangement in Rotary Vane Pumps		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		氏家康成
西野　宏
 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		人間・二輪車系の運動特性と各種制御入力について ニンゲンニリンシャケイウンドウトクセイカクシュセイギョニュウリョク		On the Controlled Inputs for the Handling of Man‐Two Wheeled Vehicle System		機械工学科
国際ファジィ工学研究所第一研究室
オレゴン州立大学大学院 キカイコウガッカコクサイコウガクケンキュウジョダイ１ケンキュウシツシュウリツダイガクダイガクイン		助教授
―
― ジョキョウジュ		景山一郎
桜井健典
寺嶋宏太郎
 カゲヤマイチロウサクライケンテンテラシマコウタロウ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＮＣプログラムのパーソナルコンピュータによる検証 ケンショウ		Verification of NC Program by Personal Computer		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		竹島正博
大内増矩
 タケシママサヒロオオウチマノリ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		熱線画像修復処理の一方法 ネッセンガゾウシュウフクショリイチホウホウ		A Restoration Method for Thermal Video Pictures		電気工学専攻
（日本ＤＥＣ株式会社）
電気工学科 デンキコウガクセンコウニホンカブシキガイシャデンキコウガッカ		教授 キョウジュ		小林秀光

渡邊宅治
 コバヤシヒデミツ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		空中超音波音場の映像化による音場評価 クウチュウチョウオンパオトバエイゾウカオトバヒョウカ		Evaluation of Aerial Ultrasound Field by Using Visualization Technique		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデコウガッカ		専任講師
教授 キョウジュ		塩出高史
大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 シオデタカシオオツカテツロウ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		鉄筋コンクリート平板の剛飛来物衝突による弾塑性応答 テッキンヒライタゴウヒライブツショウトツダンソセイオウトウ		On Elaso-plastic Response of Reinforced Concrete Plate under Collision Impulse with Hard Projectile		土木工学科
土木工学科
（財団法人）電力中央 研究所
（財団法人）電力中央 研究所 ドボクコウガッカドボクコウガッカザイダンホウジンデンリョクチュウオウケンキュウジョザイダンホウジン		教授
助教授
―
― キョウジュジョキョウジュ		能町純雄
木田哲量
大沼博志
伊藤千浩
 ノウマチジュンオスキダテツリョウオオヌマヒロシイトウセンヒロシ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		木造家屋の振動性状に関する研究 モクゾウカオクシンドウセイジョウカンケンキュウ		Study on the Vibrational Characteristics of Wooden Houses		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		コンクリートブロック塀の実態調査研究 ヘイジッタイチョウサケンキュウ		Research on the Actual Conditions of Concrete Block Walls		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		改良型ワイブル分布による島嶼における風力発電の可能性 カイリョウガタブンプシマシマフウリョクハツデンカノウセイ		Potentiality of Wind Powered Electric Supply System on Isolated Islands in Japan using the Modified Weibull Distribution		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		長井　浩
篠田仁吉
 ナガイヒロシシノダジンキチ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2厚膜抵抗体の微細構造 アツマクテイコウタイビサイコウゾウ		Microstructure of RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2厚膜抵抗体の伝導機構 アツマクテイコウタイデンドウキコウ		Conduction Mechanism in RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性とガラスの粘性 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイネバセイ		Relations Between Electrical Properties of Thick Film Resistors and Glass Viscosity		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		引張応力下におけるＳ48Ｃ鋼中実棒の塑性ねじり インハオウリョクカコウナカジツボウソセイ		Plastic Torsion of S48C Steel Solid Bar with Combined Tensile Stress		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		浅川功一
高橋清造
 アサカワコウイチタカハシセイゾウ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		2素子光高温計の研究 ソシコウコウオンケイケンキュウ		Study on the Optical Pyrometer Equipped with Two Filaments		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクカデンキコウガッカデコウガッカ		教授
教授
専任講師
助手 キョウジュキョウジュセンニンコウシジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄
 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコマキタテツオットヤマイエテツオ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		1987年千葉県東方沖地震の家屋被害について
－市原市における屋根瓦の被害と地盤性状との関係－ ネンチバケントウホウオキジシンカオクヒガイイチハラシヤネガワラヒガイジバンセイジョウカンケイ		On the Damage to Wooden Houses by the East off Chiba Prefecture Earthquake of 1987
－Relation between the Damage of Roofing‐tiles and the Characteristics of Ground in Ichihara Citｙ－		建築工学科
建築工学専攻 ケコウガッカケコウガクセンコウ		助教授
 ジョキョウジュ		山邊克好
藤田朝浩

 フジタアサヒロ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究（第2報） ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウダイホウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions (Part 2)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地盤内での地震波の増幅度に関する研究 ジバンナイジシンハゾウフクドカンケンキュウ		Study on the Amplification Facter of Seismic‐waves in the Ground		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地域集会施設に関する研究
－施設名称が示す機能の表現－ チイキシュウカイシセツカンケンキュウシセツメイショウシメキノウヒョウゲン		A Study of Community Assembly Facilities
－The Functional Designation in Facility Names－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		浅野平八
 アサノヘイハチ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その5）
－房総半島における圏域の構成に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイボウソウハントウケンイキコウセイカンジッショウテキケンキュウ		Identification of the Actual Existing Area in Coastal Fishing Villages （Ｐａｒｔ 5）
－An Empirical Study on the Actual Existing Area in The Bohsoh Peninsula－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		副手
助教授
教授
 フクシュジョキョウジュキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシムラシマソウノ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウジングに関する研究 カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing  (Part 4)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤヒロオサカワギシウメワ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		高濃度ガラスで遮蔽された物体の検出実験 コウノウドシャブッタイケンシュツジッケン		Some Experiments for Detection of the Objects covered wiｔh darkly-colored Glass		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		渡邊宅治
小林秀光
 コバヤシヒデミツ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		音響管内を伝搬する音の時間応答解析 オンキョウカンナイデンパンオトジカンオウトウカイセキ		On the Time Response Analysis of a Sound Field in a Tube		電気工学科
ＮＴＴ株式会社
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		専任講師
―

教授 センニンコウシキョウジュ		山崎　憲
小川信也
浅井三平
瀨谷浩一郎
 ヤマサキアキラオガワシンヤアサイサンペイ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について（第2報） リッタイカクトウシャリツイチソクテイホウダイホウ		On a Measurement Method of Configuration Factors by the Instantaneous Camera（Part 2）		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		山家哲雄
大谷義彦
藤原義輝
 ヤマイエテツオオオタニヨシヒコフジワラヨシテル

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究 ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions		建築工学科
元建築工学科 ケンチクコウガッカモトケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		地盤・建築物系の波動問題に関する研究 ジバンケンチクブツケイハドウモンダイカンケンキュウ		Study on the Soil-Building Interaction Problem regarding Wave Motion		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		五重塔の耐震性に関する研究 ゴジュウノトウタイシンセイカンケンキュウ		Study on the Aseismic Properties of the Gozyunotos（Pagodas）		建築工学科
元建築工学科 ケンチクコウガッカモトケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清
 カネイキヨシ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		住区系地区計画の手法に関する研究
－既成市街地空間の景観的考察－
（東京区部の第一種住居専用地域を例として） ジュウクケイチクケイカクシュホウカンケンキュウキセイシガイチクウカンケイカンテキコウサツトウキョウクブダイイッシュジュウキョセンヨウチイキレイ		A Study on Technical Method of Residential District Planning
－A Landscape Analysis of Existing Residential Area in Case of the Category I Exclusive Residential District in Tokyo Wards Area－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		坪井善道

 ツボイゼンミチ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅲ）
－伊勢湾内湾漁業地区の地区特性と整備課題－ ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウイセワンナイワンギョギョウチクチクトクセイセイビカダイ		A Study on Adjustment of the Coast Area in Metropolis （Ⅲ）
－Regional Property and Object for Prepare of FISHERMAN’s Area in inner harber－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガクカケンチクコウガクセンコウ		助教授
教授
 ジョキョウジュキョウジュ		菅　雅幸
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃
 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシムラシマソウノ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		目標設定，意思決定およびコントロールにおけるコンティンゼンシー・アプローチ モクヒョウセッテイイシケッテイ		A Contingency Approach in Goal-Setting， Decision-Making and Controlling		管理工学科
管理工学科 カンリコウガクカカンリコウガクカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		野本千秋
清水　曻
 ノモトチアキシミズ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		2，4，6-トリ-2-ピリジル-1，3，5-トリアジンを用いる微量コバルトの溶媒抽出/原子吸光分析 モチビリョウヨウバイチュウシュツゲンシキュウヒカリブンセキ		Determination of Trace Amounts of Cobalt by Atomic Absorption Spectrophotometry after Solvent Extraction with 2，4，6-Tri-2-Pyridyl-1，3，5-Triazine		一般教育
一般教育
理工学部工業化学科 イッパンキョウイクイッパンキョウイクリコウガクブコウギョウカガクカ		専任講師
副手
教授 センニンコウシフクシュキョウジュ		新井信正
南澤宏明
奥谷忠雄
 アライノブセイミナミサワヒロアキオクタニタダオ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		海洋上における大気乱流構造の観測 カイヨウジョウダイキランリュウコウゾウカンソク		Measurements of Structure of Marine Surface Layer Turbulence		一般教育
岡山大学教養部
岡山大学教養部
京都大学防災研究所 イッパンキョウイクオカヤマオオガクキョウヨウブオカヤマオオガクキョウヨウブキョウトダイガクボウサイケンキュウジョ		助教授
助教授
教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		岩谷祥美
塚本  修
大滝英治
光田　寧
 イワタニショウミツカモトオサムオオタキエイジコウダヤスシ

		21		2		reserved-32497x1F		資料 シリョウ		漁業集落環境整備計画に関する研究
－漁業集落環境整備事業の実施状況及び整備方針について－
 ギョギョウシュウラクカンキョウセイビケイカクカンケンキュウギョギョウシュウラクカンキョウセイビジギョウジッシジョウキョウオヨセイビホウシン		A Study on Environmental Development Planning of Fishing Villages
－Actual Example and Developing Principle of Environmental Adjustment Works－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
水産庁漁港部
水産庁漁港部 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカスイサンチョウギョコウブスイサンチョウギョコウブ		副手
助教授
教授
―
― フクシュジョキョウジュキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
福屋正嗣
坂井　淳
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシフクヤマサツグサカイジュン

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		オーステナイト系ステンレス鋼管の摩擦圧接 ケイコウクダマサツアツセツ		Friction Ｗｅｌｄｉｎｇ ｏｆ Ａｕｓｔｅｎｉｔｉｃ Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ Ｓｔｅｅｌ Ｐｉｐｅ		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		時末　光
加藤数良
 トキスエヒカカトウカズリョウ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について リッタイカクトウシャリツイチソクテイホウ		On a Measurement Method of Configuration Factors by the Instantaneous Camera		電気工学科
電気工学科 デンキコウガクカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		山家哲雄
藤原義輝
 ヤマイエテツオフジワラギテル

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的諸特性の組成依存性 ナンシツジセイザイリョウケイゴウキンジキテキショトクセイソセイイゾンセイ		Dependence of Composition on the Magnetic Properties of Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		移川欣男
 ウツカワキンオトコ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的特性に及ぼす磁界中処理効果 ナンシツジセイザイリョウケイゴウキンジキテキトクセイオヨジカイナカショリコウカ		Effects of Magnetic Field Cooling on the Magnetic Properties of Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		移川欣男
 ウツカワキンオトコ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		粒状体構造物の非線形せん断振動応答 リュウジョウタイコウゾウブツヒセンケイダンシンドウオウトウ		Non‐Linear Shear Response of Grained Material Structure		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
東邦産業株式会社 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガクカトウホウサンギョウカブシキガイシャ		教授
助教授
専任講師
副手
― キョウジュジョキョウジュセンニンコウシフクシュ		能町純雄
木田哲量
阿部　忠
澤野利章
小口秀次
 ノウマチジュンオスキダテツリョウアベタダシサワノトシアキコグチシュウツギ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その4）
－圏域の広域タイプとその漁港内施設の整備水準に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイケンイキコウイキギョコウナイシセツセイビスイジュンカンジッショウテキケンキュウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages （Part 4）
－An Emprical Study on Wide area and it’s Developing Level of Institutions in Fishing Ports－		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程3年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		ＦＡが労働および労務管理へ及ぼす影響について ロウドウロウムカンリオヨエイキョウ		The Effects of Factory Automation on Work and Personnel Management		管理工学科 カンリコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		小田部明
 オタベアキラ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		2次元複合材料における有効熱伝導度の境界要素解析 ジゲンフクゴウザイリョウユウコウネツデンドウドキョウカイヨウソカイセキ		Boundary Element Analysis of Effective Thermal Conductivity of Two-Dimensional Composite Materials		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		渡里　望
大島信徳
 ワタリノゾオオシマシントク

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		マグネシウム合金鋳物AS41の旋削被削性 ゴウキンキンモノＭセンサクヒサクセイ		Turning Machinability of Magnesium Alloy Castings AS41		機械工学科
機械工学科
管理工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカカンリコウガッカ		教授
専任講師
専任講師 キョウジュセンニンコウシセンニンコウシ		時末　光
加藤数良
塗谷紘宣
 トキスエヒカカトウカズリョウヌリタニヒロセン

		20		2		reserved-32131x1F		資料 シリョウ		パーソナルコンピュータを用いた就職情報管理システム   モチシュウショクジョウホウカンリ		A System of Managing Information on Employment by Use of Personal Computers		機械工学科 キカイコウガッカ				邉　吾一

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		有限要素法を用いた開放型段つき管内音圧分布の解析 ユウゲンヨウソホウモチカイホウガタダンカンナイオンアツブンプカイセキ		Finite Element Analysis of Sound Pressure Distribution in Stepped Tube with Open‐end		電気工学科
パイオニア株式会社
東京都下水道局
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャトウキョウトゲスイドウキョクデンキコウガッカ		専任講師


 センニンコウシ		山崎　憲
井田一長
長谷川利明
瀨谷浩一郎
 ヤマザキケンイダイチチョウハセガワトシアキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		魚眼カメラによる立体角投射率の一測定法について ギョガンリッタイカクトウシャリツイチソクテイホウ		On a Measurment Method of Configuration Factors by the Camera with a Fish‐eye Lens		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ				山家哲雄
藤原義輝
 ヤマイエテツオフジワラヨシテル

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		圧縮荷重によってコンクリートに生ずる熱的性質変化に関する研究 アッシュクニジュウショウネツテキセイシツヘンカカンケンキュウ		A Study on the Changes of Thermal Properties of Concrete by Compressive Load		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
助教授 センニンコウシジョキョウジュ		柳内睦人
竹内十三男
 タケウチトミオ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		人工衛星リモートセンシングデータを利用した小櫃川流域流出機構解析 ジンコウエイセイリヨウオビツガワリュウイキキコウカイセキ		Analysis of the Run‐off Mechanism of the Obitsu River Basin Used by Satellite Remote Sensing Data		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
専任講師
副手
助教授 センニンコウシセンニンコウシフクシュジョキョウジュ		藤井寿生
工藤勝輝
岩下圭之
西川　肇
 フジイジュセイクドウカツテルイワシタケイユキニシカワハジメ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		繰り返し載荷を受ける2本束ね鉄筋重ね継手部の曲げ靭性 クカエサイニウホンタバテッキンカサケイテブマウツボセイ		Ductility of Lapped Splices of Two‐Bundled  Bars under Flexural Cyclic Loading		建築工学科 ケンチクコウガッカ				櫻田智之

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		最寄専門商店街に関する研究
－最寄専門店街の成立条件に関する調査及び分析－ モヨリセンモンショウテンガイカンケンキュウモヨリセンモンテンガイセイリツジョウケンカンチョウサオヨブンセキ		Study on Speciality Shopping Districts in Daily Commodities
－Survey on Speciality Shopping District in Daily Commodities－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウ				和田一郎
三宅賢一
高木美幸
増田吉貴
宮田智之
 ワダイチロウミタクケンイチタカギミユキマスダキチキミヤタトモユキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		最寄専門商店街に関する研究
－商品目における地方的特長－ モヨリセンモンショウテンガイカンケンキュウショウヒンモクチホウテキトクチョウ		Study on Speciality Shopping Districts in Daily Commodities                  －Analysis of Lacal Charactristic by Items－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウ				和田一郎
三宅賢一
高木美幸
増田吉貴
宮田智之
 ワダイチロウミタクケンイチタカギミユキマスダキチキミヤタトモユキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		郊外住宅地の史的研究
－強羅別荘地の開発について－ コウガイジュウタクチシテキケンキュウキョウラベッソウチカイハツ		A Historical Study on Garden Suburbs
－About the Development of Gora‐villa Estates－		建築工学科 ケ				藤谷陽悦
 フジタニヨウエツ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その3）
－漁港内施設の類型化に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイギョコウナイシセツルイケイカカンジッショウテキケンキュウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages （Part 3）
－An Emprical Study on Type of Institutions in Fishing Ports－		創造社
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ソウゾウシャケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		―		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
岩田明士
 オオウチヒロシトモミヤザキリュウショウシュウマサトシイワタアキラシ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		VEにおける機能評価分析へのあいまい理論の応用 キノウヒョウカブンセキリロンオウヨウ		The Application of Fuzzy Theory to Functional Evaluation and Analysis in VE		管理工学科 カンリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		菅澤喜男
 スガサワヨシオ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		SnO2系センサのH2Sガス検出機構 ケイケンシュツキコウ		Gas Detection Mechanism of H2S by SnO2‐based Sensors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		専任講師
助教授
教授 センニンコウシジョキョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		20		2		reserved-32131x1F		資料 シリョウ		日本大学生産工学部計算機センターにおける自動化のための防災システム　　 ニホンダイガクセイサンコウガクブケイサンキジドウカボウサイ		Security System for Automatic Operation in Computer Center，College of Industrial Technology Nihon University		一般教育
計算機センター イッパンキョウイクケイサンキ		非常勤講師
 コウシ		塩谷正雄
黒羽圀夫
 シオヤマサオクロハネクニオット

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		1050合金とＳ35Ｃの摩擦圧接 ゴウキンマサツアツセツ		Friction Welding of 1050 Alloy to S35C		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズリョウトキスエヒカ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その4）
－静岡県島田市の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウシズオカケンシマダシバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood （Ｐａｒｔ 4）　－Case Study on Shimada，in Shizuoka－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川岸梅和
 カワギシウメカズ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－漁協を中心にとらえた圏域の特性とその変容について－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイギョキョウチュウシンケンイキトクセイヘンヨウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages（Part 2）
－The Character of Area and Its Metamorphosis with Focus on a Fishermen's Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程3年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅱ）
－大都市沿岸漁業地区の地区特性と整備課題－ ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウダイトシエンガンギョギョウチクチクトクセイセイビカダイ		A Study on Adjustment of the Coast Area in Metropolis（Ⅱ）
－Regional Property and Object for Prepare of FISHERMAN’s Area in Metropolis－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程？年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		菅　雅幸
宮崎隆昌
宗　正敏
本間俊広
 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシホンマトシヒロ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		束ね鉄筋重ね継手部の曲げ靱性に関する実験的研究
－2本束ね鉄筋の場合－ タバテッキンカサケイテブマウツボセイカンジッケンテキケンキュウホンタバテッキンバアイ		Ｅxperimental Study on the Ductility of Lapped Splices of Two Bundled Bars		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		櫻田智之

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		横補強筋のみで補強したコンクリート短柱の耐力とじん性に関する実験 ヨコホキョウキンホキョウタンチュウタイリョクセイカンジッケン		Experiment on Strength and Ductility of Short Concrete Columns Solely Reinforced by Transverse Reinforcements		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
副手 センニンコウシフクシュ		花井重孝
高橋勝治
 ハナイシゲタカタカハシカツジ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		平面骨組の弾塑性・大たわみ撓角法（Ⅱ）型に関する研究 ヘイメンホネグダンソセイオオタワカクホウガタカンケンキュウ		A Study on the Elasto‐Plastic Slope Deflection Method（Ⅱ） with Large Deflection of Plane Frames		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		向後豊次
川島　晃
 コウゴトヨジカワシマアキラ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		模型実験のための砂地盤造成方法に関する研究
－砂の充填方法に関する検討（その3）－ モケイジッケンスナジバンゾウセイホウホウカンケンキュウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on How to Make the Sand Bed for the Model Test
－Investigation on Filling Method of Sand（Part 3）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史
 カワムラセイシ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		戦略企業群
－産業分析への経営管理的アプローチ－ センリャクキギョウグンサンギョウブンセキケイエイカンリテキ		Strategic Firm Group
－A Managerial Approach for Industrial Analysis－		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		野本千秋
清水　曻
 ノモトチアキシミズショウ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		偶数同種粒子核に対する最適な殻模型空間　Truncation グウスウドウシュリュウシカクタイサイテキカラモケイクウカン		The Best Space Truncation Applicable to Even Identical Particle Systems in Nuclear Shell Model		一般教育
広島工業大学電気工学科
東京大学原子核研究所 イッパンキョウイクヒロシマコウギョウダイガクデンキコウガッカトウキョウダイガクゲンシカクケンキュウジョ		専任講師
助教授
助手 センニンコウシジョキョウジュジョシュ		百木悟郎
殿塚　勲
小川建吾
 モモキゴロウドノツカイサオオガワケンゴ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		ＡＴＰおよびグリシンペプチドを含む亜鉛（Ⅱ）混合配位子錯体の研究 フクアエンコンゴウハイクライコサクタイケンキュウ		Studies on the ATP‐Zinc ion‐Glycinepeptide Mixed Ligand Complexes		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
講師
副手
教授 ジョシュコウシフクシュキョウジュ		松田清美
高原光子
三木久美子
牧　正文
 マツダキヨミタカハラミツコミキクミコ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第3報）
－砂の充填方法に関する検討（その2）－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on the Reproducibility of the Model Test for a Foundation Structures （Part 3）
－Investigation on Filling Method of Sanｄ（2）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史

 カワムラマサシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（1）
－解析－ ホキョウクケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクカイセキ		Ultimate Strength of H‐Section Members with Reinforced Rectangular Holes（1）
－Analysis－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		福島曉男
小松　博
 コマツヒロシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（2）
－実験－ ホキョウクケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクミシルシ		Ultimate Strength of H‐Section Members with Reinforced Rectangular Holes（2）
－Experiment－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		福島曉男
小松  博 コマツヒロシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成
－漁協を中心にとらえた漁港と集落の圏域の類型的特性について－ エンガンギョソンチイキリョウキョウチュウシンギョコウシュウラクケンイキルイケイテキトクセイ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages
－Type of Fishing Ports and Fishing Villages with Focus on a Fishermen’s Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程2年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		いくつかの二次の乱流クロージャー・モデルによるMonin-Obukhovの普遍関数の計算 2ジランリュウフヘンカンスウケイサン		Prediction of the Monin‐Obukhov Universal Functions from a few Second‐Order Turbulence Closure Models		一般教育 イッパンキョウイク		助手 ジョシュ		山田信夫
 ヤマダノブオ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		内挿試験コイル渦流深傷試験における欠陥形状の推定 ウチザシシケンウズリュウシンキズシケンケッカンケイジョウスイテイ		Flaw Estimation in Eddy Current Testing with Inner Probe Coil		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		副手
助教授
教授 フクシュジョキョウジュキョウジュ		乾　成里
星川　洋
石橋泰雄
 イヌイシゲルサトホシカワヨウタイオ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		重機土工工事の合理化対策の研究 ジュウキツチコウコウジゴウリカタイサクケンキュウ		Study of Measures for Rationalization of Operations of Ｈｅａｖｙ-Duty Vehicles in Construction Projects		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		非常勤講師		山本房志
堺　　毅
 ヤマモトボウシサカイツヨシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		土木工事における効率的コスト・マネジメントのシステム化に関する研究 ドボクコウジコウリツテキカカンケンキュウ		Study on Systematic Application of Effective Cost Management to Civil Engineering Projects		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		非常勤講師		山本房志
堺　　毅
 ヤマモトボウシサカイツヨシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第2報）
－砂の充填方法に関する検討（その１）－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on the Reproducibility of the Model Test for Foundation Structureｓ（Part 2）
－Investigation on Filling Method of Sand（1）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ				川村政史

 カワムラマサシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		コーポラティブ・ハウジングに関する研究（その3） カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing （Ｐａｒｔ3）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤヒロオサカワギシウメワ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		無補強矩形開口を有するH形断面材の終局耐力（1）
－解析－ ムホキョウカネザシケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクカイセキ		Ultimate Strength of H-Section Members with Unreinforced Rectanguler Holes（1）
－Analysis－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ				福島曉男
小松　博
 コマツヒロシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		無補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（2）
－単調載荷実験－ ムホキョウカネザシケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクタンチョウサイニジッケン		Ultimate Strength of H-Section Members with Unreinforced Rectanguler Holes（2）
－Simple Loading Experiment－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ				福島曉男
小松　博
 コマツヒロシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における環境形成に関する基礎的研究
－漁業協同組合を中心にとらえた漁港と集落の圏域の構成に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキカンキョウケイセイカンキソテキケンキュウギョギョウキョウドウクミアイチュウシンギョコウシュウラクケンイキコウセイカンジッショウテキケンキュウ		A Basic Study of the Formative Process of Environment in Coastal Fishing Villages
－An Empirical Study on Area of Fishing Ports and Fishing Villages with Focus on a Fishermen’s Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程1年


 ハクシコウキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		錫同位元素に対する有効ｇ-因子の最小自乗法による決定 スズドウクライゲンソタイユウコウインシサイショウジジョウホウケッテイ		Determination of the Effective g-factors for Sn Isotopes by Using the Least Square Fitting Method		一般教育
東京大学原子核研究所
広島工業大学電気工学科 イッパンキョウイクヒガシキョウダイガクハラコカクケンキュウジョヒロシマコウギョウダイガクデンキコウガッカ		専任講師
助手
助教授 センニンコウシジョシュジョキョウジュ		百木悟郎
小川建吾
殿塚　勲
 モモキゴロウオガワケンゴトノツカイサオ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		Al-Mg系5元合金板の深絞り性について ケイゲンゴウキンイタシンシボセイ		Study on the Deep Drawability of Al-Mg Based Quinary Alloy Sheet		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		勝田基嗣
青木顕一郎
 カツタモトシアオキケンイチロウ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その3）
－東京都江戸川区小松川・平井地区の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウトウキョウトエドガワクコマツガワヒライチクバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood（Ｐａｒｔ3）
－Case Study on Komatsugawa and Hirai district in Edogawa-ward，Tokyo－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		川岸梅和

 カワギシウメカズ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅰ）
（東京湾沿岸漁業地区の立地特性及び整備方針） ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウトウキョウワンエンガンギョギョウチクリッチトクセイオヨセイビホウシン		A Study on Adjustment of the Coast Area in Tokyo Metropolis（Ⅰ）
（Locational Character and Deveroping Principle in Fishermans Area in the Coast of Tokyo-Baｙ）		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程？年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		菅  雅幸
宮崎隆昌
宗  正敏
 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		沿岸地域における環境形成に関する基礎的研究
（集落の再編と漁港の機能分担に関する実証的研究） エンガンチイキカンキョウケイセイカンキソテキケンキュウシュウラクサイヘンギョコウキノウブンタンカンジッショウテキケンキュウ		A Basic Study on the Formative Process of Environment in Coastal Zone
（The Adjustment of Fishing Villages and Allotment the Function of Fishing Port）		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程1年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		視覚作業における注視点分布に関する研究 シカクサギョウチュウシテンブンヌノカンケンキュウ		A Study on the Distribution of Fixation Points Caused by Various Types of Visual Tasks		管理工学科
労働省産業医学総合研究所
工業化学科 カンリコウガッカロウドウショウサンギョウイガクソウゴウケンキュウジョコウギョウカガッカ		教授
主任
副手 キョウジュシュニンフクシュ		大久保堯夫
斉藤　進
斎藤　真
 サイトウススムサイトウシン

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		高速型セイルウイング風車の実験的研究
（第1報　風車ブレードの開発） コウソクカタフウシャジッケンテキケンキュウダイホウフウシャカイハツ		Experimental Research of High Speed Sail Wing
（Part 1 Development of Wind Turbine Blade）		数理工学科
数理工学科
一般教育 スウリコウガッカスウリコウガッカイッパンキョウイク		助手
教授
専任講師 ジョシュキョウジュセンニンコウシ		長井　浩
篠田仁吉
三野正洋
 ナガイヒロシシノダジンキチサンノマサヒロ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		高速型セイルウイング風車の実験的研究
（第2報　風車ブレードの特性試験） コウソクカタフウシャジッケンテキケンキュウダイホウフウシャトクセイシケン		Experimental Research of High Speed Sail Wing
（Ｐａｒｔ 2 Characteristic Tests of Wind Turbine Generator）		数理工学科
数理工学科
一般教育
株式会社湯浅電池技術部
株式会社湯浅電池技術部 スウリコウガッカスウリコウガッカイッパンキョウイクユアサデンチギジュツブユアサデンチギジュツブ		助手
教授
専任講師
主幹
― ジョシュキョウジュセンニンコウシシュカン		長井　浩
篠田仁吉
三野正洋
松本　完
佐々木輝男
 ナガイヒロシシノダジンキチサンノマサヒロマツモトカンササキテルオ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金鋳物ＡＣ2Ａ摩擦圧接継手の機械的性質 ゴウキンイモノマサツアツセツケイテキカイテキセイシツ		Mechanical Properties of Friction Welded Joints of Alminum Alloy Castings AC2A		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		加藤数良
時末　光
 カトウカズリョウトキスエヒカ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		繰り返し引張衝撃による金属材料の変形挙動について（Ⅱ）
－試験機の特性と長尺試験片における変形挙動－ クカエヒハショウゲキキンゾクザイリョウヘンケイキョドウシケンキトクセイチョウシャクシケンヘンヘンケイキョドウ		Defomation Behaviour of Some Metallic Materials by Tensile Impact Repetitions（Ⅱ）
－Characteristics of Testing Machine and Deformation in longer Specimens－		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		高橋清造
浅川廣一

 タカハシセイゾウ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		プローブ回転式渦流探傷法における欠陥像の復元法 カイテンシキウズリュウタンキズホウケッカンゾウフクゲンホウ		Reconstruction of Flaw Shape by means of Deconvolution in Probe Rotating Eddy Current Flaw Detection		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手

助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		小井戸純司
菊田圭一
星川  洋
石橋泰雄
 コイドジュンツカサキクタケイイチホシカワヨウヤスオ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		陰イオン交換樹脂によるフェノールの吸着 インコウカンキアブラキュウチャク		Sorption of Phenol by Anion-exchange Resins		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガッカコウギョウカガッカ		非常勤講師
専任講師 ヒジョウキンコウシセンニンコウシ		赤羽政亮
新井孝昭
 アカバネセイリョウアライタカアキ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		高圧下における気体の粘性率の精密測定 コウアツシタキタイネンセイリツセイミツソクテイ		Precise Measurement of Gas Viscosity at High Pressures		工業化学科
工業化学科
東北大学工学部化学工学科
東北大学工学部化学工学科 コウギョウカガッカコウギョウカガクカトウホクダイガクコウガクブカガクコウガッカトウホクダイガクコウガクブカガクコウガッカ		助教授教
非常勤講師
助手
 ジョキョウヒジョウキンコウシジョシュ		本郷　尤
赤羽政亮
佐藤信之
長坂　徹
 ホンゴウモットアカバネセイリョウサトウノブユキナガサカトオル

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		数量化分析を利用する場合における要因の過不足の発見と修正のしかた スウリョウカブンセキリヨウバアイヨウインカブソクハッケンシュウセイ		A Method to Complete the Item for Calculation with
“Quantification Analysis”		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		矢澤清弘
内田正則
 ヤザワセイヒロウチダマサノリ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2/ガラス系厚膜抵抗体（Ⅰ）
－ガラスの軟化温度と電気的特性－ ケイアツマクテイコウタイナンカオンドデンキテキトクセイ		RuO2/Glass Based Thick Film Resistors（Ⅰ）
－Relation between Glass Softening Temperature and the Electrical Properties－		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		高温度H2Sガスセンサ コウオンド		High Sensitivity H2S Gas Sensors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
原留美吉
 カネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		間接血圧測定における検出器の設置位置の影響について カンセツケツアツソクテイケンシュツキセッチイチエイキョウ		Influence of the Setting Position of Detector for the Indirect Blood Pressure Measurment		電気工学科
株式会社ブリジストン
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガッカ		専任講師
―
教授 センニンコウシキョウジュ		山崎  憲
土橋秀行
瀨谷浩一郎
 ヤマザキケンドバシヒデユキ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		プローブ回転式渦流探傷法における探傷データの画像化について カイテンシキウズリュウタンキズホウタンキズガゾウカ		Visualization of the Flaw Signal in Probe Rotating Eddy Current Testing		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		小井戸純司
星川　洋
石橋泰雄
 コイドジュンジホシカワヒロシタイ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		空中音源からの放射パターンの映像化 クウチュウオンゲンホウシャエイゾウカ		Visualization of Sound Field in Air		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 オオツカテツロウ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウシングに関する研究（その2） カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing （Part2）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤコウジカワギシウメカズ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その2）
－川崎市高津区・宮前区の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウカワサキシタカツクミヤマエクバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood（Ｐａｒｔ2）
－Case Study on Takatsu-ku and Miyamae-ku，Kawasaki－		建築工学科 ケ		助手 ジョシュ		川岸梅和

 カワギシウメカズ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第1報）
－既往の研究と試作した砂撒機の性能について－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウキオウケンキュウシサクスナサチキセイノウ		Study on the Reproducibility of the Model Test of a Foundation Structure（1ｓｔ Ｒｅｐｏｒｔ）
－In the Case of the Past Study and the Performance of the Sand Rainer Built as a Triaｌ－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史

 カワムラマサシ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		7075合金の加工熱処理と加工熱処理材の力学的性質 ゴウキンカコウネツショリカコウネツショリザイリキガクテキセイシツ		Age Hardening Behavior and Mechanical Properties of Thermomechanically Processed 7075 Aluminum Alloy		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガッカ		助教授
教授
教授 ジョキョウジュキョウジュキョウジュ		菅又　信
金子純一
青木顕一郎
 スガマタシンカネコジュンイチアオキケンイチロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		掘削用ドリル軸の座屈荷重 ホサクヨウジクザクツニジュウ		The Critical Load of a Long Shaft for Boring with Periodically Stepped Cross-Sections		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		塚田進章
 ツカダシンショウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波音源
－段つき円形振動板－ キョウリョククウチュウチョウオンパオンゲンダンエンケイシンドウイタ		High Power Aerial Ultrasonic Source
-Stepped Circular Vibrating Plate－		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 オオツカテツロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		地域施設計画の研究
人口密度にもとづく商店街の性格分析 チイキシセツケイカクケンキュウジンコウミツドショウテンガイセイカクブンセキ		Study on Community Facilities
Analysis on Shopping Districts by Population Dencity		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		和田一郎
高木美幸
 ワダイチロウタカギミユキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		地域施設計画の研究
業種構成にもとづく商店街の性格分析 チイキシセツケイカクケンキュウギョウシュコウセイショウテンガイセイカクブンセキ		Study on Community Facilities
Analysis on Shopping Districts by type of Shops		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		和田一郎
高木美幸
 ワダイチロウタカギミユキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウジングに関する研究
－居住者調査－ カンケンキュウキョジュウシャチョウサ		Study on Cooperative Housing
－Research on the Residents－		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和
 カミヤヒロジカワギシウメカズ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究
－多摩ニュータウンの場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウタマバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood
－Case Study on Tama New Town－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		川岸梅和
 カワギシウメカズ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		アスファルテンの見掛け分子量とその濃度依存性 ミカブンシリョウノウドイゾンセイ		Apparent Molecular Weight of Asphaltene and Its Concentration Dependence		工業化学科
一般教育
一般教育
理工学部工業化学科 コウギョウカガクカイッパンキョウイクイッパンキョウイクリコウガクブコウギョウカガクカ		副手
助手
助教授
教授 フクシュジョシュジョキョウジュキョウジュ		坂本恵一
山川一三男
中島豊比古
松本太郎
 サカモトケイイチヤマカワイチサンオトコナカジマトヨヒフルマツモトタロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		立位作業の重心に関する研究 リツイサギョウジュウシンカンケンキュウ		A Study of the Point of Worker’s Gravity on Standing Works		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		竹中　理
 タケナカリ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		厚膜圧力センサ（Ⅱ） アツマクアツリョク		Thick-Film Pressure Sensors（Ⅱ）		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授 フクシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		熱および運動量の乱流輸送に関する圧力変動の効果 ネツウンドウリョウランリュウユソウカンアツリョクヘンドウコウカ		On the Effects of Pressure Fluctuations on the Turbulent Transport of Heat and  Momentum		一般教育 イッパンキョウイク		助手 ジョシュ		山田信夫
 ヤマダノブオ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		Al‐4.5％Cu合金高圧鋳造材の旋削被削性 ゴウキンコウアツチュウゾウザイセンサクヒサクセイ		Turning Machinability of High Pressure Castings of Al‐4.5％Cu Alloy		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		時末　光
加藤数良
 トキスエヒカカトウカズリョウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		ベーン形真空ポンプの過渡性能について カタシンクウカトセイノウ		On the Transient Performance of Rotary－vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学専攻 キカイコウガッカキコウガクセンコウ		専任講師
 センニンコウシ		氏家康成
高橋秀典
 ウジイエヤスナリタカハシヒデノリ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		繰り返し引張衝撃による金属材料の変形挙動について
－変形および変形エネルギにおよぼす予ひずみの影響－ クカエヒハショウゲキキンゾクザイリョウヘンケイキョドウヘンケイヘンケイヨエイキョウ		Defomation Behaviour of some Metallic Materials by Tensile Impact Repetitions
－Effect of Pre‐Strain on Deformation and Deformation Energy－		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
助手 ジョキョウジュジョシュ		浅川廣一
高橋清造
 タカハシセイゾウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		導波管開放端近傍の電磁界分布について　 ドウハカンカイホウタンキンボウデンジカイブンプ		Electromagnetic Field Distribution near the Open End of a Waveguide		電気工学科
日本電気株式会社
電気工学科 デンキコウガッカニホンデンキカブシキガイシャデンキコウガッカ		助手
―
教授 ジョシュキョウジュ		坂口浩一
高木　均
斎藤勝巳
 サカグチコウイチタカギキンサイトウカツミ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波音源
－平面円形振動板の振動姿態－ キョウリョククウチュウチョウオンパオンゲンヘイメンエンケイシンドウイタシンドウシタイ		High Power Aerial Ultrasound Source
－Vibration Figure for Flexural Circular Vibrating Plate－		電気工学専攻
三井木材工業株式会社
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウミツイモクザイコウギョウカブシキガイシャデンキコウガッカデンキコウガッカ		―
助手
教授 ジョシュキョウジュ		上島良之
石田明義
大塚哲郎
瀨谷浩一郎
 ウエシマヨシユキイシダアキヨシオオツカテツロウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		コンクリートの表面温度の影響に関する品質管理 ヒョウメンオンドエイキョウカンヒンシツカンリ		Quality Control on the Effect of Surface Temperature of Concrete		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授
助教授
講師
講師 キョウジュジョキョウジュコウシコウシ		堺　　毅
竹内十三男
柳内睦人
山本高義
 サカイツヨシタケウチトミオヤマモトタカヨシ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		グループ・テクノロジーの研究（Ⅲ）
－二進法表示による部品分類法について－ ケンキュウニシンホウヒョウジブヒンブンルイホウ		Studies on Group Technology（Ⅲ）
－The Classification System using the Binary Scale－		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカカンリコウガッカ		助手
教授
助教授 ジョシュキョウジュジョキョウジュ		荒井慎一
倉林良雄
谷原　齊
 アライシンイチクラバヤシヨシオ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		BZ‐1～BZ‐3（英国球帯法分類）の配光を持つ平紐状光源による直射照度の図式計算 エイコクキュウタイホウブンルイハイコウモヘイチュウジョウコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Ribbon-shaped Light Sources with Luminous Intensity Distribution Curves from BZ-1 to BZ-3 （British Zonal Method Classification）		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
助手
 キョウジュジョシュ		藤原義輝
蒔田鐵夫
山家哲雄
 フジワラヨシテルマキタサンイエテツオ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		水槽模型実験並びに有限要素法による接地抵抗の推定 スイソウモケイジッケンナラユウゲンヨウソホウセッチテイコウスイテイ		Estimation of the Grounding Resistance by Means of Scale Model Testing and Finite Element Method		電気工学科
電気工学科
千葉大学工学部電気工学科 デコウガッカデコウガッカチバマサルガクコウガクブデンキコウガッカ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		蒔田鉄夫
藤原義輝
川瀬太郎
 マキタテツオフジワラヨシテルカワセタロウ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		弾性棒モデルによる列車前後波動解析
第2報　ブレーキ作用と弾性波の伝達速度が等しい場合の公式および連結器力に対する諸要因の影響 ダンセイボウレッシャゼンゴハドウカイセキダイホウサヨウダンセイハデンタツソクドヒトバアイコウシキレンケツキリョクタイショヨウインエイキョウ		Analysis of Longitudinal Vibration of Train by Elastic-Bar Model
Report 2：Formulas for the case with equal brake-action and wave-transmission speeds，and effects of factors on the coupler force		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授 キョウジュ		西澤一友
松井　哲
 ニシザワイチトモマツイテツ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		カーボン・樹脂系厚膜温度センサ ジュシケイアツマクオンド		Thick-Film Temperature Sensors		一般教育
一般教育　　　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授 フクシュキョウジュ		阿部　治
武田義章
 アベオサムタケダヨシアキ
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マグネシウム合金パルスYAGレーザ溶接部の諸性質

鉄筋コンクリート床版の押抜きせん断耐力に関する研究

放水ピット内における気泡混入と水面変動特性に関する実験的検討

ヒドロキシアパタイトとその前駆体結晶の構造類似性

キトサン修飾した天然ゼオライトによるPｂ(II)の吸着挙動

チオシアン酸イオンとマスキング剤を用いたポリエチレングリコール／硫酸ナトリウム水性二相抽出による金属イオンの選択的分離

ストキャスティックな磁力線の統計的性質を記述する新しい試み

中島91式戦闘機の調査 (その1)

メカノケミカル・プロセスによるマグネシウム基粒子分散複合材料の創成

黒鉛鋳鋼の機械的性質，組織および溶接性に及ぼすNiの影響

中国における交通環境改善のための交通流シミュレータ構築に関する基礎的研究

強力音場中の放電ストリーマの挙動

液滴の超音波浮揚

ハイブリッド振動法の制御アルゴリズムに関する研究-無条件安定と等価な陽的積分法-

高層建物を対象としたニューハイブリッド振動実験システムの開発

JIS標準色票を用いた評価実験による影の中の照度変化に対する物体色の見えについて

人工衛星リモートセンシングを用いた海岸クロマツ林の生育評価

3DX Multi Image Micro CTにおける三次元画像再構成

強力定在波音場中の放電の挙動の機構

炭素繊維シート補強と鉄筋コア・アンカー型補強を併用した鉄筋コンクリートはりの補強効果

厚膜技術を用いた煙センサの試作

ニューハイブリッド振動法による構造物の空力振動シミュレーションに関する研究

光沢を有する曲面物体の反射特性の推定について

静荷重・走行荷重を受けるCFS補強RCはりの補強効果および力学性状に関する研究

下水道施設におけるコンクリート腐食測定方法に関する実験的検討

再生骨材コンクリートを用いた梁部材の付着特性に及ぼす側面被り厚さの影響

北欧における循環型社会に関する調査

スポーツ照明において生じる影の定量評価に関する基礎的検討

沿岸集落における空間構成の入れ子構造に関する研究
－集落の空間的特性と個体間の「距離感覚」の関係性－

人間・自動車・環境系における精神負担評価モデルの構築に関する研究

メカニカルグラインディング法と放電プラズマ焼結法による工業用純アルミニウムの特性

同種および異種アルミニウム合金摩擦肉盛材の諸性質

電解処理汚泥を用いた臭気除去時における吸着現象の解明

定在波音場中の高気圧グロー放電　　 サダザイハオトバチュウコウキアツホウデン

水晶発振器への音の影響　　 スイショウハッシンキオトエイキョウ

コンクリートの実用せん断強度の定式化とRCはりのせん断圧
縮破壊強度算定への適用性

パイプ状肉盛金属を用いた5052アルミニウム合金摩擦肉盛材の特性

小型落下塔を利用した超臨界雰囲気中の燃料液滴蒸発に関する研究

アルコール燃料液滴の放射加熱蒸発

RFマグネトロンスパッタ法による光触媒活性を有するTiO₂薄膜の特性評価

Zn，AlおよびZn-Al合金溶射皮膜の耐候性評価－12年間大気暴露試験結果の考察－

電気加熱式原子吸光分析法による微量マンガンの定量に関する基礎的研究

周期的な入力に対するフォトリフラクティブBaTiO₃結晶の応答特性について

中島91式戦闘機の調査 (その2)

ケイ皮酸誘導体の固相光化学反応に関する置換基効果

キャピラリーガスクロマトグラフィー固定相としてのカリックス［4］アレーンポリシロキサンの合成とその評価

中島九一式戦闘機の調査（その３）

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅲ）‐カルマン・トレフツ変換‐

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅱ）‐等角写像とジューコフスキー翼型‐

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅰ）‐円柱周りの流れと円形孔の周りの電場‐

離散評点を用いた評価法の研究-AHPとDEAを融合した意思決定法-

応力法による立体トラスの有限変位応力解析に関する研究

グラファイトおよびグラファイト層間化合物C₆Ca

キャピラリーガスクロマトグラフィーによる多環芳香族炭化水素（PAHs）の分離を指向したカリックス［4］アレーンポリシロキサン固定相の開発

パブリックアートのデータベース化と維持管理に関する国際比較研究

ニューハイブリッド空力振動法による三次元正方形角柱の空力振動特性に関する研究

垂直断層近傍に埋設されたメッシュ電極の接地特性

燃料蒸気―空気予混合気中に置かれた燃料液滴列の燃焼

メカニカルアロイング法と放電プラズマ焼結法で作製したアルミニウム-ホウ化物系複合材料の構成相と機械的強度特性

歯列矯正時における応力状態把握のための有限要素モデルの検討

中島９１式戦闘機の調査（その４） ナカジマシキセントウキチョウサ

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅳ） ‐有限迎え角のカルマン・トレフツ翼 ‐

生体（指紋）認証を用いた出席管理システム

地域貢献プロジェクト型インターンシップの一考察

フェナントロリンを含む銅フタロシアニンデンドリマー集合化薄膜の分子配向性

日米の郊外建売住宅・団地の成立過程に関する比較研究

破壊履歴を有する鉄筋コンクリート部材の繊維シート補強効果に関する研究

β型チタン合金の低破壊荷重による破壊プロセス ガタゴウキンテイハカイニジュウハカイ

ダイアフラムポンプの研究 ケンキュウ

サーモグラフィー法による鉄筋のガス圧接継手の品質検査 テッキンアツセツツギテヒンシツケンサ

流通式電位差測定法を用いた高温水中におけるグリコール酸および乳酸の解離定数の決定 リュウツウシキデンイサソクテイホウモチコウオンスイチュウサンニュウサンカイリテイスウケッテイ

石炭液化反応における水の添加効果（各種エーテル類を石炭モデル化合物とした加水分解反応） セキタンエキカハンノウミズテンカコウカカクシュルイセキタンカゴウブツカスイブンカイハンノウ

Ettringite 型固溶体結晶の化学組成の簡易推定法の提案 ガタカタトカラダケッショウカガククミセイカンイスイテイホウテイアン

ブートストラップ電流に対する径方向の拡散方程式 デンリュウタイケイホウコウカクサンホウテイシキ

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅴ） ‐孔のない錫箔上の電場 ‐ スズハクウエヒトシデンイセンジゲンウズリュウコウ

3-D CAD ソフトウェアを利用した図形科学カリキュラムの構築 リヨウズケイカガクコウチク

分数階微分の差分化 ブンスウカイビブンサブンカ

Al2O3P/6061アルミニウム合金複合材料を用いた摩擦肉盛による5052アルミニウム合金の表面改質

中島九一式戦闘機の調査（その５） ナカジマクイッシキセントウキチョウサ

1960年代のミニ開発住宅地におけるグループ活動の実態とキーパーソンの地域社会における役割

コンクリート中の鉄筋の電磁誘導式非破壊試験に用いる分割型マルチコイルの特性

Analysis of Molecular Aggregation of α-and Keto-Mycolic Acids Extracted from Acid-Fast Mycobacteria

Design of an Apparatus for Bubble Point Pressure of　Multi-Phase Binary Systems Using A Pressure Resistance Glass Cell

確率的アプローチによる高層免震建物の構造パラメータ推定に関する研究
－地震外乱および風直交方向外乱に対する応答評価－

地域環境を考慮した建設副産物処理施設立地に関する一考察 －兵庫県を事例として－

スウェーデン式サウンディング試験における自沈荷重のメカニズム解明のための模型地盤作製方法とその評価に関する実験研究

セメント添加により製造した模型地盤を用いたスウェーデン式サウンディング試験の自沈荷重の性状に関する実験研究

地域集会施設における避難誘導計画に関する研究

直流パルス放電プラズマ場でのメタン転換に対する音波の照射効果

超大型加速器施設の交流電源の設計と建設

Unskilled User Support for Network Operation Based on Service Composition Using Web Ontology Languages

Adhesion of Grafted Polyethylene Plates with Enzymatically Modified Chitosan Solutions
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		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		確率的アプローチによる高層免震建物の構造パラメータ推定に関する研究
－地震外乱および風直交方向外乱に対する応答評価－		Stochastic Approach to Estimation of Structural Parameters for Base‐Isolated High‐Rise Building - Estimation of Response with Earthquake and Across‐Wind -		建築工学専攻
株式会社長谷工コーポレーション技術研究所
建築工学科		博士前期課程1年
研究員
准教授		河上祐之
扇谷匠己
神田  亮

		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		地域環境を考慮した建設副産物処理施設立地に関する一考察 －兵庫県を事例として－		The Optimization of Disposal Facilities in terms of the Circulating Process of Construction Byproducts －In the case of Hyogo Prefecture－		建築工学科
総合科学研究所
数理情報工学科
土木工学科
日本文理大学
建築工学専攻
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教授
准教授
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教授
博士前期課程3年
ポスト・ドクター研究員		宮崎隆昌
西川  肇
三井和男
岩下圭之
菅　雅幸
河合康統
中澤公伯

		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		スウェーデン式サウンディング試験における自沈荷重のメカニズム解明のための模型地盤作製方法とその評価に関する実験研究		Construction of Model Ground for Self-Settlement Study in Swedish Weight Sounding Test and Its Evaluation		建築工学科
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水谷羊介

		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		セメント添加により製造した模型地盤を用いたスウェーデン式サウンディング試験の自沈荷重の性状に関する実験研究		Characteristics on the Self-Settlement Load for Swedish Weight Sounding Test using Soil-Cement Model Ground		建築工学科
兼松日産農林株式会社
株式会社テノックス
兼松日産農林株式会社		教授
―
―
―		川村政史
虻川矩史
平川智彦
水谷羊介

		41		2		reserved-39802x1F		論文 ロンブン		ウェブオントロジ言語を用いたサービス自動構成に基づくネットワークオペレーションのための低スキル者支援方法		Unskilled User Support for Network Operation Based on Service Composition Using Web Ontology Languages		数理情報工学科		准教授		中村喜宏

		41		2		reserved-39802x1F		研究ノート		地域集会施設における避難誘導計画に関する研究		A Study on Egress Layout and Evacuation Schedule in Community Assemble Facilities		建築工学専攻
建築工学科
建築工学専攻		博士後期課程3年
教授
博士前期課程2年		若竹雅宏
浅野平八
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		41		2		reserved-39802x1F		研究ノート		酵素反応によって改質したキトサン溶液によるグラフト化ポリエチレン板の接着		Adhesion of Grafted Polyethylene Plates with Enzymatically Modified Chitosan Solutions		応用分子化学科
総合科学研究所		教授
教授		山田和典
平田光男

		41		2		reserved-39802x1F		研究ノート		直流パルス放電プラズマ場でのメタン転換に対する音波の照射効果		Effect of Sound Wave Irradiation on Methane Conversion in Plasma Field Generated by DC Pulse Discharge		応用分子化学科
電気電子工学科
応用分子化学科
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教授
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教授		岡田昌樹
中根偕夫
古川茂樹
尾上　薫
日秋俊彦

		41		2		reserved-39802x1F		資料 シリョウ		超大型加速器施設の交流電源の設計と建設		Design and Installation of Electrical Power Supply for Super Sized Accelerator Facility		電気電子工学科
理化学研究所仁科センター		非常勤講師
技師		藤縄　雅

		41		1		reserved-39619x1F		論文 ロンブン		コンクリート中の鉄筋の電磁誘導式非破壊試験に用いる分割型マルチコイルの特性		Characteristics of New Separated Multi Coil for Electromagnetic NDT Applied to Reinforcing Steel Bar in Concrete		電気電子工学科		教授 キ		小井戸純司 コイド

		41		1		reserved-39619x1F		論文 ロンブン		1960年代のミニ開発住宅地におけるグループ活動の実態とキーパーソンの地域社会における役割		The Actual Condition of Group Activity and the Role of Key Person in Community in the Mini-development Residential Section of the 1960s		建築工学科
建築工学専攻		教授
博士前期課程2年		曽根陽子
田口槙子

		41		1		reserved-39619x1F		資料 シリョウ		中島九一式戦闘機の調査（その５） ナカジマクイッシキセントウキチョウサ		A Research on Nakajima Type91 Fighter Plane.（Part５）		株式会社エフ・ユー
教養・基礎科学系 カブシキカイシャキ		エンジン整備課課長
非常勤講師 セイビカカチョウヒジョウキンコウシ		高橋雅裕
三野正洋 タカハシマサヒロミノ

		40		2		reserved-39436x1F		論文		Al2O3P/6061アルミニウム合金複合材料を用いた摩擦肉盛による5052アルミニウム合金の表面改質		Surface Modification of 5052 Aluminum Alloy by Friction Surfacing using an Al2O3P/6061Aluminum Alloy Composite		機械工学科
日本大学
機械工学専攻		教授
名誉教授
博士後期課程2年		加藤数良
時末  光
仲間　大

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		β型チタン合金の低破壊荷重による破壊プロセス ガタゴウキンテイハカイニジュウハカイ		Fracture Process by the Low Fracture Load in β Type Titanium Alloy		機械工学科 キ		准教授 ジュン		山田  正 ヤマダ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		ダイアフラムポンプの研究 ケンキュウ		A Study of Diaphragm Pump		機械工学科 キ		准教授 ジュン		藤田  優 フジタ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		サーモグラフィー法による鉄筋のガス圧接継手の品質検査 テッキンアツセツツギテヒンシツケンサ		Quality Inspection of Gas-Pressure Welded Joint of Reinforcing Bar by Thermography Method		土木工学専攻
土木工学科
中央工学校土木測量学部土木建設科 ドボクコウガクセンコウドチュウオウコウガクコウドソクリョウガクブドケンセツカ		博士前期課程2年
教授
専任講師 ハクシゼンキカテイネンキョウジュセンニン		江藤　亮
栁内睦人
金光寿一 エトウリョウヤナイカネミツコトブキイチ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		流通式電位差測定法を用いた高温水中におけるグリコール酸および乳酸の解離定数の決定 リュウツウシキデンイサソクテイホウモチコウオンスイチュウサンニュウサンカイリテイスウケッテイ		Determination of Ionization Constant of Glycolic and Lactic Acids in Hot Water by A Flow-Through Electrochemical Cell for Potentiometric pH Measurements		応用分子化学科
応用分子化学科
出光興産株式会社
応用分子化学科 オオイデミツコウサンカブシキガイシャオ		専任講師
博士前期課程1年
徳山工場　化学品一課
教授 センニンハクシゼンキカテイネントクヤマコウジョウカガクヒンイッカキ		陶　　究
戸塚久美子
横田龍力
日秋俊彦 トウキワムトツカクミコヨコタリュウチカラヒアキ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		石炭液化反応における水の添加効果（各種エーテル類を石炭モデル化合物とした加水分解反応） セキタンエキカハンノウミズテンカコウカカクシュルイセキタンカゴウブツカスイブンカイハンノウ		Effect of Water Addition on Coal Liquefaction (Hydrothermal Reaction of Ethers as Coal Model Compounds)		応用分子化学科
応用分子化学科
総合科学研究所 オオソウゴウカガクケンキュウジョ		専任講師
助手
教授 セジョキ		古川茂樹
岡田昌樹
鈴木庸一 フルカワオカダスズキ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		Ettringite 型固溶体結晶の化学組成の簡易推定法の提案 ガタカタトカラダケッショウカガククミセイカンイスイテイホウテイアン		A Suggestion of Simple Estimation Method for Chemical Composition of Isostructual Solid Solutions with the Ettringite Structure		応用分子化学科
応用分子化学科 オオ		専任講師
教授 セキ		田中  智
町長  治 タナカマチナガ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		ブートストラップ電流に対する径方向の拡散方程式 デンリュウタイケイホウコウカクサンホウテイシキ		Radial Diffusion Equation for Bootstrap Current Density in the Presence of Fluctuations		教養・基礎科学系 キ		教授 キ		田口政義 タグチ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		分数階微分の差分化 ブンスウカイビブンサブンカ		Discretization of Fractional Derivative		教養・基礎科学系 キ		准教授 ジュン		永井　敦 ナガイ

		40		2		reserved-39436x1F		研究ノート		3-D CAD ソフトウェアを利用した図形科学カリキュラムの構築 リヨウズケイカガクコウチク		Construction of Curriculum for Graphic Science with 3-D CAD Software		教養・基礎科学系 キ		准教授 ジュン		今淵正恒 イマブチ

		40		2		reserved-39436x1F		資料		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅴ） ‐孔のない錫箔上の電場 ‐ スズハクウエヒトシデンイセンジゲンウズリュウコウ		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅴ) -Electric Field on the Foil with no Hole-		教養・基礎科学系 キ		准教授 ジュン		百木悟郎 モモキ

		40		1		reserved-39253x1F		論文 ロンブン		破壊履歴を有する鉄筋コンクリート部材の繊維シート補強効果に関する研究		Experimental Study on Effect of Application of Aramid Fiber Sheet on Strengthening of RC Beams under Failure-Hysteresis		土木工学科
土木工学科
土木工学科
生産工学部		助教授
教授
教授
ポスト・ドクター研究員		澤野利章
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阿部  忠
水口和彦

		40		1		reserved-39253x1F		論文 ロンブン		日米の郊外建売住宅・団地の成立過程に関する比較研究		Comparative Study of Japan and United States Concerning Growing Process of Ready-Built Houses and Housing Developments in the Suburb		建築工学科		教授		曽根陽子 ソネ

		40		1		reserved-39253x1F		研究ノート ケンキュウ		フェナントロリンを含む銅フタロシアニンデンドリマー集合化薄膜の分子配向性		Molecular Orientation of Copper Phenanthroline-Phthalocyanine Dendrimer Thin Films by Self-Assembly		応用分子化学科
東洋ガラス株式会社		助教授
―		平松秀夫
海老原保興

		40		1		reserved-39253x1F		研究ノート ケンキュウ		地域貢献プロジェクト型インターンシップの一考察		A Study on the Project Type Internship for Contribution to the Regional Economy		マネジメント工学科		教授		小田部明 オタベアキラ

		40		1		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		生体（指紋）認証を用いた出席管理システム		Student Attendance Management by Biometric (Finger-Print) Recognition		マネジメント工学科		教授		伊藤邦夫 イトウ

		40		1		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅳ） ‐有限迎え角のカルマン・トレフツ翼 ‐		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅳ) -Karman-Trefftz Wing with Finite Angle of Attack-		教養・基礎科学系		助教授		百木悟郎

		40		1		reserved-39253x1F		資料 シリョウ		中島９１式戦闘機の調査（その４） ナカジマシキセントウキチョウサ		A Research on Nakajima Type91 Fighter Plane.（Part４）		ソラン（株）宇宙システム事業部
教養・基礎科学系		―
助教授		横川裕一
三野正洋 ヨコカワユウイチミノ

		39		2		reserved-39071x1F		論文		歯列矯正時における応力状態把握のための有限要素モデルの検討		Study on Finite Element Modeling for Stress Analysis in Orthodontics Treatment		機械工学科
歯学部
東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社
松本歯科大学歯学部
機械工学科
機械工学科 キシガクブトウシバカブシキガイシャマツモトシカダイガクシガクブキキ		専任講師
助手
―
教授
専任講師
教授 センニンコウシジョシュキョウジュセンニンキョウジュ		村田  守
中嶋　昭
櫻田尋基
新井嘉則
西  恭一
坂井卓爾

		39		2		reserved-39071x1F		論文		メカニカルアロイング法と放電プラズマ焼結法で作製したアルミニウム-ホウ化物系複合材料の構成相と機械的強度特性		Constituent Phases and Mechanical Properties of Al-Boride Composite Materials Produced by Mechanically Alloyed and Spark Plasma Sintering Processes		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キキキ		専任講師
教授
教授 センニンキキ		久保田正広
金子純一
菅又  信

		39		2		reserved-39071x1F		論文		燃料蒸気―空気予混合気中に置かれた燃料液滴列の燃焼		Combustion of Fuel Droplet Array in Fuel Vapor-Air Mixtures		機械工学専攻
機械工学科
機械工学科 キカイコウガクセンコウキキ		博士前期課程2年
助教授
教授 カテイジョキ		菅沼祐介
野村浩司
氏家康成

		39		2		reserved-39071x1F		論文		垂直断層近傍に埋設されたメッシュ電極の接地特性		Ground Property of Mesh Electrode Buried Near Vertical Fault		電気電子工学科
東京電力株式会社 デトウキョウデンリョクカブシキガイシャ		助教授
― ジョ		蒔田鐵夫
鈴木秀也

		39		2		reserved-39071x1F		論文		ニューハイブリッド空力振動法による三次元正方形角柱の空力振動特性に関する研究		Study on Characteristics of Aerodynamic Vibration of a Square Prism in Three-Dimensional Flow by means of New Hybrid Aerodynamic Vibration Technique		建築工学専攻
建築工学科 ケコウガクセンコウケ		博士前期課程2年
助教授 カテイジョ		名波　航
神田  亮

		39		2		reserved-39071x1F		論文		パブリックアートのデータベース化と維持管理に関する国際比較研究		Study on Database Creation of the Public Art and the Comparison of Japanese and Foreign Countries' Management		建築工学科
文際アートカレッジ ケブンギワ		助手
― ジョシュ		田中  遵
工藤淳子

		39		2		reserved-39071x1F		論文		キャピラリーガスクロマトグラフィーによる多環芳香族炭化水素（PAHs）の分離を指向したカリックス［4］アレーンポリシロキサン固定相の開発		Development of Calix[4]arene Polysiloxane Stationary Phases for Separation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs) by Capillary Gas Chromatography		応用分子化学科
工業化学専攻
富士アミド株式会社
応用分子化学科 オコウギョウカガクセンコウフジカブシキガイシャオ		非常勤講師
博士前期課程2年
―
教授 ヒハクシゼンキカテイネンキョウジュ		佐々木保之
村田俊一
小泉奈緒子
清水正一

		39		2		reserved-39071x1F		論文		グラファイトおよびグラファイト層間化合物C₆Ca		Graphite and Graphite Intercalation Compound C₆Ca		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
筑波大学物質工学系 キキツクバダイガクブッシツコウガクケイ		専任講師
教授
助教授 センニンキジョ		加藤正人
成田信男
鈴木修吾

		39		2		reserved-39071x1F		研究ノート		応力法による立体トラスの有限変位応力解析に関する研究		Study on Stress Analysis with Finite Displacements of Pin-Jointed Space Truss by Stress Method		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケケケコウガクセンコウ		専任講師
教授
博士前期課程2年 セキョウジュハクシゼンキカテイネン		川島  晃
花井重孝
加藤博明

		39		2		reserved-39071x1F		研究ノート		離散評点を用いた評価法の研究-AHPとDEAを融合した意思決定法-		Evaluation Methodology based on Discrete Scoring -Decision Making Combining AHP and DEA-		数理情報工学科 ス		助教授 ジョ		大澤慶吉

		39		2		reserved-39071x1F		資料		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅰ）‐円柱周りの流れと円形孔の周りの電場‐		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅰ) - The Flow around a Cylinder and the Electric Field around a Circular Hole -		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		百木悟郎

		39		2		reserved-39071x1F		資料		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅱ）‐等角写像とジューコフスキー翼型‐		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅱ) - The Conformal Mapping and the Joukowskii’s Wing -		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		百木悟郎

		39		2		reserved-39071x1F		資料		錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅲ）‐カルマン・トレフツ変換‐		A Comparison of Electric Equi-Potential Lines on a Thin Tin Foil with the 2-Dimensional Irrotational Flow(Ⅲ) -Karman-Trefftz Transformation-		教養・基礎科学系 キ		助教授 ジョ		百木悟郎

		39		2		reserved-39071x1F		資料		中島九一式戦闘機の調査（その３）		A Research on Nakajima Type91 Fighter Plane.（Part3）		元自動車機器株式会社技術部
教養・基礎科学系 モトジドウシャキキカブシキカイシャギジュツブキ		―
助教授 ジョ		嵯峨　弘
三野正洋

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		パイプ状肉盛金属を用いた5052アルミニウム合金摩擦肉盛材の特性		Characteristics of Friction Surfaced 5052 Aluminum Alloy using Pipe Shape Coating Material		機械工学科
機械工学科
機械工学科
古河スカイ株式会社 キキキフルカワカブシキガイシャ		教授
教授
教授
― キョウジュキョウジュキョウジュ		時末  光
加藤数良
朝比奈敏勝
牛山俊男

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		小型落下塔を利用した超臨界雰囲気中の燃料液滴蒸発に関する研究		A Study on Fuel Droplet Evaporation in Supercritical Environments Using a Small Drop Tower		機械工学科
応用分子化学科
機械工学科
応用分子化学科 キオキオ		助教授
助教授
教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		野村浩司
辻  智也
氏家康成
日秋俊彦

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		アルコール燃料液滴の放射加熱蒸発		Droplet Evaporation of Alcohol Fuel by Radiative Heating		機械工学専攻
機械工学科
機械工学科 キカイコウガクセンコウキキ		博士前期課程2年
助教授
教授 カテイネンタス		瀧川仁志
野村浩司
氏家康成

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		RFマグネトロンスパッタ法による光触媒活性を有するTiO₂薄膜の特性評価		Characterization of Photocatalytic TiO₂ Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering Method		電気工学専攻
電気電子工学科
電気電子工学科 デンキコウガクセンコウデデ		博士前期課程2年
助教授
教授 カテイタス		早川孝宏
新妻清純
移川欣男

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		Zn，AlおよびZn-Al合金溶射皮膜の耐候性評価－12年間大気暴露試験結果の考察－		Evaluation for Resistance of Thermal Sprayed Coatings to Zn，Zn-Al Alloy and Al against Atmospheric Corrosion －Analysis on Results of Exposure Test for 12 Years －		管理工学科
すずき技術士事務所
北村技術事務所
石川技術士事務所 カギジュツシジムショキタムラギジュツジムショイシカワギジュツシジムショ		助教授
―
―
― ジョキョウジュ		塗谷紘宣
鈴木紹夫
北村義治
石川量大

		39		1		reserved-38888x1F		論文 ロンブン		電気加熱式原子吸光分析法による微量マンガンの定量に関する基礎的研究		Fundamental Study on the Determination of Trace Amounts of Manganese by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry		教養・基礎科学系
アイレジン株式会社
応用分子化学科
応用分子化学科
応用分子化学科
応用分子化学科
教養・基礎科学系 キカブシキガイシャオオオオキ		助教授
―
専任講師
教授
助手
教授
非常勤講師 ジョキョウジュセンニンコウシキョウジュジョシュキョウジュヒジョウキンコウシ		南澤宏明
濱野悦子
田中  智
町長  治
齋藤和憲
渋川雅美
新井信正

		39		1		reserved-38888x1F		研究ノート ケンキュウ		周期的な入力に対するフォトリフラクティブBaTiO₃結晶の応答特性について		Study on the Transient Response of Photorefractive BaTiO₃ Crystal by Using Periodic Input Incident Light		電気電子工学科
電気電子工学科		助教授
教授		黒岩  孝
松原三人

		39		1		reserved-38888x1F		資料 シリョウ		中島91式戦闘機の調査 (その2)		A Research on Nakajima Type 91 Fighter Plane . (Part 2)		㈱ソラン宇宙システム事業部
教養・基礎科学系 ウチュウジギョウブ		―
専任講師		横川裕一
三野正洋

		38		2		reserved-38706x1F		論文		マグネシウム合金パルスYAGレーザ溶接部の諸性質		Some Characteristics of Pulsed YAG Laser Welds of Magnesium Alloys		機械工学科
機械工学科
日鉄化工機株式会社
セントラル自動車株式会社 キキニッテツカコウキカブシキガイシャジドウシャカブシキガイシャ		教授
教授
―
―
 キョウジュキョウジュ		朝比奈敏勝
時末　光
伊藤久敬
田口成一　　

		38		2		reserved-38706x1F		論文		鉄筋コンクリート床版の押抜きせん断耐力に関する研究		Study on Punching Shear Load-Carrying Capacity of RC Slab		土木工学科 ド		助教授 ジョキョウジュ		阿部  忠 アベ

		38		2		reserved-38706x1F		論文		放水ピット内における気泡混入と水面変動特性に関する実験的検討		Experimental Study of Air Entrainment and Fluctuation of Water Surface in Outlet Pit		土木工学科
土木工学専攻
土木工学科
大学院総合科学研究科 ドドボクコウガクセンコウドダイガクインソウゴウカガクケンキュウカ		助教授
博士前期課程2年
教授
教授 ジョキョウジュハクシゼンキカテイネンキョウジュキョウジュ		落合  実
上村和弘
遠藤茂勝
和田  明

		38		2		reserved-38706x1F		論文
（英文） エイブン		抗酸菌から抽出したαおよびケト型ミコル酸の分子凝集解析		Analysis of Molecular Aggregation of α-and Keto-Mycolic Acids Extracted from Acid-Fast Mycobacteria		応用分子化学科 オ		助教授		長谷川　健 ハセガワ

		38		2		reserved-38706x1F		論文		ヒドロキシアパタイトとその前駆体結晶の構造類似性		Similarity of Crystal Structure between Hydroxyapatite and Its Precursor Crystal		応用分子化学科
応用分子化学科 オオ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		田中  智
町長  治

		38		2		reserved-38706x1F		論文		キトサン修飾した天然ゼオライトによるPｂ(II)の吸着挙動		Adsorption Behavior of Pb(II) onto Natural Zeolite Functionalized with Chitosan		教養・基礎科学系
応用分子化学科
応用分子化学科
応用分子化学科
応用分子化学科
教養・基礎科学系 キオオオオキ		助教授
助手
教授
専任講師
教授
非常勤講師 ジョキョウジュジョシュキョウジュセンニンコウシキョウジュヒ		南澤宏明
齋藤和憲
渋川雅美
田中  智
町長  治
新井信正

		38		2		reserved-38706x1F		研究ノート		チオシアン酸イオンとマスキング剤を用いたポリエチレングリコール／硫酸ナトリウム水性二相抽出による金属イオンの選択的分離		Selective Separation of Metal Ions by Aqueous Polyethylene Glycol-Sodium Sulfate Biphasic Extraction with Thiocyanate Ion and Some Masking Agents		応用分子化学科
教養・基礎科学系
応用分子化学科
千葉県薬剤師会検査センター
キョーワ工業株式会社
工業化学専攻 オキオチバケンヤクザイシカイケンサコウギョウカブシキカイシャコウギョウカガクセンコウ		教授
助教授
助手
―
―
博士前期課程2年 キョウジュジョキョウジュジョシュハクシゼンキカテイネン		渋川雅美
南澤宏明
齋藤和憲
塩澤広嗣
小峰圭介
清水真吾

		38		2		reserved-38706x1F		研究ノート		ストキャスティックな磁力線の統計的性質を記述する新しい試み		A New Approach to Statistical Description of Stochastic Magnetic Field Lines		教養・基礎科学系 キ		教授 キョウジュ		田口政義

		38		2		reserved-38706x1F		資料 シリョウ		中島91式戦闘機の調査 (その1)		A Research on Nakajima Type 91 Fighter Plane . (Part 1)		教養・基礎科学系 キ		専任講師		三野正洋 ミノ

		38		1		reserved-38523x1F		論文		メカノケミカル・プロセスによるマグネシウム基粒子分散複合材料の創成		Fabrication of Magnesium-Particulate Composites by Mechanochemical Processing		生産工学部
機械工学科
機械工学科 セイサンコウガクブキキ		研究員（機械工学科）
教授
教授 ケンキュウインキカイコウガッカキョウジュキョウジュ		山崎晃弘
金子純一
菅又　信

		38		1		reserved-38523x1F		論文		黒鉛鋳鋼の機械的性質，組織および溶接性に及ぼすNiの影響		Effect of Ni on the Mechanical Property, Microstructure and Weldability of Graphite Cast Steel		機械工学科
機械工学科
電気電子工学科
生産工学部
機械工学科 キキデセイサンコウガクブキ		教授
教授
助教授
ポスト・ドクター研究員
教授 キョウジュキョウジュジョキョウジュケンキュウインキョウジュ		星野和義
大久保通則
新妻清純
中川一人
大谷利勝

		38		1		reserved-38523x1F		論文		中国における交通環境改善のための交通流シミュレータ構築に関する基礎的研究		Fundamental Research on Construction of Traffic Simulator for Improvement of Traffic Environment in China		機械工学科
機械工学科
韓国・全南大学交通研究所
管理工学科
理工学部機械工学科
機械工学科
機械工学科
理工学部機械工学科
中国・清華大学土木工学科
中国・清華大学建築工学科
中国・清華大学交通研究所 キキガクカキカイコウガッカキキキガクドガクケガクコウツウケンキュウジョ		教授
助手
研究員
教授
教授
教授
専任講師
専任講師
教授
専任講師
研究員 キョウジュジョシュケンキュウインキョウジュキョウジュキョウジュセンニンコウシセンニンコウシキョウジュセンニンコウシケンキュウイン		景山一郎
栗谷川幸代
任　炯垠
堀江良典
堀内伸一郎
綱島  均
西  恭一
関根太郎
Lixin Miao
Jin-yu Duan
Yang Xinmiao アキ

		38		1		reserved-38523x1F		論文		強力音場中の放電ストリーマの挙動		Behavior of Discharge Streamers in High-Intensity Acoustic Wave Field		電気電子工学科
電気電子工学科
電気電子工学科
東京歯科大学衛生学教室 デデデトウキョウシカダイガクエイセイガクキョウシツ		助教授
専任講師
専任講師
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシセンニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫　　　　　　   　大塚哲郎
宮島  毅
須山裕之

		38		1		reserved-38523x1F		論文		液滴の超音波浮揚		Ultrasonic Levitation of Liquid Droplets		電気電子工学科
電気電子工学科 デデ		専任講師
助教授 センニンコウシジョキョウジュ		大塚哲郎
中根偕夫　　　　　　   　

		38		1		reserved-38523x1F		論文		ハイブリッド振動法の制御アルゴリズムに関する研究-無条件安定と等価な陽的積分法-		Study on Control Algorithm for Hybrid Vibration Technique-Explicit Integration Scheme Equivalent to Unconditionally Stable-		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻
建築工学科 ケコウガクカコウガクセンコウケ		助教授
学部4年
博士前期課程1年
教授 カテイ		神田  亮
扇谷匠己
矢作　貴
丸田榮藏

		38		1		reserved-38523x1F		論文		高層建物を対象としたニューハイブリッド振動実験システムの開発		Development of New Hybrid Vibration Experimental System for Super-High-Rise Buildings		有限会社WindStyle
建築工学科
建築工学専攻
建築工学科 ユウゲンガイシャケコウガクセンコウケ		代表取締役
助教授
博士前期課程2年
教授 ダイヒョウトリシマリヤクジョキョウジュハクシゼンキカテイネンキョウジュ		松山哲雄
神田  亮
平田和也
丸田榮藏

		38		1		reserved-38523x1F		研究ノート		JIS標準色票を用いた評価実験による影の中の照度変化に対する物体色の見えについて		Object-Color Appearance to Variations in Illuminance within the Shadow by Evaluation Experiment Using JIS Standard Color Chips		電気電子工学科
電気電子工学科 デデ		専任講師
教授 センニンコウシキ		内田  暁
大谷義彦

		38		1		reserved-38523x1F		研究ノート		人工衛星リモートセンシングを用いた海岸クロマツ林の生育評価		Monitoring Growth in Coastal Black Pinus Grove Using a Landsat TM Time Series		土木工学科
土木工学科
総合科学研究所
国立科学博物館 ドド		助教授
教授
教授
植物第一研究室長 ショクブツダイイチケンキュウシツチョウ		工藤勝輝
藤井壽生
西川  肇
近田文弘

		37		2		reserved-38341x1F		論文 ロンブン		3DX Multi Image Micro CTにおける三次元画像再構成		3-Dimensional Image Re-Construction for 3DX Multi Image Micro CT		機械工学科
理学電機株式会社
機械工学専攻
松本歯科大学歯科独立研究科 キリガクデンキカブシキガイシャキカイコウガクセンコウマツモトシカダイガクシカドクリツケンキュウカ		教授
―
博士前期課程2年
助教授 キョウジュハクシゼンキカテイネンジョキョウジュ		綱島  均
山田鮎太
金成穂積
新井嘉則

		37		2		reserved-38341x1F		論文 ロンブン		強力定在波音場中の放電の挙動の機構		Mechanism of Discharge Phenomena in High-Intensity Ultrasound Standing Wave Field		電気電子工学科
電気電子工学科
電気電子工学科 デデデ		助教授
専任講師
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫　　　　　　   　
宮島  毅
大塚哲郎

		37		2		reserved-38341x1F		論文 ロンブン		炭素繊維シート補強と鉄筋コア・アンカー型補強を併用した鉄筋コンクリートはりの補強効果		Rehabilitation Effect of RC Beam Strengthening   with CFS and Core-in Anchored Rebar		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
総合科学研究所
土木工学科 ドドドボクコウガクセンコウド		助教授
教授
博士後期課程3年
教授
助教授 ジョキョウジュキョウジュカテイキョウジュジョキョウジュ		阿部  忠
木田哲量
高野真希子
加藤清志
澤野利章

		37		2		reserved-38341x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ガラス製耐圧可視型セルを用いた２成分多相系沸点測定装置の開発		Design of an Apparatus for Bubble Point Pressure of　Multi-Phase Binary Systems Using A Pressure Resistance Glass Cell		応用分子化学科
応用分子化学科 オオ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		辻  智也
日秋俊彦

		37		2		reserved-38341x1F		論文 ロンブン		厚膜技術を用いた煙センサの試作		A New Smoke Sensor Using Thick Film Technology		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キキキ		教授
教授
教授 キョウジュキョウジュキ		阿部　治
兼房慎二
新田正義

		37		2		reserved-38341x1F		研究ノート ケンキュウ		ニューハイブリッド振動法による構造物の空力振動シミュレーションに関する研究		Study on Simulation for Aerodynamic Vibration of Structures by means of New Hybrid Vibration Technique		建築工学科 ケ		助教授 ジョキョウジュ		神田  亮

		37		2		reserved-38341x1F		資料 シリョウ		光沢を有する曲面物体の反射特性の推定について		The Estimation of Reflectance Characteristics of Glossy Curved Object		電気電子工学科
電気電子工学科 デデ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		池本直隆　 
 磯村　稔

		37		1		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		静荷重・走行荷重を受けるCFS補強RCはりの補強効果および力学性状に関する研究		Mechanical Properties and Reinforcement Effect of RC Beam with CFS under Static and Running Loads		土木工学科
土木工学科
土木工学科
生産工学部
総合科学研究所 ドドドセイサンコウガクブソウゴウカガクケンキュウトコロ		助教授
教授
助教授
研究員（土木工学科）
教授 ジョキョウジュジョキョウジュケンキュウインドボクコウガッカキョウジュ		阿部  忠
木田哲量
澤野利章
水口和彦
加藤清志

		37		1		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		下水道施設におけるコンクリート腐食測定方法に関する実験的検討		Experimental Study on Corroded Layer on Concrete Surface at the Sewerage Facilities
-Based on Newly Measurement Methodology-		土木工学科
土木工学科
電気電子工学科
教養・基礎科学系 ドドデキ		助手
教授
教授
非常勤講師 ジョシュキョウジュキョウジュヒジョウキンコウシ		保坂成司
大木宜章
磯村  稔
関根  宏

		37		1		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		再生骨材コンクリートを用いた梁部材の付着特性に及ぼす側面被り厚さの影響		The Influence of Thickness of Side Cover Concrete on Bond Characteristics of Beams with Recycled Aggregate Concrete		建築工学科
建築工学科 ケケ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		師橋憲貴
櫻田智之

		37		1		reserved-38158x1F		論文 ロンブン		キャピラリーガスクロマトグラフィー固定相としてのカリックス［4］アレーンポリシロキサンの合成とその評価		Preparation and evaluation of calix[4]arene-polysiloxane to be used as a stationary phase for capillary gas chromatography		応用分子化学科
東京化成工業株式会社
応用分子化学科 オトウキョウカセイコウギョウカブシキガイシャオ		助教授
―
助教授 ジョキョウジュジョキョウジュ		佐々木保之
岡崎隼子
清水正一

		37		1		reserved-38158x1F		リポート		北欧における循環型社会に関する調査		Survey of Circulative Societies in the North Europe		管理工学科 カ		教授 キョウジュ		伊藤邦夫

		36		2		reserved-37975x1F		論文		スポーツ照明において生じる影の定量評価に関する基礎的検討		Fundamental examination of quantitative evaluation of shadow under sports lighting		電気電子工学科
栗原工業株式会社
電気電子工学科 デクリハラコウギョウカブシキガイシャデ		助手
―
教授 ジョシュキョウジュ		内田  暁
髙橋賢一郎
大谷義彦

		36		2		reserved-37975x1F		論文		沿岸集落における空間構成の入れ子構造に関する研究
－集落の空間的特性と個体間の「距離感覚」の関係性－		A Study Regarding the “Ireko” Structure of Spatial Composition in Coastal Villages 
-The Relationship between Spatial Characteristics and “Distance Sense” among Individuals of the Villages-		建築工学専攻
建築工学科 ケンチクコウガクセンコウケ		博士後期課程1年
教授 カテイキョウジュ		山本健司
宮崎隆昌

		36		1		reserved-37792x1F		論文		人間・自動車・環境系における精神負担評価モデルの構築
に関する研究		Study on Construction of Evaluation model for the Mental Work Load in the human-vehicle-environment system		機械工学科
機械工学科 キキ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		栗谷川幸代
景山一郎

		36		1		reserved-37792x1F		論文		メカニカルグラインディング法と放電プラズマ焼結法による工業用純アルミニウムの特性		Properties of pure Al produced by mechanical grinding and spark plasma sintering process		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キキキ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		久保田正広
金子純一
菅又   信

		36		1		reserved-37792x1F		論文		同種および異種アルミニウム合金摩擦肉盛材の諸性質		Some Characteristics of the Friction Surfaced Deposit using Combined Similar and Dissimilar Aluminum Alloys		機械工学科
機械工学科
機械工学科
昭和電工株式会社 キキキショウワデンコウカブシキガイシャ		教授
教授
教授
― キョウジュキョウジュキョウジュ		時末   光
加藤数良
朝比奈敏勝
崎浜秀和

		36		1		reserved-37792x1F		論文		電解処理汚泥を用いた臭気除去時における吸着現象の解明		A Clarification of the Phenomenon of Adsorption during the Odor Reduction Using Electrolytically Treated Sludge		土木工学専攻

土木工学科
教養・基礎科学系
川商ジェコス株式会社 ドボクコウガクセンコウドキカワショウカブシキガイシャ		博士後期課程3年
（現　土木工学科研究員）
教授
助教授
開発研究員 カテイキョウジュジョキョウジュカイハツケンキュウイン		高橋岩仁

大木宜章
関根   宏
大松沢季宏

		36		1		reserved-37792x1F		論文		コンクリートの実用せん断強度の定式化とRCはりのせん断圧
縮破壊強度算定への適用性		Formulation ｏｆ Ｐｒａｃｔｉｃａｌ Shear Strength of Concrete and its Applicability to Shear-Compression Failure Type RC Beams		土木工学専攻
土木工学科
総合科学研究所
土木工学科
浅野工学専門学校建築工学科 ドボクコウガクセンコウドソウゴウカガクケンキュウジョドアサノコウガクアツムモンガッコウケンチクコウガッカ		博士後期課程1年
教授
教授
助教授
教授 ハクシコウキカテイネンキョウジュキョウジュジョキョウジュキョウジュ		高野真希子
木田哲量
加藤清志
阿部   忠
加藤直樹

		36		1		reserved-37792x1F		論文		ケイ皮酸誘導体の固相光化学反応に関する置換基効果		Substituent Effect of Solid-State Photochemistry of Cinnamic Acid Derivatives		応用分子化学科
ユーサンガスケット株式会社
工業化学専攻 オカブシキガイシャコウギョウカガクセンコウ		教授
元副手
博士後期課程2年 キョウジュモトフクシュハクシコウキカテイネン		杉山邦夫
高柳　 宙
野口絵里子 スギヤマクニオタカヤナギチュウノグチエリコ

		36		1		reserved-37792x1F		研究ノート ケンキュウ		定在波音場中の高気圧グロー放電　　 サダザイハオトバチュウコウキアツホウデン		High-pressure Glow Discharge in Standing Wave Field		電気電子工学科
電気電子工学科
千葉工業大学大学院工学研究科電気電子工学専攻 デデチバコウギョウダイガクダイガクインコウガクケンキュウカデンキデンシコウガクセンコウ		専任講師
専任講師
博士後期課程？年
 ハクシコウキカテイネン		中根偕夫
宮島   毅
寺西研二
 ナカネカイオットミヤジマタケシテラニシケンジ

		36		1		reserved-37792x1F		研究ノート ケンキュウ		水晶発振器への音の影響　　 スイショウハッシンキオトエイキョウ		Effect of Sound wave on a Crystal Oscillator		電気電子工学科
電気電子工学科
千葉工業大学大学院工学研究科電気電子工学専攻 デデチバコウギョウダイガクダイガクインコウガクケンキュウカデンキデンシコウガクセンコウ		専任講師
専任講師
博士後期課程？年
 ハクシコウキカテイネン		中根偕夫
宮島   毅
寺西研二
 ナカネカイオットミヤジマタケシテラニシケンジ

		35		2		reserved-37610x1F		論文 ロンブン		静荷重および移動荷重を受ける有効高が低いRCはりの終局曲げ耐力		Flexural Load-Carrying Capacity of RC Beams with Low Effective Depth under Static Load and Movable Load		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドドドド		助教授
教授
助教授
研究所教授 ジョキョウジュキョウジュジョキョウジュケンキュウジョキョウジュ		阿部  忠
木田哲量
澤野利章
加藤清志

		35		2		reserved-37610x1F		研究ノート ケンキュウ		痴呆性高齢者グループホームの立地環境及び住空間構成に関する研究
（千葉県内のグループホームにおけるケーススタディ）　　		Study on Siting Conditions and Residential Space Configuration for Group Homes for the Elderly People with Dementia
(Case Study on the Group Home in Chiba Prefecture)		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケケケンチクコウガクセンコウ		副手
教授
博士前期課程2年 フクシュキョウジュハクシゼンキカテイネン		染谷佐登子
川岸梅和
半沢英里子

		35		1		reserved-37427x1F		論文 ロンブン		メッシュデータによる東京湾臨海部・土地利用クラスターの特性と変遷に関する研究 トウキョウワンリンカイブトチリヨウトクセイヘンセンカンケンキュウ		A Study on Characteristics and Changes of the Land Use Clusters in Tokyo Bay Coastal Zone		建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻
（現　株式会社環境形成研究所） ケコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウゲンカブシキガイシャケンキュウジョ		教授
博士前期課程1年
博士後期課程3年
 キョウジュハクシゼンキカテイネンカテイ		宮崎隆昌
横堀純子
中澤公伯
 ミヤザキヨコボリジュンコナカザワコウハク

		35		1		reserved-37427x1F		研究ノート ケンキュウ		グロー放電の特性に及ぼす強力音波の影響　 キョウリョクハ		Influence of High-intensity Sound on Glow Discharge		電気電子工学科
電気電子工学科
電気電子工学科 デンキデデンシコウガッカデデンシコウガッカ		専任講師
専任講師
専任講師 センニンコウシセンニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫
宮島  毅
大塚哲郎 ナカネカイオットミヤジマタケシオオツカ

		35		1		reserved-37427x1F		資料 シリョウ		サーモグラフィー法の観測時における外的ノイズの熱画像への影響について　　		Influence of External Noise on Thermal Image During Observation by Thermography Method		土木工学科
土木工学専攻
中央工学校土木測量部土木建設科 ドコウガッカドコウガクセンコウチュウオウコウガッコウドボクソクリョウブドボクケンセツカ		教授
博士前期課程1年
専任講師 キョウジュカテイセンニンコウシ		柳内睦人
三星智典
金光寿一

		34		2		reserved-37245x1F		論文 ロンブン		走行振動試験装置の性能検証に関わるRCはりの走行実験研究 ソウコウシンドウシケンソウチセイノウケンショウカカソウコウジッケンケンキュウ		Experimental Research of  RC Beam's Mechanical Characteristic Under the Running Loads in Order to Inspect the Performances of the Running Vibration-Load Test Unit		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
苫小牧高等専門学校環境都市工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカコウガクセンコウトマコマイコウトウセンモンガッコウカンキョウトシコウガッカ		助教授
教授
助教授
博士後期課程3年
助手 ジョキョウジュキョウジュジョキョウジュハクシコウキカテイネンジョシュ		阿部  忠
木田哲量
澤野利章
水口和彦
近藤　祟 アベチュウキタテツリョウサワノトシアキミナクチカズヒココンドウタタ

		34		2		reserved-37245x1F		論文 ロンブン		圧縮載荷によるコンクリートの実用せん断強度決定法に関する研究 アッシュクミツルニジツヨウダンキョウドケッテイホウカンケンキュウ		Practical Determination Method for Shear Strength of Concrete by Virtue Compression Loading		土木工学専攻
土木工学科
土木工学科
土木工学科
浅野工学専門学校建築工学科 ドコウガクセンコウドコウガッカドコウガッカドコウガッカアサノコウガクセンモンガッコウケンチクコウガッカ		博士前期課程？年
教授
助教授
教授
教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		高野真希子
木田哲量
阿部  忠
加藤清志
加藤直樹 タカノマキコキタテツリョウアベチュウカトウキヨシカトウナオキ

		34		2		reserved-37245x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ハイブリット振動法を用いた超高層建物の風荷重による弾塑性挙動に関する研究 シンドウホウモチチョウコウソウタテモノカゼカジュウタマソセイキョドウカンケンキュウ		Study of Elasto-Plastic Behavior of Tall Buildings under Wind Loading by means of Hybrid Vibration Technique		建築工学科
大林組技術研究所
大林組設計本部
建築工学科 ケコウガッカオオバヤシグミギジュツケンキュウジョオオバヤシグミセッケイホンブケコウガッカ		助教授
流体研究室室長
主任
教授 ジョキョウジュリュウタイケンキュウシツシツチョウシュニンキョウジュ		神田  亮
川口彰久
小泉達也
丸田榮藏 カンダリョウカワグチアキヒサコイズミタツヤ

		34		2		reserved-37245x1F		研究ノート ケンキュウ		音場中での電気放電の様子
－各種ガス質での場合－　　 オトバチュウデンキホウデンヨウスカクシュシツバアイ		Behavior of Electrical Discharge at Sound Wave Field
－Case of Changing Medium to Several Gases－		電気電子工学科
電気電子工学科 デンキデンキ		専任講師
専任講師 センニンコウシセンニンコウシ		中根偕夫
宮島  毅 ナカネカイオットミヤジマタケシ

		34		2		reserved-37245x1F		研究ノート ケンキュウ		マイクロ波・ミリ波ネットワークアナライザを用いた砂中金属物体の位置計測および金属溝の検出に関する基礎検討　　		A Basic Study on Determination Metal Target Location in Sands and Detection of Metal Cracks Using Microwave･Millimeter-wave Network Analyzer		電気電子工学科 デンキデンシコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		論文 ロンブン		AZ91Dマグネシウム合金ダイカスト薄板の穴あけ被削性 ゴウキンウスイタアナヒケズセイ		Drilling Machinability of Thin Plate AZ91D Magnesium Alloy Die Castings		機械工学科
機械工学科
機械工学科
管理工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカカコウガッカ		教授
教授
助教授
助教授 キョウジュキョウジュジョキョウジュジョキョウジュ		時末  光
加藤数良
朝比奈敏勝
塗谷紘宣 トキスエヒカリカトウカズヨシアサヒナヌリヤコウヨロシ

		34		1		reserved-37062x1F		論文 ロンブン		レーザ誘起蛍光法による不均一混合気場の濃度分布計測		The Concentration Distribution Measurement of Inhomogeneous Mixture Fields using Laser-Induced  Fluorescence Method		機械工学専攻
(現　株式会社寺岡精工)
機械工学科
機械工学科 キコウガクセンコウゲンカブシキガイシャテラオカセイコウキコウガッカキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		小林直樹

野村浩司
氏家康成 コバヤシナオキノムラコウジウジイエヤスナリ

		34		1		reserved-37062x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		音の粒子速度と放電の広がりの関係についての研究　 オトリュウシソクドホウデンヒロカンケイケンキュウ		Study on Relationship between Particle Velocity of Sound and Spread Width of Electric Discharge		電気工学科
電気工学科
（現　電気電子工学科） デコウガッカデコウガッカ		専任講師
非常勤講師
（元　専任講師） センニンコウシヒジョウキンコウシモトセンニンコウシ		中根偕夫
坂本　滋
 ナカネサカモトシゲル

		34		1		reserved-37062x1F		研究ノート ケンキュウ		タスク・アンビエント照明における影の中の照度変化に関する研究
－狭角型配光を有するアンビエント光源の検討－　　 ショウメイカゲナカショウドヘンカカンケンキュウキョウカクガタクバヒカリユウコウゲンケントウ		Study on Variations of Illuminance within Shadow under Task Ambient Lighting
－Considering Ambient Light with Luminous Intensity Distribution of Narrow Angle Type－		電気工学科
電気工学科
（現　電気電子工学科） デコウガッカデコウガッカゲンデンキ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		内田  暁
大谷義彦 ウチダアカツキオオタニヨシヒコ

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		カルマンフィルタによる波形予測
－株価予測の試み－　　 ハケイヨソクカブカヨソクココロ		Estimation for Signal Waveforms using Kalman Filter
－A Research of the Stock Prices Prediction－		電気工学科 デコウガッカ		非常勤講師
（元　教授） ヒジョウキンコウシモトキョウジュ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		高周波信号ベクトルに対して複素共役なベクトルを発生する電子回路の検討　　 コウシュウハシンゴウタイフクソキョウヤクハッセイデンシカイロケントウ		A Study on Electronic Circuits generating Complex Conjugate Vector of High Frequency Signal Vector		電気工学科 デコウガッカ		非常勤講師
（元　教授） モトキョウジュ		渡邊宅治

		34		1		reserved-37062x1F		資料 シリョウ		公民館50年史年表
－公民館設置開始より国庫補助終焉までの50年にみる建築計画史的研究－　　 コウミンカンネンシネンピョウコウミンカンセッチカイシコッコホジョシュウエンネンケンチクケイカクシテキケンキュウ		A Chronological Table of 50 Year's History about KOHMINKAN		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカケコウガッカ		教授
助教授
助手 キョウジュジョキョウジュジョシュ		浅野平八
藤谷陽悦
広田直行 アサノヘイハチフジタニヨウエツヒロタナオユキ

		33		2		reserved-36880x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		温度変化に応答するスマート複合材料の開発と蓄えられたエネルギーの評価 オンドヘンカオウトウフクゴウザイリョウカイハツタクワヒョウカ		Development of Smart Composites Responding to Temperature Changes and Evaluation of their Stored Energy		機械工学科
機械工学専攻
工業技術院物質工学研究所 キコウガッカキコウガクセンコウコウギョウギジュツインブッシツコウガクケンキュウジョ		教授

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ キョウジュ		邉  吾一
池谷啓夫
吉田　均 ホトリゴイチイケタニヒロオヨシダタモツ

		33		2		reserved-36880x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金の同種材および異種材を組合せた摩擦圧接継手の諸特性 ゴウキンドウシュザイイシュザイクアマサツアッセツツギテショトクセイ		Some Characteristics of Friction Welded both Similar and Dissimilar Aluminum Alloy Joints		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		加藤数良
時末  光 カトウトキスエヒカリ

		33		2		reserved-36880x1F		論文 ロンブン		鋼材で補強したコンクリート柱の力学特性 コウザイホキョウハシラリキガクトクセイ		Mechanical Characteristics of Concrete Column Reinforced by the Steel Plate		土木工学専攻
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガクセンコウドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		博士後期課程2年
教授
専任講師
専任講師 ハクシコウキカテイネンキョウジュセンニンコウシセンニンコウシ		水口和彦
木田哲量
澤野利章
阿部  忠 ミナクチカズヒコキダサワノアベ

		33		2		reserved-36880x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		非対称ポテンシャル下におけるバウンスの数値的計算法 ヒタイショウシタスウチテキケイサンホウ		Numerical Computation of Bounce under Asymmetrical Potential		教養・基礎科学系 キョウヨウ		助手 ジョシュ		中村卓史 ナカムラ

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		定在波音場中でのイオン風の観測
－シュリーレン法による可視化－　　 テイザイハオトバチュウカゼカンソクホウカシカ		Observation of Ionic Wind in Standing Sound Wave Field by Schlieren Method		電気工学科
電気工学科
（現　千葉工業大学大学院工学研究科電気工学専攻） デコウガッカデコウガッカゲンチバコウギョウダイガクダイガクインインコウガクケンキュウカデンキコウガクセンコウ		専任講師
研究生
 センニンコウシ		中根偕夫　　　　　　   　寺西研二
　

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		定在波音場中の凝集粉体の帯電の様子　　 テイザイハオトバチュウギョウシュウコナタイタイデンヨウス		Observation of Electrification of Cohered Particles in Standing Wave Field		電気工学科
電気工学科
（現　千葉工業大学大学院工学研究科電気工学専攻） デコウガッカデコウガッカゲンチバコウギョウダイガクダイガクインインコウガクケンキュウカデンキコウガクセンコウ		専任講師
研究生
 センニンコウシ		中根偕夫　　　　　　   　寺西研二
　

		33		2		reserved-36880x1F		研究ノート ケンキュウ		酵素反応を利用したキトサンからの耐水性接着剤の開発 コウソハンノウリヨウタイスイセイセッチャクザイカイハツ		Development of Water-resistant Adhesives form Chitosan Using the Enzymatic Reaction		工業化学科
メリーランド大
メリーランド大 コウギョウカガクカダイ		助教授
研究員
教授 ジョキョウジュケンキュウインキョウジュ		山田和典
陳　天虹 
Gregory F.Payne ヤマダ

		33		1		reserved-36697x1F		論文 ロンブン		沿海集落の空間特性に関する研究
（千葉県房総半島の漁村集落の実例） エンカイシュウオチクウカントクセイカンケンキュウチバケンボウソウハントウギョソンシュウラクジツレイ		The Organization of Spaces in the Coastal Villages
（In Case of Villages the Coastal Zone in Boso Peninsula, Chiba）		建築工学専攻
（現　加藤隆久都市建築事務所）
建築工学科 コウガクセンコウゲンケンチクコウガッカ		博士前期課程？年

教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュ		峰村　亮

宮崎隆昌     ミヤザキリュウショウ

		33		1		reserved-36697x1F		論文 ロンブン		自己組織を組み込んだ現代経営 ジコソシキクコゲンダイケイエイ		Today's Management Brainding with Self-Organization		元管理工学科 モトカンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋 ノモトチアキ

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		実在建築物の水平動と上下動の地震時性状に関する研究 ジツザイケンチクブツスイヘイドウジョウゲドウジシンジセイジョウカンケンキュウ		Study on the Seismic Characteristics of Horizontal and Vertical Components in the Strong Earthquake Motions of Actual Buildings		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		ミリ波を用いた凸凹のある物体の周波数領域および時間領域における画像化 ハモチデコボコブッタイシュウハスウリョウイキジカンリョウイキガゾウカ		Imaging of Rough Surface Using Millimeter Wave in Frequency and Time Domains		生産工学研究所
電気工学科 セイサンコウガクケンデンキコウガッカ		助手
非常勤講師 ジョシュヒジョウキンコウシ		今　　斎
渡邊宅治
 コンサイ

		32		2		reserved-36514x1F		論文 ロンブン		複雑性，システム方法論および診断的介入 フクザツセイホウホウロンシンダンテキカイニュウ		Complexity，Systems Methodology and Diagnostic Interventions		管理工学科 カンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋 ノモトチアキ

		32		2		reserved-36514x1F		研究ノート ケンキュウ		施設オープン化の必要性と研究意義について　　 シセツカヒツヨウセイケンキュウイギ		The Need and the Research Meaning of “the Opening”		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		広田直行 ヒロタナオユキ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		Ａｒ＋Ｎ2プラズマ中で成膜されたスーパーセンダスト（Ｉ）系薄膜の軟磁気特性に及ぼす結晶微細化効果 ナカセイマクケイハクマクナンジキトクセイオヨケッショウビサイカコウカ		Effect of Micro-crystallization on Soft Magnetic Properties in Super Sendust (I) Thin Films Prepared in Ar+N2 Plasma		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデコウガッカ		博士前期課程2年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		近藤　剛
新妻清純
移川欣男 コンドウツヨシシンツマセイジュンウツシカワキンオトコ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		窒素プラズマ照射法による鉄箔の磁気特性ならびに結晶構造におよぼす基板冷却効果 チッソテシャホウテツキンパクジキトクセイケッショウコウゾウキバンハンレイキャクコウカ		Effect of Substrate Cooling on Magnetic Properties and Crystal Structure of Iron Nitride Foils Prepared by Nitrogen Plasma Irradiation Method		電気工学専攻
電気工学科
筑波大学物理工学系
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカツクバダイガクブツリコウガクケイデンキコウガッカ		博士前期課程2年
専任講師
助教授
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシジョキョウジュキョウジュ		長山勝志
新妻清純
喜多英治
移川欣男 ナガヤマカツシシンツマセイジュンキタエイオサウツシカワキンオトコ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		トラス構造の応力解析に関する研究
（一般逆行列の応用） コウゾウオウリョクカイセキカンケンキュウイッパンギャクギョウレツオウヨウ		A Study on the Stress Analysis of Truss Structures
（Application of Generalized Inverse Matrix)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		花井重孝
川島　晃 ハナイシゲタカカワシマアキラ

		32		1		reserved-36331x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		数量化法による全国学生意識調査の分析 スウリョウカホウゼンコクガクセイイシキチョウサブンセキ		An Analysis of Student Opinions by Survey using Quantification Method		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		大澤慶吉

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		変位拘束をうける半無限帯状弾性体の応力分布の数値計算法について ヘンイコウソクハンムゲンオビジョウダンセイタイオウリョクブンプスウチケイサンホウ		On the Numerical Method Estimating the Stress Distribution of a Semi-infinite Strip with Displacement Constraints		教養・基礎科学系 キョウヨウ		専任講師 センニンコウシ		渡里　望 ワタサトノゾ

		32		1		reserved-36331x1F		論文 ロンブン		「組織」の基本的ならびに再理解のために
－“複雑性”と“関係性”の視点から－ ソシキキホンテキサイリカイフクザツセイカンケイセイシテン		For Basic Understanding and Reunderstanding ｢Organizations｣
－From the Viewpoint of “Complexity” and “Relationship”		管理工学科 カンリコウガッカ		非常勤講師 ヒジョウキンコウシ		野本千秋 ノモトチアキ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		森林土壌の保水能評価に対する衛星データの利用 シンリンドジョウホミズノウヒョウカタイエイセイリヨウ		Utilization of Satellite Data to Evaluation of Water Retentivity in forestry		土木工学科
土木工学科
国立木更津工業高等専門学校環境都市工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカコクリツキサラズコウギョウダカトウアツムモンガッコウカンキョウトシコウガッカ		助教授
専任講師
助教授
 ジョキョウジュセンニンコウシジョキョウジュ		星野佳久
工藤勝輝
大木正喜
 ホシノヨシヒサクドウカツテルオオキマサキ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		動揺抑制型ポンツーンの波浪応答特性について ドウヨウヨクセイカタハロウオウトウトクセイ		Characteristics of Wave Response of a Pontoon Type Floating Structure with Flat Plate		土木工学専攻
土木工学専攻
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガクセンコウドボクコウガクセンコウドボクコウガッカドボクコウガッカ		博士前期課程2年
博士前期課程1年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		武村　武
鈴木理仁
落合　実
遠藤茂勝 タケムラタケシスズキリジンオチアイミノルエンドウシゲルカツ

		31		2		reserved-36149x1F		論文 ロンブン		待機交替処理システムのペトリネットモデルと挙動解析 タイキコウタイショリキョドウカイセキ		Petri Net Model and Behavior Analysis of a Standby Alternative Processing System		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		亀井光雄 カメイミツオ

		31		1		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		RFスパッタ法によるFe-N薄膜の作製ならびに飽和磁化に及ぼす電力バイアス効果 ホウハクマクサクセイホウワジカオヨデンリョクコウカ		Power-Bias Effect on Preparation and Saturation Magnetization of Iron Nitride Thin Films by RF Sputtering Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		博士前期課程？年
専任講師
教授 ハクシゼンキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		鵜飼克弘
新妻清純
移川欣男 ウカイカツヒロシンツマキヨスミジュンウツカワキンヨシオ

		31		1		reserved-35966x1F		論文 ロンブン		TMRシステムの不変集合によるシステム構造解析と信頼性グラフの作成 フヘンシュウゴウコウゾウカイセキシンライセイサクセイ		Analysis of The Structure of Systems and Making Reliability Graphs by Invariant of TMR System		数理工学科 スウリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		亀井光雄 カメイミツオ

		30		2		reserved-35784x1F		論文 ロンブン		デュアルモードトラックの運動特性解析 ウンドウトクセイカイセキ		A Simulation Study on Performance of Lateral Guidance System for Dual Mode Truck		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		綱島  均
坂井卓爾 ツナシマキンサカイタクジ

		30		2		reserved-35784x1F		論文 ロンブン		習志野市におけるゾーニングマップの作成法試案に関する研究
－常時微動の高密度観測による場合－ ナラシノシサクセイホウシアンカンケンキュウジョウジビドウコウミツドカンソクバアイ		Study on the Practical Methods of Zoning Map in Narashino City
－Case of the Dense Observational Methods of the Microtremors－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		山邊克好
寺坂康成 テラサカヤスナリ

		30		1		reserved-35601x1F		論文 ロンブン		二次元走査の合成開口処理によるコンクリート材の三次元表示 ニジゲンソウサゴウセイカイコウショリザイサンジゲンヒョウジ		Three dimensional display of Ultrasonic image of a Concrete by using 2-dimensional scanning method of Synthetic aperture		電気工学科 デンキコウガッカ		助手 ジョシュ		今　　斎 コンサイ

		29		2		reserved-35419x1F		論文 ロンブン		PTVによる構造物近傍の波動流計測に関する研究 コウゾウブツキンボウハドウリュウケイソクカンケンキュウ		Study on Measurement of Wave-Induced Current Near Breakwater by use of P.T.V System		土木工学科
土木工学専攻
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウドボクコウガッカ		専任講師
博士前期課程2年
教授 センニンコウシハクシゼンキカテイネンキョウジュ		落合　実
飯田康弘
遠藤茂勝 オチアイミノルイイダヤスヒロエンドウシゲカツ

		29		2		reserved-35419x1F		研究ノート ケンキュウ		阪神大震災における避難所調査
-神戸市地域福祉センターを中心として-　　　　　　　　　　　　 ハンシンダイシンサイヒナンジョチョウサコウベシチイキフクシチュウシン		A Research of Refuges in Hanshin Earthquake Disaster
－In TIIKIFUKUSI-CENTER in Kobe City－		建築工学科
建築工学専攻
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカ		教授
博士前期課程2年
助手 キョウジュハクシゼンキカテイネンジョシュ		浅野平八
光野秀治
広田直行 アサノヘイハチヒカルノシュウジヒロタナオユキ

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		水平板による浮体の動揺制御に関する研究 スイヘイバンフタイドウヨウセイギョカンケンキュウ		Dynamic Motion Control by Horizontal Flat Plates Attached to a Pontoon		土木工学科
土木工学専攻
（現　建設省関東地方建設局）
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウゲンケンセツショウカントウチホウケンセツキョクドボクコウガッカ		専任講師


教授 センニンコウシキョウジュ		落合　実
黒沼尚史

遠藤茂勝 オチアイミノルクロヌマナオシエンドウシゲカツ

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金基複合材料摩擦圧接継手の諸性質 ゴウキンキフクゴウザイリョウマサツアツセツケイテショセイシツ		Some Characteristics of Friction Welded Joints of Aluminum Alloy Matrix Composites		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		コンクリートブロック塀の振動性状に関する研究 ヘイシンドウセイジョウカンケンキュウ		Study on the Vibration Characteristics of Actual Concrete Block Walls		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好　　　　　

		29		1		reserved-35236x1F		論文 ロンブン		路線式地域地区指定の効果に関する調査・分析
－東京都杉並区を例として－ ロセンシキチイキチクシテイコウカカンチョウサブンセキトウキョウトスギナミクレイ		A Study on the Effect of the Strip Zoning System
－The Case in Suginami Ward，Tokyo－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		廣田篤彦
坪井善道 ヒロタアツヒコツボイヨミチ

		29		1		reserved-35236x1F		資料 シリョウ		１９９５年兵庫県南部地震の被害調査
－建築物の破損状況と地振動の方向性との関係について－ ネンヒョウゴケンナンブジシンヒガイチョウサケンチクブツハソンジョウキョウジシンドウホウコウセイカンケイ		Damage Investigation of the Hyogoken-Nanbu Earthquake of 1995
－Relation between the Direction of Earthquake Motions and the Damaged Condition of Buildings－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		山邊克好
川島　晃 カワシマアキラ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		Schwarz-Christoffel変換の数値計算法 ヘンカンスウチケイサンホウ		Method of Numerical Calculation for Schwarz-Christoffel Transforms		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		助手
専任講師
非常勤講師 ジョシュセンニンコウシコウシ		秋葉正一
澤野利章
能町純雄
 アキバショウイチサワノリアキノウマチジュンオス

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		商店街のイメージ分析に関する研究 ショウテンガイブンセキカンケンキュウ		A Study on Analysis for Image of Shopping District		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		宮田智之
和田一郎 ミヤタトモユキワダイチロウ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		大都市沿海域における臨海地区の再生と更新に関する研究 ダイトシエンカイイキリンカイチクサイセイコウシンカンケンキュウ		A Basic study on the Renewal in the coastal Zone in Metropolis		建築工学科
建築工学専攻
（現　佐田建設株式会社） ケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウゲンサダケンセツカブシキガイシャ		助教授
博士前期課程？年
 ジョキョウジュハクシゼンキカテイネン		宮崎隆昌
本木基美
 ミヤザキタカマサモトキキミ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		寒冷地における地域集会施設の施設内オープンスペース
－地域施設のオープン化手法に関する基礎的研究－ カンレイチチイキシュウカイシセツシセツナイチイキシセツカシュホウカンキソテキケンキュウ		The Openspace inside The Assembly Facilities in The Cold Temperature Area
－A Study on Open Method for Regional Facilities－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		副手 フクシュ		広田直行 ヒロタナオユキ

		28		2		reserved-35053x1F		論文 ロンブン		鉛-，亜鉛-フタロシアニンを用いたガスセンサ ナマリアエンモチ		Gas Sensors Using Lead-，Zinc-Phthalocyanines		教養・基礎科学系
教養・基礎科学系 キョウヨウキョウヨウ		教授
教授 キョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義 カフサシンジニニッタマサヨシ

		28		2		reserved-35053x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量，　Ⅲ　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields，Ⅲ		教養・基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆 フクダタカシ

		28		2		reserved-35053x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		“虚二次体の岩澤λ-不変量”の訂正　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウテイセイ		Corrigendum for “Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields”		教養・基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆 フクダタカシ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		C元素を含有するFe-Si-Al-Nｉ薄膜の磁性に及ぼす熱処理の影響 ゲンソガンユウハクマクジセイオヨネツショリエイキョウ		Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Fe-Si-Al-Ni Thin Films Containing Carbon		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		小湊真一
新妻清純
移川欣男 コミナトシンイチニイヅマウツシカワキンオトコ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電による窒化鉄薄膜の表面分析 ホウデンチッソカテツハクマクヒョウメンブンセキ		Surface Analysis of Fe-N Thin Films Prepared by the Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		森田敬司
新妻清純
移川欣男 モリタケイツカサシンツマウツシカワキンオトコ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		直立透過型防波堤の水理特性に関する研究
－堤体前面水位と透過特性について－ チョクリツトウカカタボウハテイスイリトクセイカンケンキュウテイタイゼンメンスイイトウカトクセイ		Experimental Study of the Hydraulic Characteristics Vertical-Type Permeable Breakwater
－With special regard to water surface elevation and permeable characteristics－		土木工学科
土木工学専攻
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガクセンコウドコウガッカ		専任講師
博士前期課程？年
教授 センニンコウシハクシゼンキカテイネンキョウジュ		落合　実
仙波俊郎
遠藤茂勝 オチアイミノルセンバトシオロウエンドウシゲカツ

		28		1		reserved-34870x1F		論文 ロンブン		公共図書館ネットワーク形成の構成要素分析
－地域施設のネットワーク化に関する基礎的研究－ コウキョウトショカンケイシキセイコウセイヨウソブンセキチイキシセツカカンキソテキケンキュウ		Analysis of Network Constitution on the Public Library System
(A Study of the Networking of Lifelong Institution on the Regional Areas)		西日本工業大学建築学科
建築工学科
建築工学科 ニシニホンコウギョウオオガクケンチクガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
教授
 ジョキョウジュキョウジュ		井原　徹
浅野平八
若木　滋 イハラトオルアサノヘイハチワカギシゲル

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		マグネシウム合金鋳物MC２の旋削被削性に及ぼす切削条件および工具形状の影響 ゴウキンキンイモノセンサクヒサクセイオヨキサクジョウケンコウグケイジョウエイキョウ		Effects of Cutting Conditions and Tool Geometry on the Turning Machinability of Magnesium Alloy Castings MC2		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		パワーアシストシステムのインピーダンス制御に関する研究 セイギョカンケンキュウ		Basic Study on Impedance Control of Power Assist System		機械工学科
TDK株式会社
機械工学科
通産省工業技術院機械技術研究所ロボット工学部自律制御課 キカイコウガッカカブシキガイシャキカイコウガッカツウサンショウコウギョウギジュツインキカイギジュツケンキュウジョコウガクブジリツセイギョカ		専任講師
―
助教授
―
 センニンコウシジョキョウジュ		竹島正博
小林一行
大内増矩
橋野　賢
 タケシママサヒロコバヤシイッコウオオウチゾウノリハシノケン

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		空気巻き込み現象に及ぼす模型縮尺と水槽幅の影響 クウキマキコゲンショウオヨモケイシュクシャクスイソウハバエイキョウ		Effect of Model Scale and Water Tank Width on Air‐Entrainment at Free‐Surface of a Water Flow		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		落合　実
遠藤茂勝 オチアイミノルエンドウシゲカ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		フライアッシュの置換えがコンクリートの毛管浸透性に及ぼす影響 オキカモウカンシントウセイオヨエイキョウ		Influence of Fly Ash Replacement on Capillary Permeability of Concrete		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		伊藤義也　　　　　　　　　越川茂雄 イトウヨシヤコシカワシゲオ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		大スパン立体骨組の相対変位に基づく有限変位解析に関する研究
（その１．適合条件の精密化） ダイリッタイホネグソウタイヘンイモトユウゲンヘンイカイセキカンケンキュウテキゴウジョウケンセイミツカ		A Study on the Finite Deformation Analysis based on Relative Displacement of Long Space Structure
(Part 1．A Compatibility Condition with Large Deflection)		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		専任講師
教授
 センニンコウシキョウジュ		川島　晃
向後豊次
泰　　諭 カワシマアキラコウゴトヨジタイユ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		第一種住居専用地域内における路線式用途指定の効果に関する調査・分析，その２
～容積率の充足度について～ ダイイチシュジュウキョセンヨウチイキナイロセンシキヨウトシテイコウカカンチョウサブンセキヨウセキリツジュウソクド		An Analysis of the Effect of Strip Zoning Applied in Category I Exclusive Residntial District Area
－On a degree of fulfilment about an floor area ratio－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		廣田篤彦 ヒロタアツヒコ

		27		2		reserved-34688x1F		論文 ロンブン		SSMにおけるリアリティ認識 ニンシキ		Epistemology in SSM		管理工学科 カンリコウガッカ		教授 キョウジュ		野本千秋 ノモトチアキ

		27		2		reserved-34688x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量，Ⅱ　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ-invariants of Imaginary Quadratic Fields，Ⅱ		教養・基礎科学系 キョウヨウキソカガクケイ		講師 コウシ		福田　隆 フクダタカシ

		27		2		reserved-34688x1F		資料 シリョウ		カルマンフィルタによる準正弦波形及びランダム波形の予測 ジュンセイゲンハカタチオヨハケイヨソク		Estimation of Quasi-Sinusoidal or Random Waveform Using Kalman Filter		電気工学科
電気工学科
（現　日本無線株式会社勤務）　　　　　　　　 デンキコウガッカデンキコウガッカゲンニホンムセンカブシキガイシャキンム		教授
学部？生
 キョウジュガクブショウ		渡邊宅治
黒崎芳春
 クロサキヨシハル

		27		2		reserved-34688x1F		資料 シリョウ		フィラデルフィアの都市再開発・修復に関する報告（その１） トシカイハツシュウフクカンホウコク		Report on the Urban Redevelopment and Restoration of Philadelphia （Part 1)		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		川岸梅和 カワギシウメカズ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		リモートフィールド渦流試験における端末効果の検討 ウズリュウシケンタンマツコウカケントウ		Investigation of End Effect in Remote‐Field Eddy Current Testing		電気工学部
電気工学専攻
電気工学部 デンキコウデンキコウガクセンコウデンキコウガクブ		助手
博士後期課程1年
教授 ジョシュハクシコウキカテイネンキョウジュ		小山　潔
藤井　徹
星川　洋 コヤマキヨシフジイトオルホシカワヨウ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		Heプラズマ中で作製したカーボンクラスターの磁性 ナカサクセイジセイ		Magnetic Properties of Carbon Cluster Prepared in He Plasma		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿久津伸
新妻清純
移川欣男 アクツシンシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系積層膜の構造と磁性に及ぼす熱処理効果 ケイセキソウマクコウゾウジセイオヨネツショリコウカ		Effect of Heat Treatment on the Structure and Magnetic Properties of  “Super Sendust” Multilayer Thin Films		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		光村秀弘
新妻清純
移川欣男 ヒカリムラヒデヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電により処理した窒化鉄箔の磁気特性と結晶構造 ホウデンショリチッソカテツキンパクジキトクセイケッショウコウゾウ		Magnetic Property and Crystal Structure of Iron Nitride Foils Treated by the Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		下捨石宏
新妻清純
移川欣男     シタスイシヒロシシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		27		1		reserved-34505x1F		論文 ロンブン		神経感覚的作業における熟練と心身反応に関する研究 シンケイカンカクテキサギョウジュクレンシンシンハンノウカンケンキュウ		A Study on the Relationships between Skill and Psycho‐Physiological Response of Workers who are engaged in Skill‐Need Work		管理工学専攻
管理工学科 カンリコウガクセンコウカンリコウガッカ		博士後期課程？年
教授 ハクシコウキカテイネンキョウジュ		朴　根相
大久保堯夫 ボクネソウオオクボタカオット

		27		1		reserved-34505x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		虚二次体の岩澤λ-不変量　　 キョニジタイイワサワフヘンリョウ		Iwasawa λ‐invariants of Imaginary Quadratic Fields		教養･基礎科学系 キョウヨウ		講師 コウシ		福田　隆 フクダタカシ

		27		1		reserved-34505x1F		資料 シリョウ		ヘンテナの利得帯域幅積　　 リトクタイイキハバセキ		Gain-Bandwidth Product of HENTENNA		電気工学科
電気工学科
（現　日本無線株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガッカゲンニホンムセンカブシキガイシャキンム		教授
学部？生
 キョウジュガクブセイ		渡邊宅治
唐沢和茂
 カラサワカズシゲ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		カーボニル鉄粉を添加した純鉄粉の薄肉円筒成形 テツコナテンカジュンテツコナハクニクエントウセイケイ		Compaction of Thin Thickness Cylinder from Pure Iron Powder added Carbonyl Iron Powder		機械工学専攻
機械工学科
機械工学科
東京大学生産技術研究所　　　　　　 キカイコウガクセンコウキカイコウガッカキカイコウガッカトウキョウダイガクセイサンギジュツケンキュウジョ		助教授
助教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュ		宮本英治
高橋清造
浅川廣一
中川威雄 ミヤモトエイジタカハシセイゾウアサカワヒロイチナカガワイゲンオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		商店街のイメージ分析に関する研究 ショウテンガイブンセキカンケンキュウ		A Study on Analysis for Image of Shopping District		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		和田一郎
宮田智之 ワダイチロウミヤタトモユキ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		太径鉄筋D32を用いた重ね継手の付着割裂強度に及ぼす横補強筋および中子筋の効果 タケイテッキンモチカサツテフチャクワリレツキョウドオヨヨコホキョウキンナカコキンコウカ		Ｅffect of Transverse Reinforcement and Inner Supplementary Ties on Bond Splitting Strength of Lap Splices with Large-diameter Bars D32		建築工学科
建築工学科
安藤建設技術研究所
安藤建設技術研究所 ケンチクコウガッカケコウガッカアンドウケンセツギジュツケンキュウジョケンセツギジュツケンキュウジョ		助教授
助手
―
― ジョキョウジュジョシュ		櫻田智之
師橋憲貴
西原　寛
近藤修一　　　　　 サクラダシハシケンタカニシハラカンコンドウシュウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		粉体塗装法の試験法とその標準化
－前処理の効果と，その要因分析への実験計画法の応用－ コナタイヌソウホウシケンホウヒョウジュンカマエショリコウカヨウインブンセキジッケンケイカクホウオウヨウ		Studies on Standardization of Testing Method for Powder Coating  Process
－Effect of Pretreatment and the Factorial Analysis by Using “Design of Experiments”-		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		峯　恭一 ミネキョウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		ペトリネットモデルの可到達グラフの作成手順とパーソナルコンピュータによる処理 カトウタツサクセイテジュンショリ		The Procedure of Making of Reachability Graph for Petri Nets Model and its Processing by Personel Computer		数理工学科 スウリコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		菅澤喜男 スガサワヨシオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		生産システムを例としたペトリネットモデルの不変集合から見た構造特性とその解釈 セイサンレイフヘンシュウゴウミコウゾウトクセイカイシャク		Structural Character and its Interpretation on an Example of Production System from View-Point of Invariants of Petri  Net Model		数理工学専攻
数理工学科 スウリコウガクセンコウスコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		勝間田仁
菅澤喜男 カツマタジンスガサワヨシオ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		ＣＲ-39のプレソーキング効果と加水分解生成物 コウカカスイブンカイセイセイブツ		Effects of Pre-Soaking on CR‐39 Plastic and its Hydrolysis Products		一般教育
一般教育
工業化学専攻
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクコウギョウカガクセンコウイッパンキョウイク		助手
助教授

教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		安藤正信
関根　宏
服部岳男
小倉紘一 アンドウマサノブセキネヒロシハットリタケオオグラコウイチ

		26		2		reserved-34323x1F		論文 ロンブン		水溶液中におけるアルキル鎖近傍の溶液構造 スイヨウエキナカクサリチカボウヨウエキコウゾウ		Structure of Solution in the Vicinity of Alkyl Chain Parts of Organic Solutes in Aqueous Solutions		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
専任講師
教授 ジョシュセンニンコウシキョウジュ		三木久美子
山川一三男
中島豊比古 ミキクミコヤマカワイチサンオナカジマトヨヒコヒフル

		26		2		reserved-34323x1F		研究ノート
（英文） ケンキュウエイブン		穏和な反応条件下での可溶性金属フタロシアニンの直接合成
：銅フタロシアニンとｔｅｒｔ-プチルリチウムの反応 　 オンワハンノウジョウケンシタカヨウセイキンゾクチョクセツゴウセイドウハンノウ		Direct Synthesis of Soluble Metal Phthalocyanine under Mild Conditions
：Reaction of Copper Phthalocyanine with Tert‐butyllithium		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカ		専任講師
 センニンコウシ		坂本恵一
芝宮福松 サカモトケイイチシバミヤフクマツ

		26		2		reserved-34323x1F		研究ノート ケンキュウ		リアライザビリティー概念を使った乱流モデルの風洞乱流への適用　 ガイネンツカランリュウカゼドウランリュウテキヨウ		Application of a Turbulence Model Using Realizability Concept to Wind Tunnel Turbulence		一般教育 イッパンキョウイク				山田信夫 ヤマダノブオ

		26		2		reserved-34323x1F		資料 シリョウ		２段リッジ同軸-導波管変換器の検討　　 ダンオナジクドウナミカンヘンカンキキケントウ		A Study of Coaxial line‐to‐Waveguide Transition Using a Two‐Stepped Ridge		電気工学専攻
（現　株式会社クボタ勤務）
電気工学科 デンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンムデンキコウガッカ		博士課程前期？年

教授 ハクシカテイゼンキネンキョウジュ		溝口高宏

渡邊宅治 ミゾグチタカヒロヒロ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系薄膜の磁気特性におよぼす基板の影響 ケイハクマクジキトクセイキバンエイキョウ		Effects of Substrates on Magnetic Properties of “Super Sendust” Thin Films		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		池松聡亮
新妻清純
移川欣男　　　　 イケマツサトシリョウシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		マグネトロン放電による窒化鉄薄膜の作製 ホウデンチッソカテツハクマクサクセイ		Preparation of Iron Nitride Thin Films by Magnetron Discharge Method		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		社藤康弘
新妻清純
移川欣男　　　　 シャフジヤスヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		「スーパーセンダスト」系薄膜の磁性に及ぼす積層効果 ケイハクマクジキトクセイオヨセキソウコウカ		Effect of Multilayer Structure on Magnetic Properties of “Super Sendust” System Thin Film		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		光村秀弘
新妻清純
移川欣男　　　　 ヒカリムラヒデヒロシンツマキヨジュンウツシカワキンオトコ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		オフィス業務ビルの居住化に伴う商業施設への影響に関する研究 ギョウムキョジュウカトモショウギョウシセツエイキョウカンケンキュウ		The Study of the Effect to Commerce Institutions by Utilizing the Part of the Office Building as Dwellings		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
副手 キョウジュフクシュ		和田一郎
宮田智之 ワダイチロウミヤタトモユキ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		鉄筋コンクリートはり重ね継手の付着割裂強度に及ぼす横補強筋の効果 テッキンカサケイテフチャクワリレツキョウドオヨヨコホキョウキンコウカ		Effect of Transverse Reinforcement on Bond Splitting Strength of Lap Splices of Reinforced Concrete Beams		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
助手 ジョキョウジュジョシュ		櫻田智之
師橋憲貴 シハシケンタカ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		第一種住居専用地域内における路線式用途指定の効果に関する調査・分析
－経年変化；指定用途の変遷について－　　　　 ダイイチシュジュウキョセンヨウチイキナイロセンシキヨウトシテイコウカカンチョウサブンセキケイネンヘンカシテイヨウトヘンカンセン		An Analysis of ｔｈｅ Effect of Strip Zoning Applied in Category I Exclusive Residntial District Area
-A study concerning diversity of designated use-		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		副手
助教授 フクシュジョキョウジュ		廣田篤彦
坪井善道 ヒロタアツヒコツボイゼンミチ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		非母国語による会話了解度にかかわる視覚情報の寄与に関する基礎的研究 ヒボコクゴカイワリョウカイドシカクジョウホウキヨカンキソテキケンキュウ		Contribution of Image to Speech Intelligibility by Non-Mother Tongue		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		助教授
教授 キョウジュ		堀江良典
大久保堯夫 ホリエリョウテンオオクボタカオット

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		竜巻状渦の通過時に角柱に作用する非定常空気力 タツマキジョウウズツウカジカクチュウサヨウヒテイジョウクウキリョク		Unsteady Wind Forces Acting on a Rectangular Model Structure Caused by a Tornado-like Vortex Translation		一般教育
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科 イッパンキョウイクケンチクコウガッカケンチクコウガクカコウガッカケコウガッカ		教授
教授
助手
学部？生
学部？生 キョウジュキョウジュジョシュガクブショウガクブセイ		岩谷祥美
丸田榮藏
神田　亮
森本　淳
山下　優　　　　 イワタニショウミカンタリョウモリモトジュンヤマシタユウ

		26		1		reserved-34140x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		50GHz帯散乱波からの物標位置検出に対するフラクタルブラウン関数の適用 タイチランハモノヒョウイチケンシュツタイカンスウテキヨウ		Target Detection from a 50GHz-Band Back-Scattered Wave by the Fractal Brownian Function		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				渡邊宅治
山田博章　　　　 ヤマダヒロアキショウ

		26		1		reserved-34140x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		半波長ダイポールアンテナ装荷による電波吸収体反射損の広帯域改善 ハンハチョウソウニデンパキュウシュウタイハンシャソンヒロタイイキカイゼン		Wide Band Improvement in Return Loss of Microwave Absorbers  by Loading Half-Wave Dipole Antennas		電気工学科
電気工学専攻
(現　長野朝日放送株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンナガノアサヒホウソウカブシキガイシャキンム				渡邊宅治
佐藤　敬
　　　　 サトウケイ

		26		1		reserved-34140x1F		論文 ロンブン		鋼構造物の防錆における信頼性と経済性評価 コウコウゾウブツボウサイサビシンライセイケイザイセイヒョウカ		An Evaluation of Reliability and Cost Saving for Corrosion Protection of Steel Constructions		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ				大野  茂
北條英光 オオノシゲルホクジョウジョウヒデヒカル

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		粒子の運動
－V形分級機－ リュウシウンドウケイブンキュウキ		Particle Motion
－V Type Inertial Classifier－		機械工学科 キカイコウガッカ		教授 キョウジュ		上野博之 ウエノヒロユキ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		パルスTIG溶接によったAZ31マグネシウム合金のビード形状 ヨウセツゴウキンケイジョウ		Bead Appearance of AZ31 Magnesium Alloy with Pulsed TIG Welding		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		朝比奈敏勝
時末　光　　　　　 アサヒナトシカツトキスエヒカリ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		高Ｔｃ酸化物超伝導体を装荷した導波管の高周波特性 コウサンカブツチョウデンドウタイソウニドウハカンコウシュウハトクセイ		High Frequency Characteristics of Waveguide Loading High-Tc Oxide Superconductor		電気工学専攻
5
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		博士前期課程？年

教授 ハクシゼンキカテイネンキョウジュ		中村武史
渡邊宅治 ナカムラタケシシ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		均質大地における棒状電極の並列接地効果 キンシツダイチボウジョウデンキョクヘイレツセッチコウカ		Parallel Grounding Effects on Rod Electrode in Homogeneous Soil		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		専任講師
 センニンコウシ		蒔田鐵夫
渡部　明 マキタテツオットワタベアキラ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		室内の作業面照度分布に及ぼす什器の影響について シツナイサギョウメンショウドブンプオヨジュウキエイキョウ		The Effect of Fixtures on the Illuminance Distribution ｏn Working Plane in a Room		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				磯村　稔
池本直隆
山内基海 イソムラミノルイケモトナオタカヤマウチキウミ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		位相共役波のパターン計測への応用 イソウキョウヤクハケイソクオウヨウ		Application ｏｆ Pattern Recognition ｂｙ Optical Phase-Conjugate Wavefront		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
 キョウジュ		松原三人
山田博章 マツバラサンニンヤマダヒロシショウ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		イオン窒化法による窒化鉄薄膜の磁気特性 チッソカホウチッソカテツハクマクジキトクセイ		Magnetic Property of Iron Nitride Thin Films Prepared by Ｉｏｎ Nitriding Method		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		助手

教授 ジョシュキョウジュ		新妻清純　　　　　　　　　社藤康弘　　　　　　　　　移川欣男 ニイヅマセイジュンシャトウヤスヒロウツシカワキンオトコ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		画像処理装置による照明評価の一方法について ガゾウショリソウチショウメイヒョウカイチホウホウ		An Evaluation Method for Illumination by Using the Digital Image Processing System		電気工学科
ｴｸｾﾚﾝﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガッカ		教授
―
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		大谷義彦
周　慶福
山家哲雄 オオタニヨシヒコシュウケイフクヤマイエテツオ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		弾塑性・大たわみ撓角法（Ⅱ）型による鋼構造山形ラーメンの分岐解析 ダンセイオオカクホウガタコウコウゾウヤマガタブンギカイセキ		Bifurcation Analysis of Gable Typed Steel Frame by the Elasto-Plastic Slope Deflection Method (Ⅱ) with Large Deflection		建築工学科
建築工学科
山辺構造設計事務所 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカヤマベコウゾウセッケイジムショ		専任講師
教授
― センニンコウシキョウジュ		川島　晃
向後豊次
高田真清 カワシマアキラコウゴトヨジタカダシンセイ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		情報技術の不連続と分散協調環境への移行 ジョウホウギジュツフレンゾクブンサンキョウチョウカンキョウイコウ		Discontinuity on Information Technology and Shifting for Open Systems Environment		管理工学科 カンリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		田村善望 タムラヨボウ

		25		2		reserved-33958x1F		論文 ロンブン		2次元非定常流れのコンピュータアニメーション ジゲンヒテイジョウナガ		Computer Animation for 2-Dimensionnal Unsteady Flows		数理工学専攻
数理工学科
数理工学科 スウリコウガクセンコウスコウガッカスコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		佐藤　尋
角田和彦
登坂宣好 サトウジンツノタカズヒコトサカセンゲンス

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		縮合多環多核芳香族（COPNA）樹脂と活性炭との重合物の磁性に及ぼす熱処理温度の影響 シュクゴウタカンタカクホウコウゾクジュシカッセイタンジュウゴウブツジセイオヨネツショリオンドエイキョウ		Effect of Heat Treatment on Magnetic Properties of Poｌymer Consisted of Condensed Polynuclear Aromatic (COPNA) Resin and Active Carbon		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		今　　斎
移川欣男 コンサイウツシカワキンオトコ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		ミリ波電波を用いた金属物体形状計測の基礎検討 ハデンパモチキンゾクブッタイケイジョウケイソクキソケントウ		A Basic Study on Measurement of Metal-Object Shape Using Milimeter Wave		電気工学科
電気工学専攻
（現　プラス株式会社勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンム		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
天沼英雄
 アマヌマヒデオ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		CaO-Fe（NO３）３-H2O系における反応生成物の合成とその組成決定 ケイハンノウセイセイブツゴウセイソセイケッテイ		Synthesis of Reaction Products in CaO-Fe(NO3)3-H2O System and Determination of their Compositions		工業化学科
工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ		副手
助手

非常勤講師 フクシュジョシュヒジョウキンコウシ		田中　智
町長　治
青山芳夫
笠井順一
 タナカトモチョウチョウオサムアオヤマヨシオカサイジュンイチ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		塩基性塩化硫酸銅（Connllite）の熱分解 エンキセイエンカリュウサンドウネツブンカイ		Pyrolysis of Copper Chloride Sulfate Hydroxide Hydrate (Connellite)		工業化学専攻
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクセンコウコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		助手
 ジョシュ		岩坪喜雄
町長　治
青山芳夫 イワツボヨシオオチョウチョウオサムアオヤマヨシオ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		台湾への進出企業における生産管理の諸問題について タイワンシンシュツキギョウセイサンカンリショモンダイ		Some Problems on Production Management of Japanese Extended Companies to TAIWAN		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		荒井慎一 アライシンイチ

		25		1		reserved-33775x1F		論文 ロンブン		竜巻状の渦の中の角柱に作用する風圧に関する実験的研究 タツマキジョウウズナカカクチュウサヨウフウアツカンジッケンテキケンキュウ		An experimental investigation of wind pressures on square pillars in tornado-like vortices		一般教育
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学科 イッパンキョウイクケンチクコウガッカケンチクコウガッカコウガッカケコウガッカケコウガッカ		教授

助手
学部？生
学部？生
学部？生 キョウジュジョシュガクブショウガクブセイガクブセイ		岩谷祥美
丸田榮藏
神田　亮
服部洋介
浜野直樹
松浦　武　　　　 イワタニショウミカンタリョウハットリヨウスケハマノナオキマツウラタケシ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		1050アルミニウム合金の摩擦圧接 ゴウキンマサツアツセツ		Friction Welding of 1050 Aluminum Alloy		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		加藤数良
時末　光 カトウカズヨシリョウトキスエヒカル

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		イオンビーム方式による「スーパーセンダスト」系薄膜の磁気特性に及ぼす磁場中冷却処理効果 ホウシキケイハクマクジキトクセイオヨジバナカレイキャクショリコウカ		Effect of Magnetic Field Annealing on Magnetic Properties of “Super Sendust” Thin Films by Ion-Beam Sputtering Method		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		移川欣男
小暮宏之 ウツカワキンオトココグレヒロユキ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		カルマンフィルタを用いた流れ文字画像処理 モチナガモジガゾウショリ		Image Processing for Blurred Characters Using Kalman Filter		電気工学科
電気工学専攻
（現　株式会社ＩＮＡＸ勤務） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウゲンカブシキガイシャキンム		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
榊原信和
 サカキバラノブカズ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		フライアッシュを混和材として用いた，ソイルセメントモルタルの圧縮強度および密度に関する実験研究 コンワザイモチアッシュクキョウドミツドカンジッケンケンキュウ		An Experimental Study on Compressive Strength and Bulk Density of Fly-Ash Substituted Soil Cement Mortars		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		川村政史
笠井芳夫 カワムラセイシカサイヨシオット

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		交通システムと業種構成に関する研究
－駅前近隣商店街の業種構成の分布－ コウツウギョウシュコウセイカンケンキュウエキマエキンリンショウテンガイギョウシュコウセイブンプ		Study on Transportation System and Type of Businesses
－Analysis of type of Businesses Shopping District Around the Station－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
 キョウジュ		和田一郎
宮田智之 ワダイチロウミヤタトモユキ

		24		2		reserved-33592x1F		論文 ロンブン		無定形および結晶性ポリスチレン，ポリメタクリル酸メチル表面への水蒸気吸着等温線 ムテイケイケッショウセイサンヒョウメンスイジョウキキュウチャクトウオンセン		Adsorption Isotherms of Water Vapor on Atactic and Isotactic Polystyrene and Polymethylmethacrylate Surfaces		一般教育
工業化学科
工業化学科 イッパンキョウイクコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		専任講師
助手
 センニンコウシジョシュ		松田清美
山田和典
平田光男 マツダキヨミヤマダカズノリヒラタミツオ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		プラグの運動 ウンドウ		The Motion of the Plugs		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		上野博之 ウエノヒロユキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		CR-39プラスチック検出器中の粒子飛跡の3次元画像解析　 ケンシュツキナカリュウシヒセキジゲンガゾウカイセキ		Three Dimensional Picture Analysis of Particle Tracks in CR-39 Plastic Detector		電気工学専攻
一般教育
電気工学科 デンキコウガクセンコウイッパンキョウイクデンキコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		畠山由紀子
小倉紘一
山田博章 ハタケヤマユキコオグラコウイチヤマダヒロアキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		強力定在音場中の放電現象の観測 キョウリョクテイザイオトバナカホウデンゲンショウカンソク		Observation of Electric Discharge Phenomena in High-ｉntensity Standing Sound Waves Field		電気工学専攻
電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		平田尚史
鍵和田浩
中根偕夫
瀨谷浩一郎 ヒラタナオシカギワダヒロシナカネトモオット

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		自由水面における空気の巻き込みに関する実験的研究 ジユウスイメンクウキマコカンジッケンテキケンキュウ		Experimental Study on Air-Entrainment at Free-Surface of a Water Flow		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
教授
 センニンコウシキョウジュ		落合　実
遠藤茂勝
三浦　晃 オチアイミノルエンドウシゲルカツミウラアキラ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		FEMとFDMに応用できる格子生成の自動化と画像処理 オウヨウコウシセイセイジドウカガゾウショリ		Automatic Grid Generation and Image Processing for FEM and FDM		数理工学科 スウリコウガッカ				大島淳一 オオシマジュンイチ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		Au添加RuO2抵抗体の電気的特性 テンカテイコウタイデンキテキトクセイ		Electrical Properties of Au-doped Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		24		1		reserved-33409x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性の変化 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイヘンカ		Effects of Refiring on the Electrical Properties of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		高速用ベーン形回転真空ポンプの内部漏洩特性 コウソクヨウケイカイテンシンクウナイブモエイトクセイ		Characteristics of Internal Leakage in High Speed Rotary-Vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		氏家康成
西野　宏　　　　 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		タイムドメイン法を用いた電波吸収体反射特性の測定 ホウモチデンパキュウシュウタイハンシャトクセイソクテイ		Measurement of Microwave Absorber Reflection Using Time Domain Technique		電気工学科
電気工学専攻
（三洋電機株式会社） デンキコウガッカデンキコウガクセンコウサンヨウデンキカブシキガイシャ		教授

 キョウジュ		渡邊宅治
森　孝幸
 モリタカユキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		什器を有する室内の作業面全照度に関する近似計算法について－その1－ ジュウキユウシツナイサギョウメンゼンショウドカンキンジケイサンホウ		An Approximate Calculation of Total Illuminance on a Working Plane in a Room Containing Fixtures -Part 1-		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				磯村　稔
宮川宗郎
山内基海 イソムラミノルミヤガワソウロウヤマウチモトイウミ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		模型室を用いた影の特性実験 モケイシツモチカゲトクセイジッケン		Some Experiments of the Shadow Characteristics Using a Model Room		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		大谷義彦
田久保章夫 オオタニヨシヒコタクボアキオ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		簡易電波暗室を用いたアンテナ放射特性の測定 カンイデンパアンシツモチホウシャトクセイソクテイ		Measurements of Antenna Radiation Pattern in a Compact Anechoic Chamber		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科　　　　 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ				坂口浩一
安富雄一
瀨谷浩一郎 サカグチコウイチヤストミユウイチ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		地震動最大加速度の距離減衰に関する研究（第3報） ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウダイサンホウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions (Part 3)		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		生鮮食料品部門のアイテムとスペースに関する研究 セイセンショクリョウヒンブモンカンケンキュウ		Study on Item and Space by Perishables Sections		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		和田一郎
宮田智之 ワダイチロウミヤタトモユキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		ポリ（2‐ジエチルアミノエチルメタクリレート）とオレンジⅠ又はオレンジⅡとの相互作用 マタソウゴサヨウ		Interactions of Poly(2-Diethylaminoethyl Methacrylate) with Orange Ⅰ or Orange Ⅱ		工業化学科 コウギョウカガクカ		専任講師 センニンコウシ		和泉　剛 イズミゴウ

		23		2		reserved-33227x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		乱流の三次モーメント・モデル方程式とその接地境界層への適用 ランリュウサンジホウテイシキセッチキョウカイソウテキヨウ		Triple Moment Model of Turbulence and its Application to the Atmospheric Surface Layer		一般教育 イッパンキョウイク		助教授 ジョキョウジュ		山田信夫 ヤマダノブオ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性と基板の熱膨張係数 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイキバンネツボウチョウケイスウ		Relations Between the Electrical Properties of Thick Film Resistors and the Thermal Expansion Coefficient of the Substrates		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		23		2		reserved-33227x1F		論文 ロンブン		抵抗体膜の熱膨張が厚膜抵抗体の特性に及ぼす効果 テイコウタイマクネツボウチョウアツマクテイコウタイトクセイオヨコウカ		Effects of Thermal Expansion of Resistor Film on the Properties of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		阿部  治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		強力定在波音場内の高気圧グロー放電の観測 キョウリョクテイザイハオトジョウナイコウキアツホウデンカンソク		Observation of High‐pressure Glow Discherge in High‐intensity Standing Sound Waves Field		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科　　　　 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		博士後期課程1年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		平田尚史
中根偕夫
瀨谷浩一郎 ヒラタナオシナカネトモオット

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		均一化レーザーによるアモルファス磁性膜へのホログラム記録・再生特性 キンイツカジセイマクキロクサイセイトクセイ		Thermomagnetic Writing and Reconstruction Characteristics of Holograms on Amorphous Magnetic Films by using Uniform Laser Beams		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		松原三人　　　　　 マツバラサンニン

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		BZ-5～BZ－8（英国球帯法分類）の配光を持つ平紐状光源による直射照度の図式計算 エイコクキュウタイホウブンルイハイコウモヘイチュウジョウコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Ribbon‐Shaped Light Sources with Luminous Intensity Distribution Curves from BZ‐5 to BZ‐8 (British Zonal Method Classification)		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		非常勤講師
教授
専任講師
助手 ヒキョウジュセンニンコウシジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコマキタヤマイエテツオ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		電源同期形サイクロコンバータの入出力波形解析 デンゲンドウキケイニュウシュツリョクハケイカイセキ		Analysis of the Output Voltage，Output Current and Input Current of Synchronizing Cycloconverters		電気工学科 デンキコウガッカ		助手 ジョシュ		今　　斎 コンヒトシ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		常時微動観測による地盤振動特性に関する研究
－千葉県習志野市の場合－ ジョウジビドウカンソクジバンシンドウトクセイカンケンキュウチバケンナラシノシバアイ		Study on the Vibrational Characteristics of Ground by the Microtemors Observations
－Case of Narashino City，Chiba Prefecture－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		大都市臨海工業地帯の活性化に関する研究 ダイトシリンカイコウギョウチタイカッセイカカンケンキュウ		A Fundamental Study on the Restructering of Coastal Industrial Districts in Big Cities		管理工学科 カンリコウガッカ		教授 キョウジュ		笹生　仁 ササイジン

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		衝突事故後の列車速度算定法と事例 ショウトツジコゴレッシャソクドサンテイホウジレイ		Method and Case-Study of Calculation of the Train Speed After a Collision Accident		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		松井　哲
西澤一友　　　　 マツイテツニシザワイチトモ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数に影響を及ぼす因子 アツマクテイコウタイテイコウチテイコウオンドケイスウエイキョウオヨインシ		Effect of Factors on the Resistance and its Temperature Coefficient of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部  治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		23		1		reserved-33044x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の抵抗値と抵抗温度係数の関係 アツマクテイコウタイテイコウチテイコウオンドケイスウカンケイ		Relation Between Resistance and its Temperature Coefficient of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部  治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ベーン形回転ポンプのベーン配置に関する考察 カタカイテンハイチカンコウサツ		Study on the Vane Arrangement in Rotary Vane Pumps		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		氏家康成　　        　　西野　宏　　　　 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		人間・二輪車系の運動特性と各種制御入力について ニンゲンニリンシャケイウンドウトクセイカクシュセイギョニュウリョク		On the Controlled Inputs for the Handling of Man‐Two Wheeled Vehicle System		機械工学科
国際ファジィ工学研究所第一研究室
オレゴン州立大学大学院 キカイコウガッカコクサイコウガクケンキュウジョダイ１ケンキュウシツシュウリツダイガクダイガクイン		助教授
―
― ジョキョウジュ		景山一郎
桜井健典
寺嶋宏太郎 カゲヤマイチロウサクライケンテンテラシマコウタロウ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＮＣプログラムのパーソナルコンピュータによる検証 ケンショウ		Verification of NC Program by Personal Computer		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		竹島正博
大内増矩 タケシママサヒロオオウチマノリ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		熱線画像修復処理の一方法 ネッセンガゾウシュウフクショリイチホウホウ		A Restoration Method for Thermal Video Pictures		電気工学専攻
（日本ＤＥＣ株式会社）
電気工学科 デンキコウガクセンコウニホンカブシキガイシャデンキコウガッカ		教授 キョウジュ		小林秀光

渡邊宅治 コバヤシヒデミツ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		空中超音波音場の映像化による音場評価 クウチュウチョウオンパオトバエイゾウカオトバヒョウカ		Evaluation of Aerial Ultrasound Field by Using Visualization Technique		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウデンキコウガッカデコウガッカ		専任講師
教授 キョウジュ		塩出高史
大塚哲郎
瀨谷浩一郎 シオデタカシオオツカテツロウ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		鉄筋コンクリート平板の剛飛来物衝突による弾塑性応答 テッキンヒライタゴウヒライブツショウトツダンソセイオウトウ		On Elaso-plastic Response of Reinforced Concrete Plate under Collision Impulse with Hard Projectile		土木工学科
土木工学科
（財団法人）電力中央 研究所
（財団法人）電力中央 研究所 ドボクコウガッカドボクコウガッカザイダンホウジンデンリョクチュウオウケンキュウジョザイダンホウジン		教授
助教授
―
― キョウジュジョキョウジュ		能町純雄
木田哲量
大沼博志
伊藤千浩　　　　　 ノウマチジュンオスキダテツリョウオオヌマヒロシイトウセンヒロシ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		木造家屋の振動性状に関する研究 モクゾウカオクシンドウセイジョウカンケンキュウ		Study on the Vibrational Characteristics of Wooden Houses		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		コンクリートブロック塀の実態調査研究 ヘイジッタイチョウサケンキュウ		Research on the Actual Conditions of Concrete Block Walls		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		改良型ワイブル分布による島嶼における風力発電の可能性 カイリョウガタブンプシマシマフウリョクハツデンカノウセイ		Potentiality of Wind Powered Electric Supply System on Isolated Islands in Japan using the Modified Weibull Distribution		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		長井　浩
篠田仁吉 ナガイヒロシシノダジンキチ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2厚膜抵抗体の微細構造 アツマクテイコウタイビサイコウゾウ		Microstructure of RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2厚膜抵抗体の伝導機構 アツマクテイコウタイデンドウキコウ		Conduction Mechanism in RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		22		2		reserved-32862x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の電気的特性とガラスの粘性 アツマクテイコウタイデンキテキトクセイネバセイ		Relations Between Electrical Properties of Thick Film Resistors and Glass Viscosity		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		引張応力下におけるＳ48Ｃ鋼中実棒の塑性ねじり インハオウリョクカコウナカジツボウソセイ		Plastic Torsion of S48C Steel Solid Bar with Combined Tensile Stress		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		浅川功一　　            　高橋清造 アサカワコウイチタカハシセイゾウ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		2素子光高温計の研究 ソシコウコウオンケイケンキュウ		Study on the Optical Pyrometer Equipped with Two Filaments		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクカデンキコウガッカデコウガッカ		教授
教授
専任講師
助手 キョウジュキョウジュセンニンコウシジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
蒔田鐵夫
山家哲雄 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコマキタテツオットヤマイエテツオ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		1987年千葉県東方沖地震の家屋被害について
－市原市における屋根瓦の被害と地盤性状との関係－ ネンチバケントウホウオキジシンカオクヒガイイチハラシヤネガワラヒガイジバンセイジョウカンケイ		On the Damage to Wooden Houses by the East off Chiba Prefecture Earthquake of 1987
－Relation between the Damage of Roofing‐tiles and the Characteristics of Ground in Ichihara Citｙ－		建築工学科
建築工学専攻 ケコウガッカケコウガクセンコウ		助教授
 ジョキョウジュ		山邊克好
藤田朝浩 フジタアサヒロ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究（第2報） ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウダイホウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions (Part 2)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清 カネイキヨシ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地盤内での地震波の増幅度に関する研究 ジバンナイジシンハゾウフクドカンケンキュウ		Study on the Amplification Facter of Seismic‐waves in the Ground		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清 カネイキヨシ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		地域集会施設に関する研究
－施設名称が示す機能の表現－ チイキシュウカイシセツカンケンキュウシセツメイショウシメキノウヒョウゲン		A Study of Community Assembly Facilities
－The Functional Designation in Facility Names－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		浅野平八　　　　 アサノヘイハチ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その5）
－房総半島における圏域の構成に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイボウソウハントウケンイキコウセイカンジッショウテキケンキュウ		Identification of the Actual Existing Area in Coastal Fishing Villages （Ｐａｒｔ 5）
－An Empirical Study on the Actual Existing Area in The Bohsoh Peninsula－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		副手
助教授
教授
 フクシュジョキョウジュキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシムラシマソウノ

		22		1		reserved-32679x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウジングに関する研究 カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing  (Part 4)		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		神谷宏治
川岸梅和 カミヤヒロオサカワギシウメワ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		高濃度ガラスで遮蔽された物体の検出実験 コウノウドシャブッタイケンシュツジッケン		Some Experiments for Detection of the Objects covered wiｔh darkly-colored Glass		電気工学科
電気工学専攻 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウ		教授
 キョウジュ		渡邊宅治
小林秀光 コバヤシヒデミツ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		音響管内を伝搬する音の時間応答解析 オンキョウカンナイデンパンオトジカンオウトウカイセキ		On the Time Response Analysis of a Sound Field in a Tube		電気工学科
ＮＴＴ株式会社
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガクセンコウデンキコウガッカ		専任講師
―

教授 センニンコウシキョウジュ		山崎　憲
小川信也
浅井三平
瀨谷浩一郎 ヤマサキアキラオガワシンヤアサイサンペイ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について（第2報） リッタイカクトウシャリツイチソクテイホウダイホウ		On a Measurement Method of Configuration Factors by the Instantaneous Camera（Part 2）		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		山家哲雄　    　　　　大谷義彦　        　　　藤原義輝 ヤマイエテツオオオタニヨシヒコフジワラヨシテル

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		地震動の最大加速度の距離減衰に関する研究 ジシンドウサイダイカソクドキョリゲンスイカンケンキュウ		Study on the Attenuation of the Maximum Acceleration of Earthquake Motions		建築工学科
元建築工学科 ケンチクコウガッカモトケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清 カネイキヨシ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		地盤・建築物系の波動問題に関する研究 ジバンケンチクブツケイハドウモンダイカンケンキュウ		Study on the Soil-Building Interaction Problem regarding Wave Motion		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		山邊克好

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		五重塔の耐震性に関する研究 ゴジュウノトウタイシンセイカンケンキュウ		Study on the Aseismic Properties of the Gozyunotos（Pagodas）		建築工学科
元建築工学科 ケンチクコウガッカモトケンチクコウガッカ		助教授
元教授 ジョキョウジュモトキョウジュ		山邊克好
金井　清 カネイキヨシ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		住区系地区計画の手法に関する研究
－既成市街地空間の景観的考察－
（東京区部の第一種住居専用地域を例として） ジュウクケイチクケイカクシュホウカンケンキュウキセイシガイチクウカンケイカンテキコウサツトウキョウクブダイイッシュジュウキョセンヨウチイキレイ		A Study on Technical Method of Residential District Planning
－A Landscape Analysis of Existing Residential Area in Case of the Category I Exclusive Residential District in Tokyo Wards Area－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		坪井善道 ツボイゼンミチ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅲ）
－伊勢湾内湾漁業地区の地区特性と整備課題－ ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウイセワンナイワンギョギョウチクチクトクセイセイビカダイ		A Study on Adjustment of the Coast Area in Metropolis （Ⅲ）
－Regional Property and Object for Prepare of FISHERMAN’s Area in inner harber－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガクカケンチクコウガクセンコウ		助教授
教授
 ジョキョウジュキョウジュ		菅　雅幸
宮崎隆昌
宗　正敏
村島聡乃 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシムラシマソウノ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		目標設定，意思決定およびコントロールにおけるコンティンゼンシー・アプローチ モクヒョウセッテイイシケッテイ		A Contingency Approach in Goal-Setting， Decision-Making and Controlling		管理工学科
管理工学科 カンリコウガクカカンリコウガクカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		野本千秋
清水　曻 ノモトチアキシミズ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		2，4，6-トリ-2-ピリジル-1，3，5-トリアジンを用いる微量コバルトの溶媒抽出/原子吸光分析 モチビリョウヨウバイチュウシュツゲンシキュウヒカリブンセキ		Determination of Trace Amounts of Cobalt by Atomic Absorption Spectrophotometry after Solvent Extraction with 2，4，6-Tri-2-Pyridyl-1，3，5-Triazine		一般教育
一般教育
理工学部工業化学科 イッパンキョウイクイッパンキョウイクリコウガクブコウギョウカガクカ		専任講師
副手
教授 センニンコウシフクシュキョウジュ		新井信正
南澤宏明
奥谷忠雄 アライノブセイミナミサワヒロアキオクタニタダオ

		21		2		reserved-32497x1F		論文 ロンブン		海洋上における大気乱流構造の観測 カイヨウジョウダイキランリュウコウゾウカンソク		Measurements of Structure of Marine Surface Layer Turbulence		一般教育
岡山大学教養部
岡山大学教養部
京都大学防災研究所 イッパンキョウイクオカヤマオオガクキョウヨウブオカヤマオオガクキョウヨウブキョウトダイガクボウサイケンキュウジョ		助教授
助教授
教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュキョウジュ		岩谷祥美
塚本  修
大滝英治
光田　寧 イワタニショウミツカモトオサムオオタキエイジコウダヤスシ

		21		2		reserved-32497x1F		資料 シリョウ		漁業集落環境整備計画に関する研究
－漁業集落環境整備事業の実施状況及び整備方針について－
 ギョギョウシュウラクカンキョウセイビケイカクカンケンキュウギョギョウシュウラクカンキョウセイビジギョウジッシジョウキョウオヨセイビホウシン		A Study on Environmental Development Planning of Fishing Villages
－Actual Example and Developing Principle of Environmental Adjustment Works－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
水産庁漁港部
水産庁漁港部 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカスイサンチョウギョコウブスイサンチョウギョコウブ		副手
助教授
教授
―
― フクシュジョキョウジュキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
福屋正嗣
坂井　淳 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシフクヤマサツグサカイジュン

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		オーステナイト系ステンレス鋼管の摩擦圧接 ケイコウクダマサツアツセツ		Friction Ｗｅｌｄｉｎｇ ｏｆ Ａｕｓｔｅｎｉｔｉｃ Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ Ｓｔｅｅｌ Ｐｉｐｅ		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		時末　光
加藤数良 トキスエヒカカトウカズリョウ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		インスタントカメラによる立体角投射率の一測定法について リッタイカクトウシャリツイチソクテイホウ		On a Measurement Method of Configuration Factors by the Instantaneous Camera		電気工学科
電気工学科 デンキコウガクカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		山家哲雄
藤原義輝 ヤマイエテツオフジワラギテル

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的諸特性の組成依存性 ナンシツジセイザイリョウケイゴウキンジキテキショトクセイソセイイゾンセイ		Dependence of Composition on the Magnetic Properties of Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		移川欣男 ウツカワキンオトコ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		軟質磁性材料｢スーパーセンダスト｣系合金の磁気的特性に及ぼす磁界中処理効果 ナンシツジセイザイリョウケイゴウキンジキテキトクセイオヨジカイナカショリコウカ		Effects of Magnetic Field Cooling on the Magnetic Properties of Soft Magnetic Materials “Super Sendust” Alloys		電気工学科 デンキコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		移川欣男 ウツカワキンオトコ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		粒状体構造物の非線形せん断振動応答 リュウジョウタイコウゾウブツヒセンケイダンシンドウオウトウ		Non‐Linear Shear Response of Grained Material Structure		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
東邦産業株式会社 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガクカトウホウサンギョウカブシキガイシャ		教授
助教授
専任講師
副手
― キョウジュジョキョウジュセンニンコウシフクシュ		能町純雄
木田哲量
阿部　忠
澤野利章
小口秀次　　　　　 ノウマチジュンオスキダテツリョウアベタダシサワノトシアキコグチシュウツギ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その4）
－圏域の広域タイプとその漁港内施設の整備水準に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイケンイキコウイキギョコウナイシセツセイビスイジュンカンジッショウテキケンキュウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages （Part 4）
－An Emprical Study on Wide area and it’s Developing Level of Institutions in Fishing Ports－		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程3年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏　　　　　 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		ＦＡが労働および労務管理へ及ぼす影響について ロウドウロウムカンリオヨエイキョウ		The Effects of Factory Automation on Work and Personnel Management		管理工学科 カンリコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		小田部明 オタベアキラ

		21		1		reserved-32314x1F		論文 ロンブン		2次元複合材料における有効熱伝導度の境界要素解析 ジゲンフクゴウザイリョウユウコウネツデンドウドキョウカイヨウソカイセキ		Boundary Element Analysis of Effective Thermal Conductivity of Two-Dimensional Composite Materials		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		渡里　望
大島信徳 ワタリノゾオオシマシントク

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		マグネシウム合金鋳物AS41の旋削被削性 ゴウキンキンモノＭセンサクヒサクセイ		Turning Machinability of Magnesium Alloy Castings AS41		機械工学科
機械工学科
管理工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカカンリコウガッカ		教授
専任講師
専任講師 キョウジュセンニンコウシセンニンコウシ		時末　光
加藤数良
塗谷紘宣 トキスエヒカカトウカズリョウヌリタニヒロセン

		20		2		reserved-32131x1F		資料 シリョウ		パーソナルコンピュータを用いた就職情報管理システム   モチシュウショクジョウホウカンリ		A System of Managing Information on Employment by Use of Personal Computers		機械工学科 キカイコウガッカ				邉　吾一　　　　　　　　　　

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		有限要素法を用いた開放型段つき管内音圧分布の解析 ユウゲンヨウソホウモチカイホウガタダンカンナイオンアツブンプカイセキ		Finite Element Analysis of Sound Pressure Distribution in Stepped Tube with Open‐end		電気工学科
パイオニア株式会社
東京都下水道局
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャトウキョウトゲスイドウキョクデンキコウガッカ		専任講師


 センニンコウシ		山崎　憲
井田一長
長谷川利明
瀨谷浩一郎 ヤマザキケンイダイチチョウハセガワトシアキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		魚眼カメラによる立体角投射率の一測定法について ギョガンリッタイカクトウシャリツイチソクテイホウ		On a Measurment Method of Configuration Factors by the Camera with a Fish‐eye Lens		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ				山家哲雄
藤原義輝 ヤマイエテツオフジワラヨシテル

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		圧縮荷重によってコンクリートに生ずる熱的性質変化に関する研究 アッシュクニジュウショウネツテキセイシツヘンカカンケンキュウ		A Study on the Changes of Thermal Properties of Concrete by Compressive Load		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
助教授 センニンコウシジョキョウジュ		柳内睦人
竹内十三男　　　　　 タケウチトミオ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		人工衛星リモートセンシングデータを利用した小櫃川流域流出機構解析 ジンコウエイセイリヨウオビツガワリュウイキキコウカイセキ		Analysis of the Run‐off Mechanism of the Obitsu River Basin Used by Satellite Remote Sensing Data		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		専任講師
専任講師
副手
助教授 センニンコウシセンニンコウシフクシュジョキョウジュ		藤井寿生
工藤勝輝
岩下圭之
西川　肇 フジイジュセイクドウカツテルイワシタケイユキニシカワハジメ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		繰り返し載荷を受ける2本束ね鉄筋重ね継手部の曲げ靭性 クカエサイニウホンタバテッキンカサケイテブマウツボセイ		Ductility of Lapped Splices of Two‐Bundled  Bars under Flexural Cyclic Loading		建築工学科 ケンチクコウガッカ				櫻田智之

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		最寄専門商店街に関する研究
－最寄専門店街の成立条件に関する調査及び分析－ モヨリセンモンショウテンガイカンケンキュウモヨリセンモンテンガイセイリツジョウケンカンチョウサオヨブンセキ		Study on Speciality Shopping Districts in Daily Commodities
－Survey on Speciality Shopping District in Daily Commodities－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウ				和田一郎
三宅賢一
高木美幸
増田吉貴
宮田智之 ワダイチロウミタクケンイチタカギミユキマスダキチキミヤタトモユキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		最寄専門商店街に関する研究
－商品目における地方的特長－ モヨリセンモンショウテンガイカンケンキュウショウヒンモクチホウテキトクチョウ		Study on Speciality Shopping Districts in Daily Commodities                  －Analysis of Lacal Charactristic by Items－		建築工学科
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻
建築工学専攻 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウケンチクコウガクセンコウ				和田一郎
三宅賢一
高木美幸
増田吉貴
宮田智之 ワダイチロウミタクケンイチタカギミユキマスダキチキミヤタトモユキ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		郊外住宅地の史的研究
－強羅別荘地の開発について－ コウガイジュウタクチシテキケンキュウキョウラベッソウチカイハツ		A Historical Study on Garden Suburbs
－About the Development of Gora‐villa Estates－		建築工学科 ケ				藤谷陽悦 フジタニヨウエツ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その3）
－漁港内施設の類型化に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイギョコウナイシセツルイケイカカンジッショウテキケンキュウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages （Part 3）
－An Emprical Study on Type of Institutions in Fishing Ports－		創造社
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ソウゾウシャケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		―		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
岩田明士 オオウチヒロシトモミヤザキリュウショウシュウマサトシイワタアキラシ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		VEにおける機能評価分析へのあいまい理論の応用 キノウヒョウカブンセキリロンオウヨウ		The Application of Fuzzy Theory to Functional Evaluation and Analysis in VE		管理工学科 カンリコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		菅澤喜男 スガサワヨシオ

		20		2		reserved-32131x1F		論文 ロンブン		SnO2系センサのH2Sガス検出機構 ケイケンシュツキコウ		Gas Detection Mechanism of H2S by SnO2‐based Sensors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		専任講師
助教授
教授 センニンコウシジョキョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		20		2		reserved-32131x1F		資料 シリョウ		日本大学生産工学部計算機センターにおける自動化のための防災システム　　 ニホンダイガクセイサンコウガクブケイサンキジドウカボウサイ		Security System for Automatic Operation in Computer Center，College of Industrial Technology Nihon University		一般教育
計算機センター イッパンキョウイクケイサンキ		非常勤講師
 コウシ		塩谷正雄
黒羽圀夫 シオヤマサオクロハネクニオット

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		1050合金とＳ35Ｃの摩擦圧接 ゴウキンマサツアツセツ		Friction Welding of 1050 Alloy to S35C		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		加藤数良
時末　光 カトウカズリョウトキスエヒカ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その4）
－静岡県島田市の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウシズオカケンシマダシバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood （Ｐａｒｔ 4）
－Case Study on Shimada，in Shizuoka－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川岸梅和 カワギシウメカズ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成（その2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－漁協を中心にとらえた圏域の特性とその変容について－ エンガンギョソンチイキケンイキコウセイギョキョウチュウシンケンイキトクセイヘンヨウ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages（Part 2）
－The Character of Area and Its Metamorphosis with Focus on a Fishermen's Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程3年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅱ）
－大都市沿岸漁業地区の地区特性と整備課題－ ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウダイトシエンガンギョギョウチクチクトクセイセイビカダイ		A Study on Adjustment of the Coast Area in Metropolis（Ⅱ）
－Regional Property and Object for Prepare of FISHERMAN’s Area in Metropolis－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程？年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		菅　雅幸
宮崎隆昌
宗　正敏
本間俊広 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシホンマトシヒロ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		束ね鉄筋重ね継手部の曲げ靱性に関する実験的研究
－2本束ね鉄筋の場合－ タバテッキンカサケイテブマウツボセイカンジッケンテキケンキュウホンタバテッキンバアイ		Ｅxperimental Study on the Ductility of Lapped Splices of Two Bundled Bars		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		櫻田智之

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		横補強筋のみで補強したコンクリート短柱の耐力とじん性に関する実験 ヨコホキョウキンホキョウタンチュウタイリョクセイカンジッケン		Experiment on Strength and Ductility of Short Concrete Columns Solely Reinforced by Transverse Reinforcements		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
副手 センニンコウシフクシュ		花井重孝
高橋勝治 ハナイシゲタカタカハシカツジ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		平面骨組の弾塑性・大たわみ撓角法（Ⅱ）型に関する研究 ヘイメンホネグダンソセイオオタワカクホウガタカンケンキュウ		A Study on the Elasto‐Plastic Slope Deflection Method（Ⅱ） with Large Deflection of Plane Frames		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		向後豊次
川島　晃 コウゴトヨジカワシマアキラ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		模型実験のための砂地盤造成方法に関する研究
－砂の充填方法に関する検討（その3）－ モケイジッケンスナジバンゾウセイホウホウカンケンキュウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on How to Make the Sand Bed for the Model Test
－Investigation on Filling Method of Sand（Part 3）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史　　　　 カワムラセイシ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		戦略企業群
－産業分析への経営管理的アプローチ－ センリャクキギョウグンサンギョウブンセキケイエイカンリテキ		Strategic Firm Group
－A Managerial Approach for Industrial Analysis－		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		野本千秋
清水　曻 ノモトチアキシミズショウ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		偶数同種粒子核に対する最適な殻模型空間　Truncation グウスウドウシュリュウシカクタイサイテキカラモケイクウカン		The Best Space Truncation Applicable to Even Identical Particle Systems in Nuclear Shell Model		一般教育
広島工業大学電気工学科
東京大学原子核研究所 イッパンキョウイクヒロシマコウギョウダイガクデンキコウガッカトウキョウダイガクゲンシカクケンキュウジョ		専任講師
助教授
助手 センニンコウシジョキョウジュジョシュ		百木悟郎
殿塚　勲
小川建吾 モモキゴロウドノツカイサオオガワケンゴ

		20		1		reserved-31948x1F		論文 ロンブン		ＡＴＰおよびグリシンペプチドを含む亜鉛（Ⅱ）混合配位子錯体の研究 フクアエンコンゴウハイクライコサクタイケンキュウ		Studies on the ATP‐Zinc ion‐Glycinepeptide Mixed Ligand Complexes		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
講師
副手
教授 ジョシュコウシフクシュキョウジュ		松田清美
高原光子
三木久美子
牧　正文 マツダキヨミタカハラミツコミキクミコ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第3報）
－砂の充填方法に関する検討（その2）－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on the Reproducibility of the Model Test for a Foundation Structures （Part 3）
－Investigation on Filling Method of Sanｄ（2）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史 カワムラマサシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（1）
－解析－ ホキョウクケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクカイセキ		Ultimate Strength of H‐Section Members with Reinforced Rectangular Holes（1）
－Analysis－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		福島曉男
小松　博 コマツヒロシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（2）
－実験－ ホキョウクケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクミシルシ		Ultimate Strength of H‐Section Members with Reinforced Rectangular Holes（2）
－Experiment－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		福島曉男
小松  博 コマツヒロシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における圏域の構成
－漁協を中心にとらえた漁港と集落の圏域の類型的特性について－ エンガンギョソンチイキリョウキョウチュウシンギョコウシュウラクケンイキルイケイテキトクセイ		A Composition of Area in Coastal Fishing Villages
－Type of Fishing Ports and Fishing Villages with Focus on a Fishermen’s Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程2年
専任講師
教授
博士前期課程？年 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュハクシゼンキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		19		2		reserved-31766x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		いくつかの二次の乱流クロージャー・モデルによるMonin-Obukhovの普遍関数の計算 2ジランリュウフヘンカンスウケイサン		Prediction of the Monin‐Obukhov Universal Functions from a few Second‐Order Turbulence Closure Models		一般教育 イッパンキョウイク		助手 ジョシュ		山田信夫 ヤマダノブオ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		内挿試験コイル渦流深傷試験における欠陥形状の推定 ウチザシシケンウズリュウシンキズシケンケッカンケイジョウスイテイ		Flaw Estimation in Eddy Current Testing with Inner Probe Coil		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		副手
助教授
教授 フクシュジョキョウジュキョウジュ		乾　成里
星川　洋
石橋・雄　 イヌイシゲルサトホシカワヨウ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		重機土工工事の合理化対策の研究 ジュウキツチコウコウジゴウリカタイサクケンキュウ		Study of Measures for Rationalization of Operations of Ｈｅａｖｙ-Duty Vehicles in Construction Projects		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		非常勤講師		山本房志
堺　　毅 ヤマモトボウシサカイツヨシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		土木工事における効率的コスト・マネジメントのシステム化に関する研究 ドボクコウジコウリツテキカカンケンキュウ		Study on Systematic Application of Effective Cost Management to Civil Engineering Projects		土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカ		非常勤講師		山本房志
堺　　毅 ヤマモトボウシサカイツヨシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第2報）
－砂の充填方法に関する検討（その１）－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウスナジュウテンホウホウカンケントウ		Study on the Reproducibility of the Model Test for Foundation Structureｓ（Part 2）
－Investigation on Filling Method of Sand（1）－		建築工学科 ケンチクコウガッカ				川村政史 カワムラマサシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		コーポラティブ・ハウジングに関する研究（その3） カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing （Ｐａｒｔ3）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和 カミヤヒロオサカワギシウメワ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		無補強矩形開口を有するH形断面材の終局耐力（1）
－解析－ ムホキョウカネザシケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクカイセキ		Ultimate Strength of H-Section Members with Unreinforced Rectanguler Holes（1）
－Analysis－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ				福島曉男
小松　博 コマツヒロシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		無補強矩形開口を有するＨ形断面材の終局耐力（2）
－単調載荷実験－ ムホキョウカネザシケイカイコウユウケイダンメンザイシュウキョクタイリョクタンチョウサイニジッケン		Ultimate Strength of H-Section Members with Unreinforced Rectanguler Holes（2）
－Simple Loading Experiment－		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ				福島曉男
小松　博 コマツヒロシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		沿岸漁村地域における環境形成に関する基礎的研究
－漁業協同組合を中心にとらえた漁港と集落の圏域の構成に関する実証的研究－ エンガンギョソンチイキカンキョウケイセイカンキソテキケンキュウギョギョウキョウドウクミアイチュウシンギョコウシュウラクケンイキコウセイカンジッショウテキケンキュウ		A Basic Study of the Formative Process of Environment in Coastal Fishing Villages
－An Empirical Study on Area of Fishing Ports and Fishing Villages with Focus on a Fishermen’s Cooperatives－		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカケンチクコウガクセンコウ		博士後期課程1年


 ハクシコウキカテイネン		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏
日比生寛史 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシヒビセイカンシ

		19		1		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		錫同位元素に対する有効ｇ-因子の最小自乗法による決定 スズドウクライゲンソタイユウコウインシサイショウジジョウホウケッテイ		Determination of the Effective g-factors for Sn Isotopes by Using the Least Square Fitting Method		一般教育
東京大学原子核研究所
広島工業大学電気工学科 イッパンキョウイクヒガシキョウダイガクハラコカクケンキュウジョヒロシマコウギョウダイガクデンキコウガッカ		専任講師
助手
助教授 センニンコウシジョシュジョキョウジュ		百木悟郎
小川建吾
殿塚　勲 モモキゴロウオガワケンゴトノツカイサオ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		Al-Mg系5元合金板の深絞り性について ケイゲンゴウキンイタシンシボセイ		Study on the Deep Drawability of Al-Mg Based Quinary Alloy Sheet		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		勝田基嗣
青木顕一郎 カツタモトシアオキケンイチロウ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その3）
－東京都江戸川区小松川・平井地区の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウトウキョウトエドガワクコマツガワヒライチクバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood（Ｐａｒｔ3）
－Case Study on Komatsugawa and Hirai district in Edogawa-ward，Tokyo－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		川岸梅和 カワギシウメカズ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		大都市沿岸地域の整備に関する研究（Ⅰ）
（東京湾沿岸漁業地区の立地特性及び整備方針） ダイトシエンガンチイキセイビカンケンキュウトウキョウワンエンガンギョギョウチクリッチトクセイオヨセイビホウシン		A Study on Adjustment of the Coast Area in Tokyo Metropolis（Ⅰ）
（Locational Character and Deveroping Principle in Fishermans Area in the Coast of Tokyo-Baｙ）		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程？年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		菅  雅幸
宮崎隆昌
宗  正敏 カンマサユキミヤザキタカマサソウマサトシ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		沿岸地域における環境形成に関する基礎的研究
（集落の再編と漁港の機能分担に関する実証的研究） エンガンチイキカンキョウケイセイカンキソテキケンキュウシュウラクサイヘンギョコウキノウブンタンカンジッショウテキケンキュウ		A Basic Study on the Formative Process of Environment in Coastal Zone
（The Adjustment of Fishing Villages and Allotment the Function of Fishing Port）		建築工学専攻
建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガクセンコウケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		博士後期課程1年
専任講師
教授 ハクシコウキカテイネンセンニンコウシキョウジュ		大内宏友
宮崎隆昌
宗　正敏 オオウチヒロトモミヤザキタカマサソウマサトシ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		視覚作業における注視点分布に関する研究 シカクサギョウチュウシテンブンヌノカンケンキュウ		A Study on the Distribution of Fixation Points Caused by Various Types of Visual Tasks		管理工学科
労働省産業医学総合研究所
工業化学科 カンリコウガッカロウドウショウサンギョウイガクソウゴウケンキュウジョコウギョウカガッカ		教授
主任
副手 キョウジュシュニンフクシュ		大久保堯夫
斉藤　進
斎藤　真 サイトウススムサイトウシン

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		高速型セイルウイング風車の実験的研究
（第1報　風車ブレードの開発） コウソクカタフウシャジッケンテキケンキュウダイホウフウシャカイハツ		Experimental Research of High Speed Sail Wing
（Part 1 Development of Wind Turbine Blade）		数理工学科
数理工学科
一般教育 スウリコウガッカスウリコウガッカイッパンキョウイク		助手
教授
専任講師 ジョシュキョウジュセンニンコウシ		長井　浩
篠田仁吉
三野正洋 ナガイヒロシシノダジンキチサンノマサヒロ

		18		2		reserved-31401x1F		論文 ロンブン		高速型セイルウイング風車の実験的研究
（第2報　風車ブレードの特性試験） コウソクカタフウシャジッケンテキケンキュウダイホウフウシャトクセイシケン		Experimental Research of High Speed Sail Wing
（Ｐａｒｔ 2 Characteristic Tests of Wind Turbine Generator）		数理工学科
数理工学科
一般教育
株式会社湯浅電池技術部
株式会社湯浅電池技術部 スウリコウガッカスウリコウガッカイッパンキョウイクユアサデンチギジュツブユアサデンチギジュツブ		助手
教授
専任講師
主幹
― ジョシュキョウジュセンニンコウシシュカン		長井　浩
篠田仁吉
三野正洋
松本　完
佐々木輝男 ナガイヒロシシノダジンキチサンノマサヒロマツモトカンササキテルオ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		アルミニウム合金鋳物ＡＣ2Ａ摩擦圧接継手の機械的性質 ゴウキンイモノマサツアツセツケイテキカイテキセイシツ		Mechanical Properties of Friction Welded Joints of Alminum Alloy Castings AC2A		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		加藤数良
時末　光 カトウカズリョウトキスエヒカ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		繰り返し引張衝撃による金属材料の変形挙動について（Ⅱ）
－試験機の特性と長尺試験片における変形挙動－ クカエヒハショウゲキキンゾクザイリョウヘンケイキョドウシケンキトクセイチョウシャクシケンヘンヘンケイキョドウ		Defomation Behaviour of Some Metallic Materials by Tensile Impact Repetitions（Ⅱ）
－Characteristics of Testing Machine and Deformation in longer Specimens－		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助手
助教授 ジョシュジョキョウジュ		高橋清造
浅川廣一 タカハシセイゾウ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		プローブ回転式渦流探傷法における欠陥像の復元法 カイテンシキウズリュウタンキズホウケッカンゾウフクゲンホウ		Reconstruction of Flaw Shape by means of Deconvolution in Probe Rotating Eddy Current Flaw Detection		電気工学科
電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手

助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		小井戸純司
菊田圭一
星川  洋
石橋泰雄 コイドジュンツカサキクタケイイチホシカワヨウヤスオ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		陰イオン交換樹脂によるフェノールの吸着 インコウカンキアブラキュウチャク		Sorption of Phenol by Anion-exchange Resins		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガッカコウギョウカガッカ		非常勤講師
専任講師 ヒジョウキンコウシセンニンコウシ		赤羽政亮
新井孝昭 アカバネセイリョウアライタカアキ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		高圧下における気体の粘性率の精密測定 コウアツシタキタイネンセイリツセイミツソクテイ		Precise Measurement of Gas Viscosity at High Pressures		工業化学科
工業化学科
東北大学工学部化学工学科
東北大学工学部化学工学科 コウギョウカガッカコウギョウカガクカトウホクダイガクコウガクブカガクコウガッカトウホクダイガクコウガクブカガクコウガッカ		助教授教
非常勤講師
助手
 ジョキョウヒジョウキンコウシジョシュ		本郷　尤
赤羽政亮
佐藤信之
長坂　徹 ホンゴウモットアカバネセイリョウサトウノブユキナガサカトオル

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		数量化分析を利用する場合における要因の過不足の発見と修正のしかた スウリョウカブンセキリヨウバアイヨウインカブソクハッケンシュウセイ		A Method to Complete the Item for Calculation with
“Quantification Analysis”		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		矢澤清弘
内田正則 ヤザワセイヒロウチダマサノリ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		ＲｕＯ2/ガラス系厚膜抵抗体（Ⅰ）
－ガラスの軟化温度と電気的特性－ ケイアツマクテイコウタイナンカオンドデンキテキトクセイ		RuO2/Glass Based Thick Film Resistors（Ⅰ）
－Relation between Glass Softening Temperature and the Electrical Properties－		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
教授 ジョシュキョウジュ		阿部　治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		18		1		reserved-31218x1F		論文 ロンブン		高温度H2Sガスセンサ コウオンド		High Sensitivity H2S Gas Sensors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		間接血圧測定における検出器の設置位置の影響について カンセツケツアツソクテイケンシュツキセッチイチエイキョウ		Influence of the Setting Position of Detector for the Indirect Blood Pressure Measurment		電気工学科
株式会社ブリジストン
電気工学科 デンキコウガッカカブシキガイシャデンキコウガッカ		専任講師
―
教授 センニンコウシキョウジュ		山崎  憲
土橋秀行
瀨谷浩一郎 ヤマザキケンドバシヒデユキ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		プローブ回転式渦流探傷法における探傷データの画像化について カイテンシキウズリュウタンキズホウタンキズガゾウカ		Visualization of the Flaw Signal in Probe Rotating Eddy Current Testing		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
助教授
教授 ジョシュジョキョウジュキョウジュ		小井戸純司
星川　洋
石橋・雄 コイドジュンジホシカワヒロシ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		空中音源からの放射パターンの映像化 クウチュウオンゲンホウシャエイゾウカ		Visualization of Sound Field in Air		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		大塚哲郎
瀨谷浩一郎 オオツカテツロウ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウシングに関する研究（その2） カンケンキュウ		Study on Cooperative Housing （Part2）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和 カミヤコウジカワギシウメカズ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究（その2）
－川崎市高津区・宮前区の場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウカワサキシタカツクミヤマエクバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood（Ｐａｒｔ2）
－Case Study on Takatsu-ku and Miyamae-ku，Kawasaki－		建築工学科 ケ		助手 ジョシュ		川岸梅和 カワギシウメカズ

		17		2		reserved-31036x1F		論文 ロンブン		基礎構造物の模型実験の再現性に関する研究（第1報）
－既往の研究と試作した砂撒機の性能について－ キソコウゾウブツモケイジッケンサイゲンセイカンケンキュウダイホウキオウケンキュウシサクスナサチキセイノウ		Study on the Reproducibility of the Model Test of a Foundation Structure（1ｓｔ Ｒｅｐｏｒｔ）
－In the Case of the Past Study and the Performance of the Sand Rainer Built as a Triaｌ－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		川村政史 カワムラマサシ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		7075合金の加工熱処理と加工熱処理材の力学的性質 ゴウキンカコウネツショリカコウネツショリザイリキガクテキセイシツ		Age Hardening Behavior and Mechanical Properties of Thermomechanically Processed 7075 Aluminum Alloy		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガッカ		助教授
教授
教授 ジョキョウジュキョウジュキョウジュ		菅又　信
金子純一
青木顕一郎 スガマタシンカネコジュンイチアオキケンイチロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		掘削用ドリル軸の座屈荷重 ホサクヨウジクザクツニジュウ		The Critical Load of a Long Shaft for Boring with Periodically Stepped Cross-Sections		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		塚田進章 ツカダシンショウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波音源
－段つき円形振動板－ キョウリョククウチュウチョウオンパオンゲンダンエンケイシンドウイタ		High Power Aerial Ultrasonic Source
-Stepped Circular Vibrating Plate－		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		大塚哲郎
瀨谷浩一郎 オオツカテツロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		地域施設計画の研究
人口密度にもとづく商店街の性格分析 チイキシセツケイカクケンキュウジンコウミツドショウテンガイセイカクブンセキ		Study on Community Facilities
Analysis on Shopping Districts by Population Dencity		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		和田一郎
高木美幸 ワダイチロウタカギミユキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		地域施設計画の研究
業種構成にもとづく商店街の性格分析 チイキシセツケイカクケンキュウギョウシュコウセイショウテンガイセイカクブンセキ		Study on Community Facilities
Analysis on Shopping Districts by type of Shops		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		助教授
副手 ジョキョウジュフクシュ		和田一郎
高木美幸 ワダイチロウタカギミユキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		コーポラティブハウジングに関する研究
－居住者調査－ カンケンキュウキョジュウシャチョウサ		Study on Cooperative Housing
－Research on the Residents－		建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		神谷宏治
川岸梅和 カミヤヒロジカワギシウメカズ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		近隣余暇活動と施設に関する研究
－多摩ニュータウンの場合－ キンリンヨカカツドウシセツカンケンキュウタマバアイ		Study on the Leisure Activity and Facilities of the Neighbourhood
－Case Study on Tama New Town－		建築工学科 ケンチクコウガッカ		助手 ジョシュ		川岸梅和 カワギシウメカズ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		アスファルテンの見掛け分子量とその濃度依存性 ミカブンシリョウノウドイゾンセイ		Apparent Molecular Weight of Asphaltene and Its Concentration Dependence		工業化学科
一般教育
一般教育
理工学部工業化学科 コウギョウカガクカイッパンキョウイクイッパンキョウイクリコウガクブコウギョウカガクカ		副手
助手
助教授
教授 フクシュジョシュジョキョウジュキョウジュ		坂本恵一
山川一三男
中島豊比古
松本太郎 サカモトケイイチヤマカワイチサンオトコナカジマトヨヒフルマツモトタロウ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		立位作業の重心に関する研究 リツイサギョウジュウシンカンケンキュウ		A Study of the Point of Worker’s Gravity on Standing Works		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		竹中　理 タケナカリ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		厚膜圧力センサ（Ⅱ） アツマクアツリョク		Thick-Film Pressure Sensors（Ⅱ）		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授 フクシュキョウジュ		阿部　治
武田義章　　 アベオサムタケダヨシアキ

		17		1		reserved-30853x1F		論文 ロンブン		熱および運動量の乱流輸送に関する圧力変動の効果 ネツウンドウリョウランリュウユソウカンアツリョクヘンドウコウカ		On the Effects of Pressure Fluctuations on the Turbulent Transport of Heat and  Momentum		一般教育 イッパンキョウイク		助手 ジョシュ		山田信夫 ヤマダノブオ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		Al‐4.5％Cu合金高圧鋳造材の旋削被削性 ゴウキンコウアツチュウゾウザイセンサクヒサクセイ		Turning Machinability of High Pressure Castings of Al‐4.5％Cu Alloy		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		時末　光
加藤数良 トキスエヒカカトウカズリョウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		ベーン形真空ポンプの過渡性能について カタシンクウカトセイノウ		On the Transient Performance of Rotary－vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学専攻 キカイコウガッカキコウガクセンコウ		専任講師
 センニンコウシ		氏家康成
高橋秀典　　　　 ウジイエヤスナリタカハシヒデノリ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		繰り返し引張衝撃による金属材料の変形挙動について
－変形および変形エネルギにおよぼす予ひずみの影響－ クカエヒハショウゲキキンゾクザイリョウヘンケイキョドウヘンケイヘンケイヨエイキョウ		Defomation Behaviour of some Metallic Materials by Tensile Impact Repetitions
－Effect of Pre‐Strain on Deformation and Deformation Energy－		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
助手 ジョキョウジュジョシュ		浅川廣一
高橋清造 タカハシセイゾウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		導波管開放端近傍の電磁界分布について　 ドウハカンカイホウタンキンボウデンジカイブンプ		Electromagnetic Field Distribution near the Open End of a Waveguide		電気工学科
日本電気株式会社
電気工学科 デンキコウガッカニホンデンキカブシキガイシャデンキコウガッカ		助手
―
教授 ジョシュキョウジュ		坂口浩一
高木　均
斎藤勝巳 サカグチコウイチタカギキンサイトウカツミ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波音源
－平面円形振動板の振動姿態－ キョウリョククウチュウチョウオンパオンゲンヘイメンエンケイシンドウイタシンドウシタイ		High Power Aerial Ultrasound Source
－Vibration Figure for Flexural Circular Vibrating Plate－		電気工学専攻
三井木材工業株式会社
電気工学科
電気工学科 デンキコウガクセンコウミツイモクザイコウギョウカブシキガイシャデンキコウガッカデンキコウガッカ		―
助手
教授 ジョシュキョウジュ		上島良之
石田明義
大塚哲郎
瀨谷浩一郎 ウエシマヨシユキイシダアキヨシオオツカテツロウ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		コンクリートの表面温度の影響に関する品質管理 ヒョウメンオンドエイキョウカンヒンシツカンリ		Quality Control on the Effect of Surface Temperature of Concrete		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授
助教授
講師
講師 キョウジュジョキョウジュコウシコウシ		堺　　毅
竹内十三男
柳内睦人
山本高義 サカイツヨシタケウチトミオヤマモトタカヨシ

		16		2		reserved-30670x1F		論文 ロンブン		グループ・テクノロジーの研究（Ⅲ）
－二進法表示による部品分類法について－ ケンキュウニシンホウヒョウジブヒンブンルイホウ		Studies on Group Technology（Ⅲ）
－The Classification System using the Binary Scale－		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカカンリコウガッカ		助手
教授
助教授 ジョシュキョウジュジョキョウジュ		荒井慎一
倉林良雄
谷原　齊 アライシンイチクラバヤシヨシオ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		BZ‐1～BZ‐3（英国球帯法分類）の配光を持つ平紐状光源による直射照度の図式計算 エイコクキュウタイホウブンルイハイコウモヘイチュウジョウコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Ribbon-shaped Light Sources with Luminous Intensity Distribution Curves from BZ-1 to BZ-3 （British Zonal Method Classification）		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
助手
 キョウジュジョシュ		藤原義輝
蒔田鐵夫
山家哲雄 フジワラヨシテルマキタサンイエテツオ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		水槽模型実験並びに有限要素法による接地抵抗の推定 スイソウモケイジッケンナラユウゲンヨウソホウセッチテイコウスイテイ		Estimation of the Grounding Resistance by Means of Scale Model Testing and Finite Element Method		電気工学科
電気工学科
千葉大学工学部電気工学科 デコウガッカデコウガッカチバマサルガクコウガクブデンキコウガッカ		助手
教授
教授 ジョシュキョウジュキョウジュ		蒔田鉄夫
藤原義輝
川瀬太郎　　　　　 マキタテツオフジワラヨシテルカワセタロウ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		弾性棒モデルによる列車前後波動解析
第2報　ブレーキ作用と弾性波の伝達速度が等しい場合の公式および連結器力に対する諸要因の影響 ダンセイボウレッシャゼンゴハドウカイセキダイホウサヨウダンセイハデンタツソクドヒトバアイコウシキレンケツキリョクタイショヨウインエイキョウ		Analysis of Longitudinal Vibration of Train by Elastic-Bar Model
Report 2：Formulas for the case with equal brake-action and wave-transmission speeds，and effects of factors on the coupler force		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授 キョウジュ		西澤一友
松井　哲 ニシザワイチトモマツイテツ

		16		1		reserved-30487x1F		論文 ロンブン		カーボン・樹脂系厚膜温度センサ ジュシケイアツマクオンド		Thick-Film Temperature Sensors		一般教育
一般教育　　　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授 フクシュキョウジュ		阿部　治
武田義章 アベオサムタケダヨシアキ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		一方向凝固したAl-Mg-Si 3元合金の組織と機械的性質 イチホウコウギョウコゲンゴウキンソシキキカイテキセイシツ		Structures and Mechanical Properties of Unidirectionally Solidified Al-Mg-Si Ternary Alloys		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻
（現　ニューロング工業株式会社）
機械工学専攻
（現　扶桑軽合金株式会社）     　　　　　　　　　　　　 キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガクセンコウゲンコウギョウカブシキガイシャキコウガクセンコウゲンフソウケイゴウキンカブシキガイシャ		教授
助教授



 キョウジュジョキョウジュ		金子純一
菅又　信
菊地時雄

石丸　博
 カネコジュンイチスガマタシンキクチトキオイシマルヒロシ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		二，三の溶湯鍛造品の諸性質 ニサンヨウユタンゾウシナショセイシツ		Characteristics of Some Squeeze-cast Products		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師
教授 ジョキョウジュセンニンコウシキョウジュ		時末　光
加藤数良
青木顕一郎 トキスエヒカカトウカズリョウアオキケンイチロウ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		非晶質Ｔｂ‐Ｆｅ膜への図形熱磁気記録と図形処理への応用 ヒアキラシチマクズケイネツジキキロクズケイショリオウヨウ		Thermomagnetic Pattern Writing Characteristics in Amorphous Tb-Fe Thin Films and Its Application to Pattern Processing		電気工学科
日本電気株式会社
電気工学専攻
電気工学科
理工学部電子工学科 デンキコウガッカニホンデンキカブシキガイシャデコウガクセンコウデンキコウガッカリコウガクブデンシコウガッカ		専任講師


教授
教授 センニンコウシキョウジュキョウジュ		松原三人
千田雅美
足立幸夫
斎藤勝己
川西健次 マツバラサンニンセンタマサミアダチユキオサイトウカツオノレカワニシケンジ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		有限要素法を用いた段つき管内音圧分布の解析 ユウゲンヨウソホウモチダンカンナイオンアツブンプカイセキ		Analysis of Sound Pressure Distribution in Stepped Tube by Finite Element Method		電気工学科
昭和漢字図形開発株式会社
パイオニア株式会社
パイオニア株式会社
電気工学科 デンキコウガッカショウワカンジズケイカイハツカブシキガイシャカブシキガイシャカブシキガイシャデンキコウガッカ		助手
―
―
―
教授 ジョシュキョウジュ		山崎　憲
多田武司
井田一長
内倉孝夫
瀨谷浩一郎 ヤマザキケンタダタケシイダイチチョウウチクラタカオ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		”公民館”の建築要因について
－地域教育関連施設計画に関する研究－ コウミンカンケンチクヨウインチイキキョウイクカンレンシセツケイカクカンケンキュウ		Analysis of Needs for Building “Kominkan”
－Study of Educational Community Facilities－		建築工学科
建築工学科 ケコウガクカ		助教授
助手 ジョキョウジュジョシュ		若木　滋
浅野平八　　　 ワカキシゲルアサノヘイハチ

		15		2		reserved-30305x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		人頭内の非定常熱伝導問題に関する積分方程式による近似解法 ジントウナイヒテイジョウネツデンドウモンダイカンセキブンホウテイシキキンジカイホウ		Numerical Approximations by an Integral Equation for the Unsteady State Heat Conduction in the Human Head		数理工学科
数理工学専攻 スウリコウガッカスウリコウガクセンコウ		助教授
 ジョキョウジュ		登坂宣好
三宅修平 トサカセンヨシミタクシュウヘイ

		15		2		reserved-30305x1F		論文 ロンブン		弾性棒モデルによる列車前後波動解析
第1報　ブレーキが前頭より後部に漸進的にかけられたときの列車の挙動 ダンセイボウレッシャゼンゴハドウカイセキダイホウゼントウコウブゼンシンテキレッシャキョドウ		Analysis of Longitudinal Vibration of Train by Elastic-bar Model
Report 1：Behaviour of a train when brake is applied gradually from head to tail		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		副手
教授 フクシュキョウジュ		西澤一友
松井　哲 ニシザワイチトモマツイテツ

		15		1		reserved-30122x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		アルカリ金属の弗化物の中の弗素の1ｓ吸収スペクトル キンゾクドルカブツナカフッソキュウシュウ		Interpretation of the 1s-Absorption Spectra of Flourine in Alkari Fluorides		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		非常勤講師
研究生 ヒジョウキンコウシケンキュウセイ		林　　威
白井正治 ハヤシイシライセイジ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		壁面に正反射成分を含むモデル室の固有照明率 ヘキメンセイハンシャセイブンフクシツコユウショウメイリツ		Utilance of Model Room with the Specular Reflectance Component on the All Wall Surfaces		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		鷲田利夫
山内基海 ワシダトシオヤマウチモトイウミ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		段つき管の内部音圧分布について
－高次モードを考慮した解析と実験結果－ ダンカンナイブオトアツブンプタカジコウリョカイセキジッケンケッカ		On the Sound Pressure Distribution in the Stepped Tube
－Analysis in Considerating of Higher Order Mode and its Experimental Result－		電気工学科
富士通株式会社
大鵬薬品工業株式会社
赤井電機株式会社
電気工学科 デンキコウガッカフジツウカブシキガイシャタイホウヤクヒンコウギョウカブシキガイシャアカイデンキカブシキガイシャデンキコウガッカ		助手
―
―
―
教授 ジョシュキョウジュ		山崎　憲
河口博紀
福島　薫
岩佐茂夫
瀨谷浩一郎 ヤマザキケンカワグチヒロノリフクシマカオルイワサシゲオ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		円環光源と遮光板によって生じた影の特性 エンカンコウゲンシャコウイタショウカゲトクセイ		Some Characteristics of the Shadow Produced by a Shadow Caster  Setting under a Circline Light Source		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助教授
教授 ジョキョウジュキョウジュ		大谷義彦
藤原義輝　　　　　 オオタニヨシヒコフジワラヨシテル

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		偏心引抜き試験方法による鉄筋とコンクリートの付着特性 ヘンシンヒヌシケンホウホウテッキンフチャクトクセイ		The Bond Properties between the Reinforcing Steel and Concrete by Eccentricity Pull-Out Test		東京都立大学 
土木工学科
土木工学科 トウキョウトリツダイガクドボクコウガッカドボクコウガッカ		教授
教授
講師 キョウジュキョウジュコウシ		村田二郎
堺　　毅
河合糺茲 ムラタジロウサカイツヨシカワイタダシココ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		グリセリン及びペンタエリトリトールからの長鎖アルキル環状アセタールの合成とその立体構造 オヨナガクサリカンジョウゴウセイリッタイコウゾウ		Preparation and Stereochemical Structures of the Long Alkyl Chain Cyclic Acetals of Glycerol and Pentaerythritol		工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカコウギョウカガクカ		副手
専任講師
教授 フクシュセンニンコウシキョウジュ		清水正一
佐々木保之
平井長一郎 シミズショウイチササキホユキヒライチョウイチロウ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		作業リズムについて サギョウ		A Study of the Worker’s Rhythm		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
専任講師
助手 キョウジュセンニンコウシジョシュ		伊藤清和
渡邊昭廣
竹中　理 イトウキヨカズタケナカリ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		設計管理における表面処理に関する研究（第1報）
－塗装管理による塗膜と表面上粗さについて－ セッケイカンリヒョウメンショリカンケンキュウダイホウトソウカンリトマクヒョウメンジョウアラ		Study on the Surface Treatment In Design Engineering Control （1st Report）
－In the Case of Painting Film and Surface Roughnees on Painting Control－		管理工学科
管理工学科 カコウガクカカコウガクカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		塗谷紘宣
倉林良雄 トタニヒロセンクラバヤシヨシオ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		企業経営に関するケース・スタディ
－総合生産性に与える設備投資効率の影響について－ キギョウケイエイカンソウゴウセイサンセイアタセツビトウシコウリツエイキョウ		A Cace Study of an Enterprise
－The Influence of Investment in Plant and Machinery to the Consolidated Productivitｙ－		管理工学科 カンリコウガッカ		助手 ジョシュ		洞内洋次 ドウウチヨウジ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		非保存力を受ける周辺固定部分球形殻の弾性安定解析Ⅰ ヒホゾンリョクウシュウヘンコテイブブンキュウケイカラダンセイアンテイカイセキ		Stability Analysis for Clamped Spherical Shells under Nonconservative Forces Ｉ		数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカ		教授
副手 キョウジュフクシュ		角野晃二
三井和男 カクノコウジミツイカズオ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		Bessel関数による部分球形殻の弾性安定解析 カンスウブブンキュウケイカラダンセイアンテイカイセキ		Stability Analysis of Spherical Shells by using Bessel Function		数理工学科
一般教育 スコウガッカイッパンキョウイク		教授
助手 キョウジュジョシュ		角野晃二
小澤善隆 カクノコウジオザワ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		周辺単純支持球形殻の座屈解析 シュウヘンタンジュンシジキュウケイカラザクツカイセキ		Buckling Analysis of Simply Supported Spherical Shells		数理工学科
一般教育 スウリコウガッカイッパンキョウイク		教授
助手 キョウジュジョシュ		角野晃二
小澤善隆 カクノコウジオザワ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の歪抵抗効果 アツマクテイコウタイヒズミテイコウコウカ		Strain Characteristics of Thick-Film Resistors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授
教授 フクシュキョウジュキョウジュ		阿部　治
武田義章
原留美吉 アベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		厚膜圧力センサ アツマクアツリョク		Thick-Film Pressure Sensors		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
教授
教授 フクシュキョウジュキョウジュ		阿部　治
武田義章
原留美吉 アベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		3次相関量方程式までを考慮したクロージャーモデルによる中立接地気層での乱流統計諸量の解析解 ジソウカンリョウホウテイシキコウリョチュウリツセッチキソウランリュウトウケイショリョウカイセキカイ		Analytic Solutions of Turbulence Statistics in the Neutral Surface Layer by a Third-Order Turbulence Closure Model		一般教育 イッパンキョウイク		助手 ジョシュ		山田信夫 ヤマダノブオ

		15		1		reserved-30122x1F		論文 ロンブン		Routh-Hurwitzの定理の証明 テイリショウメイ		A Proof of Routh-Hurwitz's Theorem		一般教育 イッパンキョウイク		副手 フクシュ		渡里　望 ワタリノゾ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		直線光源による直射照度の図式計算 チョクセンコウゲンチョクシャショウドズシキケイサン		Graphical Solution of the Direct Illuminance Produced by Linear Light Sources		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		教授
助教授
助手 キョウジュジョキョウジュジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
山家哲雄 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコヤマイエテツオ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		電気-音響類推法による段付管内の音圧分布の解析 デンキオンキョウルイスイホウダンツカンナイオンアツブンプカイセキ		Analysis of Sound Pressure Distribution in Stepped Tube by Electro-acoustical Analogy		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		山崎　憲
瀨谷浩一郎 ヤマザキケン

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		過流探傷信号のSN比の改善について カリュウタンショウシンゴウヒカイゼン		Inprovement of the Signal to Noise Ratio in Eddy Current Test		電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガクセンコウデコウガッカ		講師
助手
―
教授 コウシジョシュキョウジュ		星川　洋
小井戸純司
原　一之
石橋・雄 ホシカワヒロシコイドジュンジハラカズユキ

		14		2		reserved-29940x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		佃地区修復計画 ツクダチクシュウフクケイカク		Tsukuda Rehabilitation Plan		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		坪井善道 ツボイゼンミチ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		マーケット・リーダーについての予備的研究
－その測定と実態上の諸問題をめぐって－ ヨビテキケンキュウソクテイジッタイジョウショモンダイ		A Preliminary Study of Market Leader
－On the Problems connected with its measurment and actual condition－		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
専任講師 キョウジュセンニンコウシ		三枝幹夫
秋山典史 サエグサミキオアキヤマテンシ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		EDP会計と内部統制の研究　　　　 カイケイナイブトウセイケンキュウ		A Study of Electronic Data Processing Accounting and Internal Control		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		林　正一
田村喜望 ハヤシショウイチタムラキノゾ

		14		2		reserved-29940x1F		論文 ロンブン		後付機関車に油圧緩衝器を使用することによる貨物列車連結器力の緩和 ウシツキカンシャユアツユルショウウツワシヨウカモツレッシャレンケツキリョクカンワ		Alleviation of Coupler Forces of a Freight Train by the Use of Hydraulic Draft Gear on the Tail-end Pushing Locomotives		数理工学科
数理工学科
数理工学科 スウリコウガッカスウリコウガッカスウリコウガッカ		副手
助手
教授 フクシュジョシュキョウジュ		西澤一友
亀井光雄
松井　哲 ニシザワイチトモカメイミツオマツイテツ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		空気エゼクタの性能について クウキセイノウ		Perormance of an Air Ejector		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		教授
助手 キョウジュジョシュ		松宮興作
吉原正博 マツミヤコウサクヨシハラマサヒロ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		Al-Si合金溶湯鋳造材の高温引張特性 ゴウキンヨウユイゾウザイコウオンインチョウトクセイ		Tensile Properties of Squeeze Castings in Al-Si Alloys at Elevated Tempertures		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガッカ		助教授
専任講師
教授 ジョキョウジュセンニンコウシキョウジュ		時末　光
加藤数良
青木顕一郎 トキスエヒカカトウカズヨアオキケンイチロウ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		くぼみの中の速度分布（速度の大きさ）と流れの様子について ナカソクドブンプソクドオオナガヨウス		Velocity Distribution (Magnitude of Velocity) and Flow Pattern in an Open Cavity		機械工学科 キカイコウガッカ		助手 ジョシュ		吉原正博 ハラマサヒロ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		超音波振動による液体の微粒化について チョウオンパシンドウエキタイビリュウカ		Ultrasonic Atomization of Liquids		電気工学専攻
電気工学科
電気工学科 デコウガクセンコウデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
教授 ジョシュキョウジュ		黒沢敏秀
大塚哲郎
瀨谷浩一郎 クロサワトシヒデオオツカテツロウ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		正反射からなる一壁面より作業面に入射する間接光束量について セイハンシャイチヘキメンサギョウメンニュウシャカンセツコウソクリョウ		Indirect Luminous Flux Incident on Work Plane from a Specular Wall Surface		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		磯村　稔
山内基海 イソムラミノルヤマウチキカイ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		ブロック積提の安定性に関する研究
－被害に及ぼす入射波特性の影響について－ セキテイアンテイセイカンケンキュウヒガイオヨニュウシャハトクセイエイキョウ		A Study on the Stability of Breakwater Consist by Artificial Concrete Blocks		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授
専任講師
副手 キョウジュセンニンコウシフクシュ		三浦　晃
遠藤茂勝
落合　実 ミウラアキラエンドウシゲルカツオチアイミノル

		14		1		reserved-29757x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		実在建築物の振動減衰性に関する研究 ジツザイケンチクブツシンドウゲンスイセイカンケンキュウ		Study on the Vibration Damping of Actual Buildings		建築工学科 ケンチクコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		山邊克好

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		建築物周辺気流に関する風洞実験方法
（第Ⅰ報　相似性の理論的背景） ケンチクブツシュウヘンキリュウカンフウドウジッケンホウホウダイホウソウジセイリロンテキハイケイ		The Method of Wind Tunnel Tests on the Air Flow Around Buildings
（PartⅠ Theoritical Background of Similarity）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		丸田榮藏
亀井　勇 カメイイサ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		建築物周辺気流に関する風洞実験方法
（第Ⅱ報　風洞実験におけるSimulation　Technique） ケンチクブツシュウヘンキリュウカンフウドウジッケンホウホウダイホウフウドウジッケン		The Method of Wind Tunnel Tests on the Air Flow Around Buildings
（PartⅡ Simulation Technique in Wind Tunnel Tests）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
教授 キョウジュ		丸田榮藏
亀井　勇 カメイイサ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		建築物周辺気流に関する風洞実験方法
（第Ⅲ報　大気乱流境界層のSimulation） ケンチクブツシュウヘンキリュウカンフウドウジッケンホウホウダイホウダイキランリュウキョウカイソウ		The Method of Wind Tunnel Tests on the Air Flow Around Buildings
（PartⅢ Simulation of Atomospheric Turbulent Boundary Layer in a Wind Tunnel）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		専任講師
教授 キョウジュ		丸田榮藏
亀井　勇 カメイイサ

		14		1		reserved-29757x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		カフジアスファルトから分離したアスファルテンの化学構造 ブンリカガクコウゾウ		Chemical Structure of Asphaltenes Fractionated from Khafji Asphalt		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		専任講師
学部生
教授 ガクブセイキョウジュ		中島豊比古
藤崎俊博
田野辺親人 ナカジマトヨヒコフジサキトシヒロタノベオヤヒト

		14		1		reserved-29757x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		カフジアスファルトから分離したアスファルテンの熱分解 ブンリネツブンカイ		Thermal Cracking of Asphaltenes Fractionated from Khafji Asphalt		一般教育
株式会社大崎金属
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクカブシキガイシャオオサキキンゾクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		専任講師
学部生？年
学部生？年
副手
教授 センニンコウシガクブセイネンガクブセイネンフクシュキョウジュ		中島豊比古
石倉達也
朝香英之
山川一三男
田野辺親人 ナカジマトヨヒコイシクラタツヤアサカヒデユキヤマカワイチサンオトコタノベオヤヒト

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		偶，奇関数の概念の拡張について グウキカンスウガイネンカクチョウ		On a Generalization of Even and Odd Functions		一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		名誉教授
専任講師
副手 メイヨキョウジュセンニンコウシフクシュ		那波東洋
木村宣昭
渡里　望　 クニナミトウヨウキムラノブアキワタリボウ

		14		1		reserved-29757x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		有理整数係数の既約多項式とEisenstein型多項式について ユウリセイスウケイスウキヤクタコウシキカタタコウシキ		On Irreducible Polynomials with Rational Integral Coefficients and Polynomials of Eisenstein type		一般教育 イッパンキョウイク		専任講師 センニンコウシ		木村宣昭　

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		Nb2O5-，ZrO2-SnO2を用いた都市ガス検出素子 モチトシケンシュツソシ		City-Gas Sensors of Nb2O5-or ZrO2-doped SnO2		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手
専任講師
副手
助教授
教授 ジョシュセンニンコウシフクシュジョキョウジュキョウジュ		兼房慎二
新田正義
阿部　治
武田義章
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシアベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		14		1		reserved-29757x1F		論文 ロンブン		低温製膜用厚膜ペースト テイオンセイマクヨウアツマク		New Thick Film Pastes by Using of Organic Materials		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		副手
助教授
助手
専任講師
教授 フクシュジョキョウジュジョシュセンニンコウシキョウジュ		阿部　治
武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉 アベオサムタケダヨシアキカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		アルミニウム-黒鉛複合材の摩擦・摩耗特性 コクエンフクゴウザイマサツマモウトクセイ		Friction and Wear Properties of Aluminum-Particulate Graphite Composite Alloys		機械工学科 キカイコウガッカ		助教授 ジョキョウジュ		時末　光 トキスエヒカリ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		Ａｌ-5％Ｍｇ合金溶湯鍛造材の機械的性質 ゴウキンヨウユタンゾウザイキカイテキセイシツ		Mechanical Properties Squeeze Castings ｉｎ Al-5%Mg Alloy		機械工学科
機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キカイコウガッカキカイコウガッカキカイコウガッカキカイコウガクセンコウ		助教授
専任講師
教授
 ジョキョウジュセンニンコウシキョウジュ		時末　光
加藤数良
青木顕一郎
野本光輝 トキスエヒカリカトウカズリョウアオキケンイチロウノモトミツテル

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		チタン板の深絞り成形性におよぼす加工硬化の影響 イタフカシボセイケイセイカコウコウカエイキョウ		Effect of Work-Hardening on Deep Drawability of Titanium Sheets		機械工学専攻
機械工学専攻
機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガクセンコウキコウガクセンコウキコウガッカキコウガッカキコウガッカ		助教授
助教授
教授 ジョキョウジュジョキョウジュキョウジュ		竹島正博
宇佐川洋
菅又　信
金子純一
青木顕一郎 タケシママサヒロウサガワヒロシスガマタシンカネコジュンイチアオキケンイチロウ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		拡散と正反射成分を有する１壁面から作業面に入射する間接光束量について カクサンセイハンシャセイブンユウヘキメンサギョウメンニュウシャカンセツヒカリタバリョウ		Indirect Luminous Flux Incident on Work Plane from a Wall Surface in Which Both a Diffuse and a Specular Component of Reflectance are Inherent		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ		専任講師
教授 センニンコウシキョウジュ		磯村　稔
山内基海 イソムラミノルヤマウチキウミ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		モデル室の作業面上の照度分布と均せい度について シツサギョウメンウエショウドブンプキンド		Illuminance Distribution and Uniformity Ratio on Work Plane in a Model Room		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカデンキコウガッカ		助手
専任講師
教授 ジョシュセンニンコウシキョウジュ		鷲田利夫
磯村　稔
山内基海 ワシダトシオイソムラミノルヤマウチキウミ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		広告コミュニケーションの浸透（受容）過程における受け手の先有傾向の影響について
－新製品キャンペーンの効果分析を中心として－ コウコクシントウジュヨウカテイウテセンユウケイコウエイキョウシンセイヒンコウカブンセキチュウシン		A Study on the Effects of Predisposition of Audience upon the Adoption Process of Advertising Communication
－The effect analysis of the new products campaign－		管理工学科
管理工学科 カンリコウガッカカンリコウガッカ		教授
講師 キョウジュコウシ		三枝幹夫
秋山典史 サエグサミキオアキヤマノリフミ

		13		2		reserved-29575x1F		論文 ロンブン		台風7920号の強風の特徴
－特に関東地方について－ タイフウゴウキョウフウトクチョウトクカントウチホウ		The Character of Strong Winds in Typhoon 7920,
Particularly in Kanto District		一般教育 イッパンキョウイク		教授 キョウジュ		塩谷正雄 シオタニマサオ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		摩擦圧接継手の疲れ強さに関する研究（第3報）
－炭素鋼Ｓ55Ｃについて－ マサツアツセツツテツカツヨカンケンキュウダイホウタンソコウ		Study on the Fatigue Strength of Friction Welded Joints（3rd Report）
－In the Case of Carbon Steel S55C－		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキカイコウガッカ		助教授
専任講師 ジョキョウジュセンニンコウシ		時末  光
加藤数良 トキスエヒカカトウカズヨシ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		タービンブレード断面のねじり応力の解析 ダンメンオウリョクカイセキ		Analysis of Torsional Stresses in the Turbine Blade Section		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻
機械工学専攻
（現　石川島プラント建設株式会社） キカイコウガッカキカイコウガッカキコウガクセンコウキコウガクセンコウゲンイシカワジマダテセツカブシキガイシャ		専任講師



 センニンコウシ		邉  吾一
大和田信
伊藤利彦
中沢正勝
 ナベゴイチオオワダマコトイトウトシヒコナカザワマサカツ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		非一様空隙をもつ構造物の消波効果に関する研究 ヒイチヨウクウスキコウゾウブツショウハコウカカンケンキュウ		Studies on the Effect of Wave Absorbing Structures with Uneven Void		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクコウガッカドボクコウガッカドボクコウガッカ		教授
専任講師
 キョウジュセンニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝
落合　実 ミウラアキラエンドウシゲルマサルオチアイミ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		引抜き試験による鉄筋とコンクリートの付着特性 ヒヌシケンテッキンフチャクトクセイ		The Bond Properties between the Reinforcing Steel and Concrete by Pull-Out Test		東京都立大学
土木工学科
土木工学科 トウキョウトリツダイガクドボクコウガッカドボクコウガッカ				村田二郎
堺　　毅
河合糺茲 ムラタジロウサカイツヨシカワイタダシココ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		地盤・枕・骨組の一体構造による複合非線形挙動について
（その3　粘性土地盤の場合） ジバンマクラホネグイッタイコウゾウフクゴウヒセンケイキョドウネンセイツチジバンバアイ		On the Nonlinear Behavior in a Body Analysis of Soil，Pile，and Frame
（Report-3，Case of Clay Layer）		建築工学科
建築工学科 ケンチクコウガッカケンチクコウガッカ		助教授
 ジョキョウジュ		向後豊次
川島　晃 コウゴトヨジカワシマアキラ

		13		1		reserved-29392x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ステンレス鋼の耐すき間腐食性の実験室試験評価法 コウタイカンフショクセイジッケンシツシケンヒョウカホウ		Laboratory Evaluation of Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels		管理工学科
味の素株式会社中央研究所 カンリコウガッカアジモトカブシキガイシャチュウオウケンキュウジョ		教授
― キョウジュ		北村義治
鈴木紹夫 キタムラヨシハルスズキジョウオット

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		ATP-金属イオン-アミノ酸混合配位子錯体に関する研究（Ⅱ）
－ATP-Zn（Ⅱ）-アミノ酸錯体－ キンゾクサンコンゴウハイイコサクタイカンケンキュウサンサクタイ		Studies on the ATP-Metal ion-Amino acid Mixed Ligand Complexes（Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手


 ジョシュ		松田清美
白髭智恵子
高原光子
牧　正文　　　　 マツダキヨミシロヒゲチエコタカハラミツコマキセイブン

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		H2ガスによるRh-SnO2ガスセンサの発振現象 ハッシンゲンショウ		Oscillation Phenomenon of Rh-SnO2 Gas Sensor Exposed to H2 Gas		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手

副手

 ジョシュフクシュ		兼房慎二
新田正義
阿部  治
武田義章
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシアベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		13		1		reserved-29392x1F		論文 ロンブン		厚膜不揮発性メモリ素子 アツマクフキハツセイソシ		New Non-Volatile Memory Devices Using Thick Film Technology		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		助手

副手

 ジョシュフクシュ		兼房慎二
新田正義
阿部　治
武田義章
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシアベオサムタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		くぼみ面からの熱伝達 メンネツデンタツ		Heat Transfer from an Open Cavity		機械工学科 キコウガッカ				吉原正博 ヨシハラマサヒロ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		マイクロ波領域における複素誘電率の測定 ハリョウイキフクソユウデンリツソクテイ		Measurement of Complex Dielectric Constant in the Microwave Region		電気工学科
伊奈三協株式会社
電気工学科 デコウガッカイナサンキョウカブシキガイシャデコウガッカ		教授 キョウジュ		坂口浩一
逢沢　正
斉藤勝巳 サカグチコウイチアサワタダシサイトウカツミ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		地上写真図化機による線形解析（第1報） チジョウシャシンズカキセンケイカイセキダイホウ		Alignment Analysis by Terrestrial Stereoplanigraph （Report-1）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		西川  肇
藤井寿生 ニシカワハジメフジイジュセイ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究（第6報） タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy （No．6）		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		専任講師
助手 センニンコウシジョシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		作業者の重心動揺についての研究 サギョウシャジュウシンドウヨウケンキュウ		On a Study of the Point of Worker's Gravity		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカカコウガッカ				伊藤清和
渡邊昭廣
竹中　理 イトウキヨカズタケナカリ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		二次元完全流体の不連続流（第1報） ニジモトカンゼンリュウタイフレンゾクリュウダイホウ		Two-dimensional Discontinuous Flow of Perfect Fluid （first report）		数理工学科 スコウガッカ				篠田仁吉 シノダジンキチ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		歌・曲の良いと感じる箇所をＳＰＲ反応波形を利用して判定する方法 ウタキョクヨカンカショハンノウハケイリヨウハンテイホウホウ		On the Explanation of a New Application of “Biophisiograph”
(Especially “Skin Potential Response”）		数理工学科
数理工学科 スコウガッカスコウガッカ				矢澤清弘
内田正則 ヤザワキヨヒロウチダマサノリ

		12		2		reserved-29209x1F		論文 ロンブン		40ＣａのWoods-Saxonポテンシャル		Woods-Saxon Potential of 40Ca		大阪市立大学理学部
一般教育
理工学部一般教育 オオサカシリツダイガクリガクブイキョウイクリコウガクブイッパンキョウイク				末包昌太
百木悟郎
佐々木潔 スエホウショウタモモキゴロウササキキヨシ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		低温液化ガス用ポンプの予冷について テイオンエキカヨウヨレイ		On the Cooling-down of a Cryogenic Liquid Pump		機械工学科
機械工学科
高島屋日発工業株式会社 キコウガッカキコウガッカタカシマヤニチハツコウギョウカブシキガイシャ				西野  宏
氏家康成
栗本省三 ニシノヒロシウジイエヤスナリクリモトショウゾウ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		CONFACⅡによる影の特性解析について カゲトクセイカイセキ		Analysis of the Shadow Characteristics by the Use of the Computer Program CONFAC Ⅱ		電気工学科 デコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		大谷義彦 オオタニヨシヒコ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		流出関数法における単位降雨時間とその影響について リュウシュツカンスウホウタンイコウウジカンエイキョウ		The Influence of the Unit Precipitation Time in the Runoff Function		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授

 キョウジュ		三浦　晃
西川　肇
坪松　学 ミウラアキラニシカワハジメツボマツガク

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		消波ブロックの安定性に関する研究
－砕波時における被害率について－ ショウハアンテイセイカンケンキュウクダハジヒガイリツ		A Study on the Stability of Artificial Concrete Block for Wave Breaking		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		教授
専任講師
副手 キョウジュセンニンコウシフクシュ		三浦　晃
遠藤茂勝
落合　実 ミウラアキラエンドウシゲルカツオチアイミノ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		工場レイアウトに関する一考察
－小物ばね製造業について－ コウジョウカンイチコウサツコモノセイゾウギョウ		A Study on the Plant Layout Planning
－On a Type of Small-sized Spring Industry－		管理工学科
管理工学科
管理工学科
管理工学科　　　 カコウガッカカコウガッカカコウガッカカコウガッカ		教授


 キョウジュ		倉林良雄
谷原　齊
塗谷紘宣
村田光一 クラバヤシヨシオヌリタニヒロシセンムラタコウイチ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		Rh-，Ni-SnO2を用いたCH4ガスセンサ モチ		CH4-Gas Sensors of Rh- or Ni-Doped SnO2		一般教育
一般教育
一般教育
電気工学専攻
一般教育　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクデコウガクセンコウイキョウイク				兼房慎二
新田正義
武田義章
平田陽三
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシタケダヨシアキヒラタヨウゾウハラドメヨシキチ

		12		1		reserved-29026x1F		論文 ロンブン		ATP-金属イオン-アミノ酸混合配位子錯体に関する研究
－ATP-Mg-アミノ酸錯体－ キンゾクサンコンゴウハイイコサクタイカンケンキュウサンサクタイ		Studies on the ATP-Metal ion-Amino acid Mixed Ligand Complexes		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク		教授 キョウジュ		白髭智恵子
松田清美
高原光子
牧　正文 シラヒゲチエコマツダキヨミタカハラミツコマキマサフミ

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		潜提による伝達波の水理特性に関する研究 センテイデンタツナミスイリトクセイカンケンキュウ		A Study on Hyduraulic Characteristics of Transmission Waves with the Submerged Rectangular Barriers		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦  晃
遠藤茂勝 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究（第5報） タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy （No．５）		土木工学科
土木工学科
土木工学科
協成建設株式会社
興栄コンサルタント ドコウガッカドコウガッカドコウガッカキョウセイケンセツカブシキガイシャオキサカエ		専任講師
助手

 センニンコウシジョシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
漆戸修一
伊藤栄太郎 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシウルシドシュウイチイトウエイタロウ

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		1ユニットシステムの故障率，修理率，保全率がシステムに及ぼす影響について コショウリツシュウリリツホゼンリツオヨエイキョウ		On the Effect of Failure Rate，Repair Rate and Maintenance Rate for One-Unit Systems		管理工学科
計算機センター カコウガッカケイサンキ				倉林良雄
菅澤喜男 クラバヤシヨシオスガサワヨロコオトコ

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		寒地における重防食被膜の耐候性 カンチジュウボウショクヒマクタイコウセイ		Corrosion Resistance of Metal Sprayed Coatings in Frigid Zone		管理工学科
茨城大学工学部
東海大学工学部
東京メタリコン カコウガッカイバラキダイガクコウガクブトウカイダイガクコウガクブトウキョウ				北村義治
長坂秀雄
内田荘祐
関　元治 キタムラヨシハルナガサカヒデオウチダソウユウセキモトハル

		11		2		reserved-28844x1F		論文 ロンブン		SnO２-ThO２のH2ガスに対する異常検出特性 タイイジョウケンシュツトクセイ		Anomaly Detection Characteristics on SnO2-ThO2 Exposed to H2-Gas		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				兼房慎二
大谷晴一
新田正義
武田義章
原留美吉 カネフサシンジオオタニセイイチニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		5％Cr-1.5％Mo-0.3％V鋳鋼の機械的性質とAbrasive Wearについて チュウコウキカイテキセイシツ		Mechanical Properties and Abrasive Wear of 5％Cr-1.5％Mo-0.3V Cast steal		機械工学科
機械工学科
機械工学科
株式会社松山興業製作所 キコウガッカキコウガッカキコウガッカカブシキガイシャマツヤマコウギョウセイサクショ				大谷利勝
近藤　暉
星野和義
加藤正人 オオタニトシカツコンドウカガヤホシノカズヨシカトウマサト

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		摩擦圧接継手の疲れ強さに関する研究（第2報）
－炭素鋼S25Cについて－ マサツアツセツツテツカツヨカンケンキュウダイホウタンソコウ		Study on the Fatigue Strength of Friction Welded Joints（2nd Report）
(In the case of Carbon steel S25C)		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		助手 ジョシュ		時末　光
加藤数良 トキスエヒカカトウカズリョウ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		サイクロコンバータ出力電圧の波形解析 シュツリョクデンアツハケイカイセキ		Wave Foam Analysis of the Output Voltage of Cycloconverter		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				今　　斎
松井茂彦 コンサイマツイシゲルビコ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		石灰安定処理による材料の改良に関する研究 セッカイアンテイショリザイリョウカイリョウカンケンキュウ		A Study on the Improvement of the Material by the Disposal of a Stability with the Slaket Lime		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				星野佳久
栗谷川裕造
田淵晴久 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウタブチハルヒサ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物のOACに関する研究 コンゴウブツカンケンキュウ		The Research on the OAC of Asphalt Mixture		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造
小山俊英 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウオヤマトシヒデ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究（第4報） タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy（Part 4）		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		専任講師
助手 センニンコウシジョシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		工場レイアウトに関する一考察
－ねじ製造業について－ コウジョウカンイチコウサツセイゾウギョウ		A Study on the Plant Layout Planning
－On a Type of Screw Industry－		管理工学科
管理工学科
管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカカコウガッカカコウガッカ				倉林良雄
谷原　齊
塗谷紘宣
村田光一 クラバヤシヨシオヌリタニヒロシセンムラタコウイチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		グループ・テクノロジーの研究（Ⅰ）
－形状指向による部品分類法についての一考察－ ケンキュウケイジョウシコウブヒンブンルイホウイチコウサツ		Studies on Group Technology （Ⅰ）
－Classification System using Component Shape－		管理工学科
管理工学科
管理工学科　　　　 カコウガッカカコウガッカカコウガッカ				倉林良雄
谷原　齊
荒井慎一 クラバヤシヨシオアライシンイチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		グループ・テクノロジーの研究（Ⅱ）
－工作指向による部品分類法についての一考察－　　　　　　　　　　 ケンキュウコウサクシコウブヒンブンルイホウイチコウサツ		Studies on Group Technology （Ⅱ）
－Classification System Using Machinning Method－		管理工学科
管理工学科
管理工学科　　　　 カコウガッカカコウガッカカコウガッカ				倉林良雄
谷原  齊
荒井慎一 クラバヤシヨシオヤハラヒトアライシンイチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		信頼性理論におけるGEAT（Graphical　Evaluation　and　Review　Technique）とSFG（Signal-Flow　Graphs） シンライセイリロン		Graphical Evaluation and Review Technique（GERT） and Signal-Flow Graphs （SFG） in Reliability Theory		管理工学科
計算機センター カコウガッカケイサンキ				倉林良雄
菅澤喜男 クラバヤシヨシオ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		触覚によるパターン認知 ショッカクニンチ		The Pattern Recognition on the Tactile Sense		管理工学科
管理工学科
管理工学専攻 カコウガッカカコウガッカカコウガクセンコウ				近藤　剛
大久保堯夫
斎藤隆信 コンドウツヨシオオクボタカオットサイトウタカノブ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		自動車用シートの評価に関する事例的研究 ジドウシャヨウヒョウカカンジレイテキケンキュウ		The Evaluation of Automobil Seats from the View Point of Ergonomics		管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカ				近藤　武
堀江良典 コンドウタケシホリエヨシノリ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		集合住宅における住宅管理（第1報） シュウゴウジュウタクジュウタクカンリダイホウ		A Study of Managmenton Housing Estate （１st Report）		管理工学科
管理工学科
管理工学専攻 カコウガッカカコウガッカカコウガクセンコウ		博士後期課程 ハクシコウキカテイ		伊藤清和
渡邊昭廣
賀畠  豊 イトウキヨカズガハタケユタカ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		時間的，空間的に平均化された風速変動の突風率 ジカンテキクウカンテキヘイキンカフウソクヘンドウトップウリツ		Gast Factors of Wind Flucｔuations Averaged over Time Intervals and Distances in Cross-Wind Direction		一般教育
一般教育 イキョウイクイキョウイク				岩谷祥美
塩谷正雄 イワタニショウミシオヤマサオ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		接地気層乱流の理論的モデル－中立成層の場合 セッチキソウランリュウリロンテキチュウリツセイソウバアイ		Theoretical Model of the Surface Layer Turbulence-Neutral Case		一般教育 イキョウイク				山田信夫 ヤマダノブオ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		Schrödinger方程式の予測子-修正子法（Milneの方法）による数値解法の精度の検討 ホウテイシキヨソクコシュウセイコホウホウホウスウチカイホウセイドケントウ		Investigation of the Accuracy of the Numerical Solution by the Predictor-Corrector Method （Milen's Method） for the Schrödinger Equation		一般教育
大阪市立大学理学部
理工学部一般教育 イキョウイクオオサカシリツダイガクリガクブリコウガクブイッパンキョウイク				百木悟郎
末包昌太
佐々木潔 モモキゴロウスエホウショウタササキキヨシ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		SnO2-Vox－PdO系セラミックススイッチング素子 ケイソシ		Switching and Oscillation Phenomena in  SnO２-Vox-PdO Ceramics		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 デコウガクセンコウイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				古河内良一
兼房慎二
武田義章
新田正義
原留美吉 フルコウチリョウイチカネフサシンジタケダヨシアキニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		11		1		reserved-28661x1F		論文 ロンブン		成層圏で水平浮遊中にある気球の微小振動 セイソウケンスイヘイフユウチュウキキュウビショウシンドウ		Small Balloon Oscillation on a Level Flight in Stratosphere		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクキョウイクキョウイク				堺　孝祐
加藤正人
湖上晨一 サカイコウスケカトウセイジンコカミアシタイチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		繰返し引張衝撃における変形 クカエヒパショウゲキヘンケイ		Extension of Impact Tensile Test		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカコウガクセンコウ		副手
 フクシュ		浅川廣一
高橋清造
片山欣弥 タカハシセイゾウカタヤマキンヤ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		各種金属薄板の二次成形性 カクシュキンゾクハクイタニジセイケイセイ		Reformability Sheet Metals		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカコウガクセンコウ		副手
 フクシュ		浅川廣一
高橋清造
千葉　満 チバミツル

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		立体角投射率の一算定法について リッタイカクトウシャリツイチサンテイホウ		On a Method for Calculating the Sky Factor		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		藤原義輝
大谷義彦
山家哲雄 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコヤマイエテツオ

		10		2		reserved-28479x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		超音波と水霧による排煙の軽減 チョウオンパスイキリハイエンケイゲン		Reduced on Smog by Ultrasonic and Water Mist		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				中根偕夫
瀨谷浩一郎　　　　　 ナカネトモオット

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		レムニスケート曲線の測設に関する一研究 キョクセンソクセツカンイチケンキュウ		A Study on the Setting of Lemniscate Curve		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		専任講師
 センニンコウシ		堺　　毅
藤井寿生
工藤勝輝 サカイタケシフジイトシオクドウマサルテル

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		日本大学生産工学部の流出実験装置 ニホンダイガクセイサンコウガクブリュウシュツジッケンソウチ		A watershed experimentation system of the college of industrial technology of Nihon Univ.		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				三浦　晃
西川　肇
坪松　学
宮城守人 ミウラアキラニシカワハジメツボマツマナミヤギモリト

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		透過性構造物の波高伝達率の推算について トウカセイコウゾウブツハタカデンタツリツスイサン		The Computations of Transmission Coefficient on Permeable Breakwaters		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究（第3報） タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカ		専任講師
助手 センニンコウシジョシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
菊地義之
三村俊之 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシキクチヨシユキミムラトシユキ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		12CaO・7Al2O3の合成におけるPbO,Cu2O,ZnOの影響とその水和特性 ゴウセイエイキョウスイワトクセイ		The Effects of PbO,Cu2O and ZnO on Synthesis of 12CaO･7Al2O3 and the Properties of Hydration		短期大学部工科
理工学部
理工学部
工業化学専攻 タンキダイガクブコウカリコウガクブリガクブコウギョウカガクセンコウ				菅野雅史
露木尚光
宮川継男
笠井順一 カンノマサシツユキナオコウミヤガワツオトコカサイジュンイチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		設計部門の省力化に関するG･Tの導入方法について セッケイブモンショウリョクカカンドウニュウホウホウ		On a method of introduction to G.T for saving manpower in a field of design		管理工科
管理工科
管理工科 カコウカカコウカカコウカ				倉林良雄
谷原　齊
塗谷紘宣 クラバヤシヨシオタニハラヒトヌリタニヒロセン

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		マルコフ再成過程によるシステム解析とコンピュータDUPLEX SYSTEMの信頼度解析 サイセイカテイカイセキシンライドカイセキ		System Analysis by Markov Renewal Processes and Reliabllity Analysis of Computer Duplex System		管理工学科
計算機センター カコウガッカケイサンキ				倉林良雄
菅澤喜男 クラバヤシヨシオスガサワヨシオ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		WC-Co系超硬合金の研究
特にシリカの結合効果 ケイチョウカタゴウキンケンキュウトクケツゴウコウカ		Research on the Superhard Alloy of WC-Co Series
Especially，on Binding Effect of Silica		工業化学科
一般教育 コウギョウカガクカイキョウイク				大倉幸雄
駒津義明 オオクラサチオコマツヨシアキ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		厚膜化SnO2ガスセンサ
－誘電的諸性質－ アツマクカユウデンテキショセイシツ		SnO2-Based  Gas Sensor Used Thick Film Technology
－Dielectric Properties－		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 デコウガクセンコウイッパンキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク		研究生



 ケンキュウセイ		福世裕久
新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉 フクセユウヒサニッタマサヨシカネフサシンジタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		厚膜化SnO2ガスセンサ
（Ⅱ）疎水性シリカゾルの効果 アツマクカソスイセイコウカ		SnO2-Based Gas Sensors Used Thick Film Technology
 （Ⅱ） The Effects of Hydrophobic Silica-sol		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　　　 デコウガクセンコウイキョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク		博士前期課程？年



 ハカセゼンキカテイネン		長坂　崇
新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉 ナガサカタカシニッタマサヨシカネフサシンジタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		一酸化炭素用SnO2：ThO2厚膜ガスセンサ イッサンカタンソヨウアツマク		SnO2-ThO2 Thick-Film Gas Sensors as CO-Gas		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		SnO2：ThO2ガス検出素子の温度特性（Ⅱ） ケンシュツソシオンドトクセイ		Temperature Characteristics of SnO2：ThO2 Gas Detectors（Ⅱ）		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　 デコウガクセンコウイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				大谷晴一
新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉 オオタニセイイチニッタマサヨシカネフサシンジタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		2		reserved-28479x1F		論文 ロンブン		SnO2：ThO2ガス検出素子の発振現象（Ⅱ） ケンシュツソシハツブルイゲンショウ		Oscillation Phenomena of SnO2：ThO2 Gas Sensors（Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育　　　 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		摩擦圧接継手の疲れ強さに関する研究（第1報）
－炭素鋼S15Cについて－ マサツアツセツケイテツカヅヨカンケンキュウダイホウタンソコウ		Study on the fatigue strength of friction welded joints（1st Report）
(In the case of carbon steals S15C)		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ		助手 ジョシュ		時末　光
加藤数良 トキスエヒカカトウカズリョウ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		ベーン型真空ポンプのとじ込み油圧低減について カタシンクウコユアツテイゲン		Reduction of the Oil Pressure at Dead Space In Rotary-Vane Vacuum Pumps		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				氏家康成
西野　宏 ウジイエヤスナリニシノヒロシ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		Fe-Si-Al-Ni系新高透磁率合金“Super　Sendust”の磁気的並びに物理的性質と薄板製磁気ヘッドの耐摩耗性 ケイシンタカトオルジリツゴウキンジキテキナラブツリテキセイシツウスイタセイジキタイマモウセイ		On Magnetic and Physical Properties of Newly Developed High Permeability Alloy “Super Sendust” in the Fe-Si-Al-Ni System and its Abrasivity of Magnetic Head		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山本達治
移川欣男　　　　　 ヤマモトタツジウツカワキンオトコ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		Fe-Si-Al-N系新高透磁率合金“Super　Sendust”の磁歪 ケイシンタカトオルジリツゴウキンジヒズミ		On the Magnetriction of a New High Permeability Magnetic Alloy “Super Sendust” in the Fe-Si-Al-Ni System		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山本達治
移川欣男　　　　　 ヤマモトタツジウツカワキンオトコ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		Fe-Rh系合金の熱磁気特性におよぼすCoの添加ならびに熱処理の影響 ケイゴウキンネツジキトクセイテンカネツショリエイキョウ		Effect of Co Addition and Heat Treatment on Thermomagnetic Properties in the Fe-Rh System Alloys		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガッカ		助手 ジョシュ		山本達治
移川欣男
蒔田鐵夫　　　　　 ヤマモトタツジウツカワキンオトコマキタ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		超音波による噴霧と強力音場による排煙軽減の実験 チョウオンパフンムキョウリョクオトバハイエンケイゲンジッケン		Reduced on Aerosols by Ultrasonically Produced Water Mist and Aerial Intense Sound		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				中根偕夫
瀨谷浩一郎 ナカネトモオット

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		各種ブロック積防波堤の波高伝達に関する研究 カクシュセキボウハテイハタカデンタツカンケンキュウ		Studies on Wave Transmission Through Various Shapes of Breakwater of the Artificial Concrete Blocks for Wave Breaking		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		三角節形杭の力学的性質に関する研究 サンカクフシカタクイリキガクテキセイシツカンケンキュウ		The Study on Statics Characters of Triangle Pile with Knobs		土木工学科
土木工学科
土木 工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
竹内十三男
越川茂雄 サカイツヨシタケウチトミオコシカワシゲルオス

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		情報チャンネル理論とマルコフ　Z-変換による意思決定について ジョウホウリロンヘンカンイシケッテイ		On a Decision Making by Information Channel Theory and Markov Z Transformation		管理工学科
計算機センター
中小企業振興事業団情報調査部 カコウガッカケイサンキチュウショウキギョウシンコウジギョウダンジョウホウチョウサブ				倉林良雄
菅澤喜男
小島　工 クラバヤシヨシオスガサワヨシオコジマコウ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		衝動的購買行動についての研究（1）
－パーソナリティとの関係を中心として－ ショウドウテキコウバイコウドウケンキュウカンケイチュウシン		The Study of the Impulse Purchasing Behavior（1）
－An Analysis of  its Relation Topersonality－		管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカ				三枝幹夫
秋山典史 サエグサミキオアキヤマテンシ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		COガス用SnO2：ＴｈＯ2センサーにおよぼすシリカゾルの影響 ヨウエイキョウ		The Effects of Silica-sol on SnO2：ThO2 as CO Gas Sensor		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				兼房慎二
新田正義
星野和子
武田義章
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシホシノカズコタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		SnO2：ThO2のCOガス吸着による発振現像 キュウチャクハッシンゲンゾウ		Oscillation Phenomenon of SnO2：ThO2 with Chemisorbed CO Gas		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
兼房慎二
星野和子
武田義章
原留美吉　　　　 ニッタマサヨシカネフサシンジホシノカズコハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		厚膜化SnO2ガスセンサ
（Ⅰ）ガス検出特性 アツマクカケンシュツトクセイ		SnO2 Based  Gas Sensor Used Thick Film Technology 
(Ⅰ) Gas Detective Properties		電気工学専攻
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 デコウガクセンコウキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク		博士前期課程？年



 ハカセゼンキカテイネン		長坂  崇
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉　　　　 ナガサカタカシカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		SnO2：ThO2ガス検出素子の抵抗－温度特性 ケンシュツソシテイコウオンドトクセイ		Resistance-Temperature Characteristics of SnO2：ThO2 Gas Detectors		電気工学専攻
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 デコウガクセンコウキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク				大谷晴一
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉　　　　 オオタニセイイチカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		SnO2：VO2系焼結体の負性抵抗効果 ケイショウケツタイフセイテイコウコウカ		Negative Resistance Effect in Polycrystalline Ceramics SnO2：VO2 System		電気工学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 デコウガクセンコウキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク				古河内良一
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉　　　　 コガナイリョウイチカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		市販厚膜抵抗体の物理的，電気的特性　 シハンアツマクテイコウタイブツリテキデンキテキトクセイ		Physical and Electrical Properties of Commercial Thick Film Resistors		理工学部短大工科
一般教育
一般教育 リガクブタンダイコウカイキョウイクイキョウイク				米山元昭
武田義章
原留美吉 ヨネヤマモトアキタケダハラルミキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		高安定厚膜抵抗体（Ⅱ）		High Stable Thick Film Resistors （Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イキョウイクキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク				武田義章
兼房慎二
星野和子
新田正義
原留美吉　　　　 カネフサシンジホシノカズコハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		MnCl2･2H2Oの4T（D2g）励起状態の光スペクトル
－常磁性領域－ レイキジョウタイヒカリジョウジセイリョウイキ		Optical Spectra of 4T2g（D） Excited State of MnCl2･2H2O
－Para Phase－		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 イキョウイクキョウイクキョウイクキョウイクキョウイク				星野和子
新田正義
武田義章
兼房慎二
原留美吉　　　　 カネフサシンジハラドメヨシキチ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		大気境界層の研究（Ⅰ）
不安定成層時における安定度パラメータについて タイキキョウカイソウケンキュウフアンテイシゲルソウジアンテイド		The Study of Atmospheric Boundary Layer （1）
: on the Stability Parameter under the Unstable Condition		一般教育 イキョウイク				山田信夫 ヤマダノブオ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		微生物の生産する生物活性物質（Ⅱ）
植物生長調整物質145αについて		Bioactive Substance Produced by Microorganisms（Ⅱ）
On 145α,a Plant-growth Regulating Substance		一般教育 イキョウイク				関根  宏 セキネヒロシ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		クリスタルバイオレットによる微量チオシアン酸イオンの吸光光度定量法		Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Thiocyanate with Crystal Violet		一般教育
工業化学専攻
一般教育 イキョウイクコウギョウカガクセンコウイキョウイク				新井信正
野沢辰雄
石原義博 アライシンセイノザワタツオイシハラヨシヒロ

		10		1		reserved-28301x1F		論文 ロンブン		設計製図における教育的効果への一考察 セッケイセイズキョウイクテキコウカイチコウサツ		An Examination for Some Training Effects on the Mechanical Design and Drawing		一般教育
管理工学科
一般教育 イキョウイクカコウガッカイキョウイク				住友国保
塗谷紘宣
今淵正恒 スミトモクニホヌタニヒロセンイマフチマサツネ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		希土類－コバルトＲＣｏ5型金属間化合物による鋳造磁石の磁気的性質について キツチルイカタキンゾクカンカゴウブツチュウゾウジシャクジキテキセイシツ		On the Magnetic Properties of Cast Magnet due to the Rare Earth-Cobalt Intermetallic Compound RCo5		電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
(現　富士通)
電気工学専攻
(現　埼玉大学理工学部) デコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウゲンフジツウコウガクセンコウゲンサイタマダイガクリコウガクブ				山本達治
宮島　毅
丸山志津夫

高松　彰
 ヤマモトタツジミヤジマツヨシマルヤマシズオタカマツアキラ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		希土類－コバルト金属間化合物Ｒ5Ｃｏ19の磁気異方性 キツチルイキンゾクカンカゴウブツジキイホウセイ		Magnetic Anisotropy of Rare Earth-Cobalt Intermetallic Compounds R5Co19		電気工学科
電気工学専攻
(現　埼玉大学理工学部)
電気工学科 デコウガッカデコウガクセンコウゲンサイタマダイガクリコウガクブデコウガッカ				宮島　毅
高松　彰

山本達治

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		Nd2Co7金属間化合物単結晶の磁性 キンゾクカンカゴウブツタンケッショウジセイ		Magnetic Behavior of Intermetallic Compound Nd2Co7 Single Crystal		電気工学科
電気工学専攻
(現　埼玉大学理工学部)
電気工学科 デコウガッカデコウガクセンコウゲンサイタマダイガクリコウガクブデコウガッカ				宮島　毅
高松　彰

山本達治　

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波による煙霧質の凝集（Ⅱ）
（主に塩化アンモニューム煙，タバコの煙） キョウリョククウチュウチョウオンパエンムシツギョウシュウシュエンカケムリケムリ		On Agglomeration of Aerosols by Means of Aerial Intense Ultrasoundwave（Ⅱ）
(Using Specimen：NH4Cl Smoke,Tabacco Smoke)		電気工学科
ウエストバージニア大
電気工学科 デコウガッカダイデコウガッカ				中根偕夫
大塚哲郎
瀨谷浩一郎 ナカネトモオットオオツカテツロウ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		透過性構造物の波高伝達に関する研究 トウカセイコウゾウブツハタカデンタツカンケンキュウ		A Study on Wave Transmission Through the Permeable Structures		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　彰 
遠藤茂勝 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究　第二報 タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウダイニホウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウドコウガクセンコウ		専任講師
副手

修士課程
修士課程 センニンコウシフクシュシュウシカテイシュウシカテイ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
沖野善治郎
大西俊明
今林敏明 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		下水汚泥の肥料への利用について
（遅郊性肥料として検討） ゲスイオデイヒリョウリヨウチキョウセイヒリョウケントウ		Application of sewage sludge as fertilizer
(disscussion as later effective fertilizer)		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				金井昌邦
大木宜章 カネイマサシホウオオキギショウ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物の細粒部について
（細粒部の粒度分布が与える影響） コンゴウブツサイリュウブサイリュウブリュウドブンプアタエイキョウ		A Study on the Fine Gained Material of Asphalt Mixture
(The Effect of Fine Grained Material on Grading Distribution)		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドボクコウガクセンコウ				星野佳久
栗谷川裕造
遠藤　茂
萩原芳彦 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウエンドウシゲハギワラヨシヒコ

		9		2		reserved-28119x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		病院におけるコンピュータ　アプリケーションと在庫供給管理および所有物管理 ビョウインザイコキョウキュウカンリショユウブツカンリ		Hospital Computer Applications and Inventory Supply Control and Property Control		管理工学科
計算機センター カコウガッカケイサンキ				倉林良雄
菅澤喜男　　　 クラバヤシヨシオスガサワヨシオ

		9		2		reserved-28119x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		高安定厚膜抵抗体（1） コウアンテイアツシマクテイコウタイ		Higher Stable Thick Film Resistors（1）		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉 タケダヨシアキカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（5）　ガス選択特性に対するThO2の影響 ケンシュツソシセンタクトクセイタイエイキョウ		Gas Detector（5） The Effect of ThO2 on the Selective Detection		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉          ニッタマサヨシ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		大気乱流の風向に沿った方向の空間的性質について タイキランリュウカザムソホウコウクウカンテキセイシツ		On the spatial structures atomospherec turbulence along the wind direction		一般教育
一般教育
電子計算機室 キョウイクイキョウイクデンシケイサンキシツ				岩谷祥美
塩谷正雄
黒羽圀夫 イワタニショウミシオヤマサオクロハネクニオット

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		大気乱流の横方向の空間スペクトル タイキランリュウヨコホウコウクウカン		Lateral space spectrum in atmospheric turbulence		一般教育 イキョウイク				岩谷祥美　

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		マラカイトグリーンによる水銀（Ⅱ）の吸光々度定量化（続報） スイギンスヒカリタビテイリョウカゾクホウ		Spectrophotometric Determination of Mercury （Ⅱ） with Malachite Green （Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育　　 キョウイクイキョウイクイキョウイク				長沢和子
新井信正
石原義博 ナガサワカズコアライノブマサイシハラヨシヒロ

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルトの酸化と物性に関する研究（第2報）　
酸化によるアスファルト成分の構造変化とそのコロイド構造に及ぼす影響 サンカブツセイカンケンキュウダイホウサンカセイブンコウゾウヘンカコウゾウオヨエイキョウ		Study on the Oxidation and the Physical Properties of Asphalt （Part 2)
The Structural Changes in Asphalt Constituents by Oxidation and the Effects of the Changes on the Colloidal Structure		一般教育
一般教育 イキョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人 ナカジマトヨヒフルタノベオヤヒト

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルトの酸化と物性に関する研究（第3報）
アスファルトの粘性挙動と内部構造 サンカブツセイカンケンキュウダイホウネンセイキョドウナイブコウゾウ		Study on the Oxidation and the Physical Properties of Asphalt （Part 3）
The Viscous Behaviour and the Internal Structure of Asphalt		一般教育
一般教育 イキョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人 ナカジマトヨヒフルタノベオヤヒト

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルトの酸化と物性に関する研究（第4報）
せん断および温度の変化による内部構造の破壊，回復 サンカブツセイカンケンキュウダイホウダンオンドヘンカナイブコウゾウハカイカイフク		Study on the Oxidation and the Physical Properties of Asphalt （Part 4）              
Breakdown and Reconstruction of Internal Structure with Changes in Shear Rate and Temperature		一般教育
工業化学専攻
一般教育 イキョウイクコウギョウカガクセンコウイキョウイク		助手

 ジョシュ		中島豊比古
海野　径
田野辺親人 ナカジマトヨヒフルウミノケイタノベオヤヒト

		9		2		reserved-28119x1F		論文 ロンブン		アスファルトの酸化と物性に関する研究（第5報）
アスファルトの流動曲線とその応用 サンカブツセイカンケンキュウダイホウリュウドウキョクセンオウヨウ		Study on the Oxidation and the Physical Properties of Asphalt （Part 5）
Examination and Application of the Fluidity Curves of Asphalt		一般教育
一般教育 イキョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人 ナカジマトヨヒフルタノベオヤヒト

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		高クロム鋼の被削性に関する研究 コウコウヒサクセイカンケンキュウ		Machinability of High Chromium Steel		機械工学科
機械工学専攻
(現　日本電気株式会社) キコウガッカキコウガクセンコウゲンニホンデンキカブシキガイシャ				時末　光
山室晶男
 トキスエヒカヤマムロショウオトコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		Fe-Co系合金の磁気的性質におよぼす磁界中冷却の影響 ケイゴウキンジキテキセイシツジカイチュウレイキャクエイキョウ		The Influence of Magnetic Field  Annealing  in  the Magnetic  Properties of Fe-Co-Alloys		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山本達治
移川欣男 ヤマモトタツジウツカワキンオトコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		Fe-35％Co-V-Cr系合金“Superco”の熱処理による磁気的性質と硬度に就いて ケイゴウキンネツショリジキテキセイシツコウドシュウ		On the Magnetic Properties and Hardness due to heat treatment of Fe-35％Co-V-Cr Alloys “Superco”		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデンキコウガッカ				山本達治
移川欣男 ヤマモトタツジウツカワキンオトコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		Fe-35％Co-Ｖ-Cr系合金“Superco”の磁気的および電気的性質におよぼす冷間圧延の影響 ジキテキデンキテキセイシツレイカンアツエンエイキョウ		The Influence of Cold Rolling due to Magnetic and Electrical Properties of Fe-35％ Co-V-Cr System Alloys “Superco”,		電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
(現　安立電機株式会社) デコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウゲンアダチデンキカブシキガイシャ				山本達治
移川欣男
林　昇策
 ヤマモトタツジウツカワキンオトコハヤシノボルサク

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		海洋環境下における硬化コンクリートの基礎研究 カイヨウカンキョウカコウカキソケンキュウ		The Study of Hardening Concrete by the Basls of Marine Environment		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				堺　　毅
河合糺茲
刈部和彦 サカイタケシカワイタダシココカルベカズヒコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		捨石防波堤の伝達率に関する実験的研究 スイシボウハテイデンタツリツカンジッケンテキケンキュウ		Experimental Study on the Transmission Coefficient Which is the Ratio of the Transmitted Wave Height to the Incident Wave Height of the Robble-mound Breakwater		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝 ミウラアキラエンドウシゲルカツ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		太陽エネルギーの採集利用に関する研究 タイヨウサイシュウリヨウカンケンキュウ		The Research on the Gathering and the Use of Solar Energy		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学専攻
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカドコウガッカドボクコウガクセンコウコウガクセンコウ		専任講師
副手

修士課程
修士課程 センニンコウシフクシュシュウシカテイシュウシカテイ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
沖野善治郎
大西俊明
今村敏明 オカモトタダオットキダテツリョウアベタダシオキノゼンジロウオオニシトシアキイマムラトシアキ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		任意形立体骨組の幾何学的非線形解析について
（その2，不動沈下の影響） ニンイカタリッタイホネグキカガクテキヒセンケイカイセキフドウチンカエイキョウ		On the Geometrical Nonlinear Analysis for the Ａｒｂｉｔｒａｒｙ Space Frames
（No.2, Effect of Unequal Sinking）		建築工学科
土木工学専攻 ケコウガッカコウガクセンコウ				向後豊次
大滝守彦 コウゴトヨジオオタキモリヒコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		種々の条件下で電着されたフィルム抵抗 タネジョウケンカデンチャクテイコウ		The Film Resistance Electrodeposited under Diifferent Conditions		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカ				平田光男
岩井信次 ヒラタミツオイワイシンジ

		9		1		reserved-27936x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		電子顕微鏡による生石灰の水和機構に関する研究 デンシケンビキョウセイセッカイスイワキコウカンケンキュウ		The Studies on Mechanism of hydration of Quicklime by Electron Microscopy		小野田セメント株式会社中央研究所
工業化学科 オノダカブシキガイシャチュウオウケンキュウショコウギョウカガクカ				下田正雄
笠井順一 シモダマサオカサイジュンイチ

		9		1		reserved-27936x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		生石灰の膨脹硬化特性 ナマセッカイボウチョウコウカトクセイ		The Expansive, Hydraulic Characteristics of Quicklime		小野田セメント株式会社中央研究所
工業化学科 オノダカブシキガイシャチュウオウケンキュウショコウギョウカガクカ				下田正雄
笠井順一　　　　　 シモダマサオカサイジュンイチ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		液側律速におけるH-Na,H-Ca系のイオン交換速度
－かくはん槽による実験結果 エキガワリツソクケイコウカンソクドソウジッケンケッカ		Ion Exchage Rate of H-Na and H-Ca in the Region of Film Diffusion Control
－Experimental Results in Stirred Vessel		工業化学科 コウギョウカガクカ				赤羽政亮

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		厚膜サーミスタの試作 アツマクシサク		Thick Film Thermistors		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉 タケダヨシアキカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		Low　Cost　厚膜抵抗体 アツマクテイコウタイ		New Low Cost Thick Film Resistors		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉 タケダヨシアキカネフサシンジニッタマサヨシハラドメヨシキチ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の焼成機構 ヤセイキコウ		Sintering Mechanism of Thick Film Resistors		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
兼房慎二
星野和子
新田正義
原留美吉　 ホシノカズコ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		RuO2-Ag厚膜抵抗体　ＰａｒｔⅡ
：電気的特性と製作条件 デンキテキトクセイセイサクジョウケン		RuO2-Ag Thick Film Resistors
PartⅡ: Electrical Properties and Preparation Conditions		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
兼房慎二
新田正義
原留美吉　　

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（3）SnO2：Ｎｂ検出特性におよぼす遷移金属の影響 ケンシュツソシケンシュツトクセイセンウツキンゾクエイキョウ		Gas Detector（3）SnO2：
Nb：The Effect of transition metal on the properties of the detective voltage		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				兼房慎二
新田正義
星野和子
武田義章
原留美吉　　　　　　　

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（4）SnO2：Ｎｂ抵抗温度特性 テイコウオンドトクセイ		Gas Detector（4）SnO2：Nb Temperature dependence of resistance		一般教育
一般教育　
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				新田正義
兼房慎二
星野和子
武田義章
原留美吉　　

		9		1		reserved-27936x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		一次元反強磁性体のマグノンサイドバンド イチジゲンハンツヨジセイタイ		Magnon Sideband of Linear Chain Antiferromagnets		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				星野和子
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉　　　　　

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		気球による宇宙線強度の｢ゆらぎ｣の観測 キキュウウチュウセンキョウドカンソク		Observation of Fluctuations in the Cosmic-Ray Intensity by Using Baloon		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
理化学研究所 イッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクリカガクケンキュウショ				境　孝祐
玉井英次
湖上晨一
加藤正人
小玉正弘 サカイコウスケタマイヒデツグコジョウアシタ１カトウマサトコダママサヒロ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		大気乱流の2・3の統計量について タイキランリュウトウケイリョウ		A ｆｅｗ Statistical Values in Atmospheric Turbulence		一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイッパンキョウイク				岩谷祥美
塩谷正雄 イワタニショウミシオヤマサオ

		9		1		reserved-27936x1F		論文 ロンブン		微量チオ硫酸塩の吸光々度定量法 ビリョウリュウサンエンスコウドテイリョウホウ		Spectrophotometric Determination of Trace Thiosulfate		一般教育　
一般教育
一般教育 イッパンキョウイクイキョウイクイキョウイク				長沢和子
新井信正
石原義博 ナガサワカズコアライシンセイイシハラヨシヒロ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		イモ形ねじポンプ用特殊ねじのNC加工法の研究（その２） カタヨウトクシュカコウホウケンキュウ		Reseach on Cutting Methods for the Special Screws of IMO Type Screw Pump by means of NC Machining Process （Part ２）		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				清田　清
藤田　優 キヨタキヨシフジタユウ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		上向き噴流水式製氷機の実験的研究 ウワムフンリュウスイシキセイヒョウキジッケンテキケンキュウ		Experimental Study of an ice cubes Machine spraying water up into the refrigerated cups		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガクカ				松宮興作
石井　進
野呂幸雄 マツミヤコウサクイシイススノロユキオ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		消波ブロックのKD値に関する実験的考察 ショウハチカンジッケンテキコウサツ		Experimental Consideration on the KD，Coefficient of Stabillty，of Artificial Concrete Blocks for Wave Breaking		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師		三浦　晃
遠藤茂勝 ミウラアキラエンドウシゲカツ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		鉄筋とコンクリートの付着強度試験方法に関する研究 テッキンフチャクキョウドシケンホウホウカンケンキュウ		On the method of bond test between Reinforced Concrete		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガクカ				堺　　毅
河合糺茲 サカイツヨシカワイタダココ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		コンクリート用細骨材としての砕石砂の性質とその利用（その1） ヨウサイコツザイクダイシスナセイシツリヨウ		The Duality of manufactured Sand and its Use as a Fine Aggregate Concrete Use		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
竹内十三男
柳内睦人　　　　 サカイツヨシタケウチトミオ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		アスファルト・コンクリート舗装の曲げに関する研究
－曲げ応力による舗装の破壊－ ホソウマカンケンキュウマオウリョクホソウハカイ		Study on Bending Stress of Asphalt Pavement
(Rupture of Pavement for Bending Stress)		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造 ホシノヨシヒサクリヤカワユウゾウ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		交通機関の混乱が常時利用者に及ぼす影響 コウツウキカンコンランジョウジリヨウシャオヨエイキョウ		The Influence the Traffic Confusion on Commuters		土木工学科
土木工学科
東京都立田無工業高等学校建設科
土木工学科 ドコウガッカドコウガクカトウキョウトリツタナシコウギョウコウトウガッコウケンセツカドコウガッカ		専任講師

副手 センニンコウシフクシュ		岡本但夫
木田哲量
小島　透
阿部　忠 オカモトタダオットキダテツリョウコジマトオルアベタダシ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		防災計画に関する一考察 ボウサイケイカクカンイチコウサツ		A Study on the Disaster Prevention Plan		土木工学科
土木工学科
土木工学科
東京都立田無工業高等学校建設科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカトウキョウ		専任講師
副手
 センニンコウシフクシュ		岡本但夫
木田哲量
阿部　忠
小島　透　

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		エネルギー需給の問題点 ジュキュウモンダイテン		Some Problems on the Supply and Demand of Energy		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉 カミヤサダキチ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		任意型立体骨組の幾何学的非線形解析について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その1　形状変化の影響） ニンイガタリッタイホネグキカガクテキヒセンケイカイセキケイジョウヘンカエイキョウ		On the Geometrical Nonlinear Analysis for the Arbitrary Space Frames
（No.１，Effect of Form's Change）		建築工学科
建築工学専攻 ケコウガッカケコウガクセンコウ				向後豊次
大滝守彦 コウゴトヨジオオタキマモルビコ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		作業時の心身負担評価に関する人間的工学的研究 サギョウジシンシンフタンヒョウカカンニンゲンテキコウガクテキケンキュウ		Studies on the Psycho-Physiological Reactions of Drivers under Driving		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカカコウガッカ				大久保堯夫
青木通佳
堀江良典 オオクボギョウオットアオキツウヨシホリエヨシノリ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		特装車による荷役作業の省力化 トクソウシャニヤクサギョウショウリョクカ		Rationalization of material handling by special constructed vehicles		管理工学科
管理工学専攻 カコウガッカカコウガクセンコウ		博士課程 ハクシカテイ		伊藤清和
若林敬造 イトウキヨカズワカバヤシケイゾウ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		タスク・コンティンゼンシー・モデル
（組織管理の新展開） ソシキカンリシンテンカイ		A Task Contingency Model
（New Development of Organizations Administration）		管理工学科 カコウガッカ				野本千秋 ノモトチアキ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（1）SnO2：V
ガス濃度に対する検出電圧特性 ケンシュツソシノウドタイケンシュツデンアツトクセイ		Gas Detector （1） SnO2：V 
: Properties of detective voltage for Gas concentration		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉 カネフサシンジニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		ガス検出素子（2）SnO2：V
ＴＳＣカーブによる表面準位の考察 ケンシュツソシヒョウメンジュンイコウサツ		Gas Detector（2）SnO2：V 
Estimation of surface level from TSC		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
兼房慎二
武田義章
原留美吉　

		8		2		reserved-27748x1F		論文 ロンブン		RuO2-Ag厚膜抵抗体
ＰａｒｔⅠ：物理的，科学的特性 コウマクテイコウタイブツリテキカガクテキトクセイ		RuO2-Ag Thick Film Resistors
Part.Ⅰ： Physical and Chemical Properties		一般教育 イキョウイク				武田義章　　　

		8		2		reserved-27748x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		一次元磁性体に対する古典近似の有効性 イチジゲンジセイタイタイコテンキンジユウコウセイ		Validity of the Classical Approximation for One Dimensional Magnets		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				江原和子
新田正義
武田義章
原留美吉 エバラカズコニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		汚泥処理に関する研究（安定化） オデイショリカンケンキュウアンテイカ		On a New Sludy ｏｆ Sludge Treat Ment （Sludge Stabilization）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				金井昌邦
大木宜章 カネイマサシホウオオキギショウ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		高炉スラグを混和したセメント水ガラスグラウトの浸透性に関する研究 コウロコンワスイシントウセイカンケンキュウ		The Study on the Permeability of Cement, Slag and Sodium Silicate Grout		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
上野秋朗
山本高義 サカイツヨシウエノアキロウヤマモトタカヨシ

		8		1		reserved-27478x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		金の原子核に高エネルギー窒素イオンを照射して出来る核分裂破片 キンゲンシカクコウチッソショウシャデキカクブンレツハヘン		Heavy Fragment Production Through the Interaction of High Energy Nitrogen Ions with Gold Nuclei		Pahlavi.U
Macelester.C
一般教育 イキョウイク				Ａ.Ｎ.Ｂｅｈｋａｍｉ
Ｊ.Ｈ.Ｒｏｂｅｒｔｓ
玉井英次 タマイエイジ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		RuO2厚膜抵抗体
－組成と電気的特性－ アツマクテイコウタイソセイデンキテキトクセイ		Compositions and Electrical Properties of RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
新田正義
江原和子
原留美吉 タケダヨシアキニッタマサヨシエバラカズコハラドメヨシキチ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		Bi添加RuO2厚膜抵抗体の製法および電気的特性 テンカアツマクテイコウタイセイホウデンキテキトクセイ		Perparation and Properties of Bi-Doped RuO2 Thick Film Resistors		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
新田正義
兼房慎二
原留美吉 タケダヨシアキニッタマサヨシカネフサシンジハラドメヨシキチ

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		厚膜印刷による（Cdx，Zn1－x）4SiS6の光伝導特性 アツマクインサツヒカリデンドウトクセイ		Photoconductive Properties of （Cdx，Zn1‐x）4 ＳｉS6 Thick Films		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
江原和子
武田義章
原留美吉　　　　　　

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		MnCl2・２Ｈ2Ｏの４Ｔ2ｇ（D）励起状態の光スペクトル レイキジョウタイヒカリ		Optical Spectra of ４T2g（D） Excited State of MnCl2･2H2O		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				江原和子
新田正義
武田義章

		8		1		reserved-27478x1F		論文 ロンブン		VO2を用いた新固体発振素子 モチシンコタイハッシンソコ		New Bulk Oscillation Devices by VO2 Crystals		工業化学専攻
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 コウギョウカガクセンコウキョウイク				加藤文夫
兼房慎二
新田正義
武田義章
原留美吉　　　　　　　　　　　　 カトウフミオカネフサシンジ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		イモ形ねじポンプ用特殊ねじのNC加工法の研究 カタヨウトクシュカコウホウケンキュウ		Research on Cutting Methods for the Special Screws of  IMO Type Screw  Pump by Means of NC Machining Process		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				清田　清
藤田　優 キヨタキヨシフジタユウ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		水平にある直線光源による影について スイヘイチョクセンコウゲンカゲ		On the Shadow by a Linear Light Source Kept in a Horizontal Position		電気工学科 デコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		大谷義彦 オオタニヨシヒコ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		アスファルトの粘弾性について ネンダンセイ		A Study on the Viscoelastic of Asphalt		土木工学科
土木工学科
大成道路技術研究所 ドコウガッカドコウガッカタイセイドウロギジュツケンキュウジョ				星野佳久
栗谷川裕造
木下庄次　　　　 ホシノヨシヒサクリヤカワユウゾウキノシタショウジ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		高炉スラグを混和したセメント水ガラスグラウトの基礎的研究 コウロコンワスイキソテキケンキュウ		Basic Research of Cement Sodium Silicate Grout Mixed Blast-Furnace Slag		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガクカ				堺　　毅
上野秋朗
山本高義 サカイツヨシウエノアキロウヤマモトタカヨシ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		転圧試験機の試作について テンアツシケンキシサク		On the Device for Testing the Compaction by Roller		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				神谷貞吉
今野　誠
羽田　実 カミヤサダキチコンノマコトハネダミノル

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		汚泥処理に関する研究（脱水） オデイショリカンケンキュウダッスイ		On a New Study of Sludge Treatment（Dehydration）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				金井昌邦
大木宜章 カネイマサシホウオオキムベショウ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		鉄筋とコンクリートの付着試験 テッキンフチャクシケン		Bond Test for Reinforcing Steel		土木工学科 ドコウガッカ				河合糺茲 カワイタダシココ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		内圧をうける鉄筋コンクリート圧力管の応力計算法と施工について ナイアツテッキンアツリョクカンオウリョクケイサンホウシコウ		On the Stress-Calculation and Excution of Reinforced Concrete Penstocks		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉 カミヤサダキチ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		消波ブロックの粗度係数に関する実験的考察 ショウハソドケイスウカンジッケンテキコウサツ		Experimental Consideration on the Coefficient of Roughness of Artificial Block for Wave Breaking		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ		専任講師 センニンコウシ		三浦　晃
遠藤茂勝　 ミウラアキラエンドウシゲカツ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物の曲げ応力におよぼす温度の影響 コンゴウブツマオウリョクオンドエイキョウ		The Effect of Temperature on Bending Stress of Asphalt Mixture		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウ

		7		2		reserved-27297x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		流出現象の実験的研究 リュウシュツゲンショウジッケンテキケンキュウ		An Expermental Studies on the Runoff Phehomena		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドボクコウガッカ				三浦　晃
西川　肇
坪松　学 ミウラアキラニシカワハジメツボマツマナブ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		高分子電解質の電位差滴定と電気泳動 コウブンシデンカイシツデンイサテキサダムデンキエイドウ		Potentiometric Titration and Electrophoresis of Polyelectrolytes		工業化学専攻
工業化学専攻
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクセンコウコウギョウカガクカコウギョウカガクカ				国府田悦男
伊藤政克
平田光男
岩井慎二 コクフタエツオイトウマサカツヒラタミツオイワイシンジ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		単純指示板の周辺反力に就いて タンジュンシジバンシュウヘンハンリョクシュウ		On Shear Forces Acting Along the Edge of Simply Supported Plates		数理工学科
数理工学科 スコウガッカスコウガッカ				角田晃二
大澤慶吉　　　 ツノダコウジ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		厚膜抵抗体の新トリミング装置 コウマクテイコウタイシンソウチ		New Trimming Machine for Thick Film Resistors		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				兼房慎二
武田義章
原留美吉 カネフサシンジタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		7		2		reserved-27297x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		厚膜抵抗体の安定性と劣化機構（Ⅱ）
－湿度試験－ アンテイセイレッカキコウシツドシケン		Stability and Deterioration Mechanism of Thick Film Resistors Part Ⅱ: Humidity Tests		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
新田正義
江原和子
原留美吉　 ニッタマサヨシエバラカズコ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		厚膜技術によるVO2スイッチング素子 コウマクギジュツソシ		Preparation and Properties of VO2 Thick-Film Switching Devices		工業化学専攻
一般教育
一般教育
一般教育 コウギョウカガクセンコウイキョウイクイキョウイクイキョウイク				加藤文夫
新田正義
武田義章
原留美吉　 カトウフミオ

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		Cd4SiS6の光学的性質（4）（Cdx，Zn1-x）4SiS6の光伝導特性 コウガクテキセイシツヒカリデンドウトクセイ		Optical Properties of Cd4SiS6（4） Photoconductive Properties of （Cdx，Zn1-x）4 SiS6		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				新田正義
武田義章
江原和子
原留美吉　　　　　　　　　　　

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		一次元反強磁性体TMMCの光スペクトルの原理 イチジゲンハンキョウジセイタイヒカリゲンリ		Optical Spectrum of Linear Chain Antiferromagnet Mechanism		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				江原和子
武田義章
新田正義
原留美吉　　　　　

		7		2		reserved-27297x1F		論文 ロンブン		一次元反強磁性体TMMCの光スペクトル実験との比較 ジッケンヒカク		Optical Spectrum of Linear Chain Antiferromagnet （Ⅱ）		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイッパンキョウイク				江原和子
武田義章
新田正義
原留美吉　　　　　

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		パルス・ジェットの2次空気の逆流に関する研究 ジクウキギャクリュウカンケンキュウ		A Study on the Secondary-Air Resuction of the Pulse Jet		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				西野　宏
氏家康成 ニシノヒロシウジイエヤスナリ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		Ne-Heガスレーザ出力の振幅安定化について シュツリョクシンプクアンテイカ		Amplitude Stavilization of a Gaseous He-Ne Laser		電気工学専攻
（現 足利工業大学電気工学科）
電気工学科 コウガクセンコウゲンギョウガクデンキコウガッカデコウガッカ		修士課程

 シュウシカテイ		高柳建治

斎藤勝巳 タカヤナギケンジサイトウカツミ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		土質・岩盤解析用弾性波測定器 ドシツガンバンカイセキヨウダンセイハソクテイキ		Ground Wave Analyzer		電気工学科 デコウガッカ				中村康平 ナカムラコウヘイ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		従業員態度とTAT（絵画統覚検査）との関係についての一考察 ジュウギョウインタイドカイガトウカクケンサカンケイイチコウサツ		A Study of the Relationship between Employee Attitudes and TAT		管理工学科 カコウガッカ				秋山典史 アキヤマノリフミ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		Ｃｄ4（Ⅳ）Ｓ6の発光特性及び光伝導特性 ハッコウトクセイオヨヒカリデンドウトクセイ		Photoluminescent Properties and Photoconductive Properties of Cd4（Ⅳ）S6		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				新田正義
武田義章
江原和子
原留美吉 ニッタマサヨシタケダヨシアキエハラカズコハラドメヨシキチ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究-Ⅶ
側壁型ACVの試作と性能試験　その4 コガタケンキュウソクヘキガタシサクセイノウシケン		Experimental Reserch of Air Cushion Vehicle-Ⅶ
Testing of the Side Wall ACV. Part 4		一般教育
理工学部電気工学科 キョウイクリコウガクブデンキコウガッカ				三野正洋
遠田豊彰　　　　　 サンノマサヒロトオタトヨショウ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		車輪駆動型ACVの試作　その3 シャリンクドウガタシサク		Testing of the Wheel Drived Air Cushion Vehicle Part3		一般教育
理工学研究科
理工学部電気工学科 キョウイクリガクケンキュウカリコウガクブデンキコウガッカ				三野正洋
殿倉英次
遠田豊彰　　　　 トノクラエイジ

		7		1		reserved-27113x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		窒化シリコン膜の誘電特性とその応用 チツカマクユウデントクセイオウヨウ		Dielectric Properties and Applications of Silicon Nitride Thin Films		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
新田正義
江原和子
原留美吉　

		7		1		reserved-27113x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		厚膜抵抗体の安定化と劣化機構（Ⅰ）
－温度試験－ コウマクテイコウタイアンテイカレッカキコウオンドシケン		Stability and Deterioration Machanism of Thick Film Resistors
－PartⅠ: Temperature Test－		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
新田正義
江原和子
原留美吉　

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		エドガー・アラン・ポオ論
－実在的見地から考察したエドガー・アラン・ポオについて－ ロンジツザイテキケンチコウサツ		An Essay on Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe Viewed From an Angle of Existential Philosophy		一般教育 イッパンキョウイク				岡田充雄 オカダミツオ

		7		1		reserved-27113x1F		論文 ロンブン		第32回日本哲学会におけるシンポジウム
「宗教」に対する考察 ダイカイニホンテツガクカイシュウキョウタイコウサツ		My Point of View on “Religion” in the Symposium of the 32nd Philosophical Society of Japan				事務長 ジムチョウ		古田　晉 フルタスス

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		高透磁率新合金“Super　Sendust”の磁気的性質 コウトウジリツシンゴウキンジキテキセイシツ		On Magnetic Properties of New High Permeability Alloy “Super Sendust”		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
八戸工業大学 デコウガッカデコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウハチノヘコウギョウダイガク				山本達治
塩谷勝喜
移川欣男
中村　務
横地弓男 ヤマモトタツジシオヤカツキワタルカワヨロコオトコナカムラツトムヨコチユミオトコ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		送電鉄塔部材に使用する高張力鋼の座屈試験 ソウデンテットウブザイシヨウコウチョウリョクコウザクツシケン		Buckling Tests of High Tension Steel Column used as Stractural Members of Transmission Tower		土木工学部
新潟大学工学部 ドコウガクブニイガタダイガクコウガクブ				神谷貞吉
矢島基臣　　　　　　　 カミヤサダキチヤジマモトオミ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		水平スリット板による波の反射率，透過率に関する実験的考察 スイヘイイタナミハンシャリツトウカリツカンジッケンテキコウサツ		Experimental Consideration on Reflection and Transmission Coefficient of Surface Wave by Horizontal slit Barrier		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガクカ		講師（専任扱い） コウシセンニンアツカ		三浦　晃　
遠藤茂勝　 エンドウシゲカツ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		関東ロームの乾燥過程における締固め特性について カントウカンソウカテイシガタトクセイ		On the Properties of the dry Kanto-Loam Compacted		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠 コンノマコト

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		アスファルト塗装路面に於けるブリーディング現象報告（1） トソウロメンオゲンショウホウコク		Study of Bleeding with Asphalt Pavement （Report 1）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造 ホシノヨシヒサクリタニカワユウゾウ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		弾性平板の剪断変形理論について ダンセイヘイバンハサダンヘンケイリロン		On the Theory of Transverse Shear Deformation for Elastic Plate		統計学科 トウケイガッカ				登坂宣好 トサカセンヨシミ

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		Ｐｄ-Ａｇ-Ｇｌａｓｓ 薄膜抵抗体 ハクマクテイコウタイ		Preparation and Properties of Pd-Ag-Glass Thin Films		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイク				武田義章
新田正義
原留美吉　

		6		2		reserved-26932x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン				Mechanism of Resistance Change of Thick Film Resistor due to High Frequency Discharge Trimming and Stability of Resistance Value		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				武田義章
新田正義
原留美吉　

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		Cd4SiS6の光学的特性（2）
（Ｚｎ1‐x　Ｃｄx）4ＳｉＳ6の発光特性 コウガクテキトクセイハッコウトクセイ		Optical Properties of Cd4SiS6（2）
 Luminescence Properties of （Zn１-x Cdx）4SiS6		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
武田義章
原留美吉　　

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		ブローイングによるアスファルトの性状および化学成分の変化 セイジョウカガクセイブンヘンカ		Change in General Properties and Chemical Constituents during Asphalt Blowing		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人 ナカジマユタカヒコタノベオヤジン

		6		2		reserved-26932x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究-Ⅵ
側壁型と単純圧力室型の比較研究　その1 コガタケンキュウソクヘキガタタンジュンアツリョクシツカタヒカクケンキュウ		Experimental Reserch of Air Cushion Vehicle-VI
A comparative Study about the Side Wall and Plenum Chember ACV. part 1		一般教育 キョウイク				三野正洋 サンノマサヒロ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		高マグネシウムを含むＡｌ合金板の降伏応力におよぼす粒度依存性について（第1報） コウフクゴウキンイタコウフクオウリョクリュウドイゾンセイダイホウ		Study on the relation between grain size and yield stress of Al alloy sheet including high Mg		機械工学科
機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカキコウガッカ		助手

 ジョシュ		青木顕一郎
菅又　信
勝田基嗣
野呂幸雄　　　　 アオキケンイチロウスガマタシンカツタノロサチオ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		溶湯鍛造法に関する研究（第1報）
－Al-Si合金の機械的性質に及ぼす加圧効果－ ヨウユタンゾウホウカンケンキュウダイホウゴウキンキカイテキセイシツオヨカアツコウカ		Study on the Extrusion Casting （Report 1）
Effects of high pressure on the mechanical properties of Al-Si alloys		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカ		副手 フクシュ		大塚誠之
時末　光
加藤数良 オオツカセイユキトキスエヒカル

		6		1		reserved-26748x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		生産工学の領域に関する一考察 セイサンコウガクリョウイキカンイチコウサツ		Some Analysis about Sphere of Inoustrial Teshnology		機械工学科 キコウガッカ				杉村敏夫 スギムラトシオ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		試作自動車用ブレーキ試験機およびデュオ・サーボ型ドラム・ブレーキのトルク解析 シサクジドウシャヨウシケンキカタカイセキ		A Prototype Automobile Brake Testing Machine and Torque Analyses of a Duo-Servo Type Drum Brake		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				中根之夫
藤田  優　　　　　 ナカネユキオットフジタユウ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		空気の自由噴流に関する実験 クウキジユウフンリュウカンジッケン		Experiment for Submesged Air Jet		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカキコウガッカ				松宮興作
石井　進
上野博之 マツミヤコウサクイシイススムウエノヒロユキ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		強力空中超音波による煙霧質の凝集（Ⅰ） キョウリョククウチュウチョウオンパエンムシツギョウシュウ		On Agglomeration of Aerosols by means of Aerial Intense Ultrasoundwave （Ⅰ）		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				瀨谷浩一郎
中根偕夫 ナカネカイオット

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		Alnico-8系磁石合金の磁気特性におよぼすＴｉ添加並びに熱磁処理の影響 ケイジシャクゴウキンジキトクセイテンカナラネツジショリエイキョウ		Effects of Ti Addition and Thermomagnetic Treatment on Magnetic Properties of Alnico-8 Type Magnet Alloys		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学専攻 デコウガッカデコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウ		修士課程？年 シュウシカテイネン		山本達治
塩谷勝喜
移川欣男
蒔田鐵夫 ヤマモトタツジシオヤカツヨロコウツカワキンオトコマキタ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		Mn-Al系磁石合金の磁気特性に与える添加元素の影響 ケイジシャクゴウキンジキトクセイアタテンカゲンソエイキョウ		The Effect of Additional Elements on the Magnetic Properties of Manganese Aluminum Permanent Magnet Alloys		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山本達治
宮島　毅　 ミヤジマツヨシ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		送電鉄塔部材としての銅管の座屈試験 ソウデンテットウブザイドウカンザクツシケン		Buckling Test of Steel Pipes for use with the Structural Member of Transmission Towers		土木工学科
新潟大学工学部土木工学科 ドコウガッカニイガタダイガクコウガクブドボクコウガッカ				神谷貞吉
矢島基臣 カミヤサダキチヤジマモトオミ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		航空写真測量における図化精度について コウクウシャシンソクリョウズカセイド		On the Explanatory accuracy of photographic surveying		土木工学科
土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガクカドコウガッカ				堺　　毅
西川　肇
藤井寿生
工藤勝輝 サカイツヨシニシカワハジメフジイジュセイクドウカツテル

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		関東地方に於ける確立降雨量の研究 カントウチホウオカクリツコウウリョウケンキュウ		Studies of probable maximum rainfall at the Kanto district		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				三浦　晃
西川　肇 ミウラアキラニシカワハジメ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		コンプレックス・ソープ・グリースに関する研究 カンケンキュウ		Studies on the Complex soap Grease		工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカコウギョウカガクカ				大木　喬
佐野雅弘
海老原富与吉 オオキタカシサノマサヒロエビハラフヨキチ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		筑豊石炭礦業史研究序説
－筑豊石炭資料・文献の所在目録とその解題－ チクホウセキタンアラガネギョウシケンキュウジョセツチクホウセキタンシリョウブンケンショザイモクロクカイダイ		The Historical Study of Coal Mining in the Chikuho Distric
－Ａ list of bibliographical introductions－		一般教育 キョウイク				田中直樹　　　　　　 タナカナオキ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		Cd4SiS6の光学的性質
－（1）発光特性および光伝導特性－ コウガクテキセイシツハッコウトクセイコウデンドウトクセイ		Optical properties of Ｃd4ＳｉＳ6
－１）Photoｌuminescence and photoconductivity－		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				新田正義
武田義章
原留美吉 ニッタマサヨシタケダヨシアキハラドメヨシキチ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究-Ⅳ
－単純圧力室型水上走行ACVの試作と性能試験　その2－ コガタケンキュウタンジュンアツリョクシツカタスイジョウソウコウシサクセイノウシケン		Experimental Reserch of Air Cushion Vehicle-Ⅳ
－Testing of the Plenum Chamber ACV. part 2－		一般教育 キョウイク				三野正洋　　　　　　　　　 サンノマサヒロ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究-Ⅴ
－側壁型ACVの試作と性能試験　その3－ コガタケンキュウソクヘキカタシサクセイノウシケン		Experimental Reserch of Air Cushion Vehicle-Ⅴ
－Testing of the Side Wall ACV. part 3－		一般教育
理工学部電気工学科 キョウイクリガクブデンキコウガッカ				三野正洋
遠田豊彰　　　　　 サンノマサヒロトオタトヨショウ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		車輪駆動型ＡＣＶの試作　その2 シャリンクドウガタシサク		Testing of the Wheel Drived Air Cushion Vehicle part 2		青山学院大学理工学部物理学科
青山学院大学理工学部物理学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
一般教育
理工学部電気工学科 アオヤマガクインダイガクリコウガクブブツリガッカヤマインガクリコウガクブキカイコウガッカイキョウイクリコウガクブデンキコウガッカ				益田　洋
加藤満知子
高島昭寛
許　汝彰
殿倉英次　
駒谷幸雄
三野正洋
遠田豊彰　　　　　　　 マスダヨウカフジマチコタカシマアキラカンモトナンジアキラトノクラヒデツグコマヤユキオサンノマサヒロエンダユタカアキラ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		一般教育における化学実験について イッパンキョウイクカガクジッケン		Chemical Experiments for Students in the General Education Course		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
理工学部一般教育 キョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクイッパンキョウイクリガクブイッパンキョウイク		助手
 ジョシュ		新井信正
安藤正信
本田政子
松田清美
中島豊比古
関根  宏
高瀬精一 アライシンセイアンドウマサノブホンダマサコマツダキヨミナカシマトヨヒコセキネヒロシタカセセイイチ

		6		1		reserved-26748x1F		論文 ロンブン		ドイツ語文における統語構造の「生成変形論」的考察 ゴブントウゴコウゾウセイセイヘンケイロンテキコウサツ		The Generative-Transformational Aproach to the Syntactic Structures of German		一般教育 キョウイク				佐々木稔 ササキミノル

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		摩擦溶接に関する研究（第3報）
－S45C材の溶接条件と機械的性質について－ マサツヨウセツカンケンキュウダイホウザイヨウセツジョウケンキカイテキセイシツ		Study on the Friction Welding （Report 3）
－Effects of Welding Condition on Mechanical Properties of Friction Welding Carbon Steal S45C－		機械工学科
機械工学専攻
(現　機械工学科） キコウガッカキコウガクセンコウゲンキコウガッカ		博士課程？年
（副手） ハクシカテイネンフクシュ		時末　光
加藤数良
 トキスエヒカルカトウカズリョウ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		ポンプの空気吸込実験 クウキスイコジッケン		Centrifual Pump Tests When Air is mixed in Suction Side		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカキコウガクセンコウ				寺田　進
上野博之
小室歳一 テラダススムウエノヒロユキコムロサイイチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		管底に噴流群をもつ水平管における噴流の噴出速度について クダソコフンリュウグンスイヘイカンフンリュウフンシュツソクド		The velocity of the efflux of jet which flow through holes in the bottom of a horizontel pipe		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカキコウガクセンコウ				寺田　進
上野博之
小室歳一 テラダススムウエノヒロユキコムロサイイチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		固液二相流の抗力係数に関する考察 コエキニソウリュウコウリョクケイスウカンコウサツ		A Study of Drag Coefficients of Solid Particles in a Fliud Mixture Flow		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカキコウガクセンコウ				寺田　進
上野博之
大竹尚道 テラダススムウエノヒロユキオオタケナオミチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		固液二相流の研究 コエキニソウリュウケンキュウ		Study of Two Phase Flow(Solid-Water)		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				寺田　進
上野博之　　　　　 テラダススムウエノヒロユキ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		平衡が容易にとれるブリッジ回路 ヘイコウヨウイカイロ		Bridge Circuits with Easy Balance Adjustment		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガッカ				石橋・雄
星川　洋
原　高明 ホシカワヒロシハラタカアキ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第5報）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－電源側高調波の抑制（2）－ イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウデンゲンガワコウチョウハヨクセイ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method （Ⅴ）                                                      －The Reduction of the Higher Harmonics Appeared in the Source Side （2）－		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛澤忠良 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		鉛直にある直線光源による影について エンチョクチョクセンコウゲンカゲ		On the Shadow by a Linear Light Source Set on Vertical for the Working Plane		電気工学科 デコウガッカ		講師（専任扱） コウシセンニンアツカ		大谷義彦 オオタニヨシヒコ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		シードされた燃焼ガスにおける導電率測定 ネンショウドウデンリツソクテイ		Measurement of Electrical Conductivity on Seeded Flame Gas		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				斎藤勝巳
小嶋孝夫 サイトウカツミコジマタカオ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		Porbe　tubeの音響特性について オンキョウトクセイ		On the Acoustic Characteristics of Probe Tubes		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデコウガッカ		副手 フクシュ		瀨谷浩一郎
山崎　憲 ヤマザキケン

		5		2		reserved-26567x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		軽元素のＸ線Ｋ吸収端 ケイゲンソセンキュウシュウタン		On the K-absorption edges of light elements		電気工学科
東北大学 デコウガッカトウホクダイガク				林　　威
林　保臣 ハヤシイハヤシヤスオミ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		30％～40％Cobalt を含有するアルニコー8系磁石合金の磁性におよぼす熱処理の影響 ガンユウケイジシャクゴウキンジセイネツショリエイキョウ		Effects of Heat Treatments on Magnetic Properties of ALNICO-8 Type Magnet Alloys containing from 30 ｔo 40％ Cobalt		電気工学科
電気工学科
電気工学科
電気工学専攻
(現　株式会社リコー) デコウガッカデコウガッカデコウガッカデコウガクセンコウゲンカブシキガイシャ				山本達治
塩谷勝喜
移川欣男
松本冬彦
 ヤマモトタツジシオヤカツキワタルカワヨロコオトコマツモトフユヒコ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		石灰系材料による関東ロームの安定処理（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セメント添加による混合度と強度 セッカイケイザイリョウカントウアンテイショリテンカコンゴウドキョウド		On the Stabilization of Kanto-loam with CaO-system Materials （Report 1）           
Effect of Cement added and Degrec of on Stength of stabilized Soils		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠 コンノマコト

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		都市河川の流量について
－東京都神田川筋の上流の場合－ トシカセンリュウリョウトウキョウトカンダガワスジジョウリュウバアイ		On the Discharge Characteristics in Cities
－The Case of the Upper Kanda River,Tokyo City－		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉　　　　　 カミヤサダキチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		フィルダム盛立材料の長期浸漬試験の設定 セイリツザイリョウチョウキシンヅケシケンセッテイ		Arrangement of Immersion Test of Materials used Variaus Parts of Fill Dam		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカド				神谷貞吉
今野　誠
羽田　実 カミヤサダキチコンノマコトハネダミノル

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		ヘドロに対するアルミナセメントの影響度 タイエイキョウド		The Effect of Alumina Cement on “Hedoro”		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				河合糺茲
柳内睦人
山本高義 カワイヤマモトタカヨシ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物の曲げ応力について（第1報） コンゴウブツマオウリョクダイホウ		About the Bending Stress of Asphalt Mixture （Report 1）		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				星野佳久
栗谷川裕造 ホシノヨシヒサクリタニカワユウヅクリ

		5		2		reserved-26567x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		日本大学生産工学部の実験室水路についての報告 ニホンダイガクセイサンコウガクブジッケンシツスイロホウコク		Report on the Laloratory Channel in the College of Industrial Technology Nihon University		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドボクドコウガッカドコウガッカ		講師（専任扱い） コウシセンニンアツカ		三浦　晃
西川　肇
遠藤茂勝 ミウラアキラニシカワハジメエンドウシゲルマサル

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		木材パルプに対する超音波処理による影響について モクザイタイチョウオンパショリエイキョウ		The Effect of the Ultrasonic Waves Treament on Wood Pulps		工業化学科
 コウギョウカガクカ				大木　喬
海老原富与吉 オオキタカシエビハラフヨキチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		Hot-Dipped-Aluminium被覆の（灰銑および白く銑）の高温における耐酸化性と耐成長性について ヒオオウハイセンハクセンコウオンタイサンカセイタイセイチョウセイ		Resistivity to Oxidation and Growth at High Temperature of Hot-Dipped Aluminium Coated Cast Iron		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				駒津義明
安藤正信 コマツヨシアキアンドウマサノブ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		日本大学生産工学部50ｃｍ×50ｃｍ□ゲチンゲン型角風洞について ニホンダイガクセイサンコウガクブカタカドフウドウ		On 50㎝×50cm Ｇoｔｔｉｎｇｅｎ Type Wind Tunnel		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				住友国保
今淵正恒 スミトモコクホイマフチセイツネ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		シンチレーション・カウンターを使った気球搭載用宇宙線検出器 ツカキキュウトウサイヨウウチュウセンケンシュツキ		Ｓｃｉｎｔｉｌｌａｔｉｏｎ Ｃｏｕｎｔｅｒｓ ｆｏｒ Cosmic Ray Detection		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイクイキョウイク				玉井英次
境　孝祐
湖上晨一
成田信男
小倉紘一　　　　　 タマイエイジサカイタカシユウナリタノブオオグラコウイチ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		小型ACV（ホバークラフト）の研究－Ⅱ
単純圧力室型水上走行ACVの試作と性能試験（その1） コガタケンキュウタンジュンアツリョクシツカタスイジョウソウコウシサクセイノウシケン		Experimental Research of Air Cushion Vehicle-Ⅱ
Testing of the Simple Plenum Chamber ACV．Part1		一般教育 キョウイク				三野正洋 サンノマサヒロ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		小型ＡＣＶ（ホバークラフト）の研究－Ⅲ
側壁型ＡＣＶの試作と試験（その2） コガタケンキュウソクヘキガタシサクシケン		Experimental Research of Air Cushion Vehicle-Ⅲ
Testing of Side Wall ACV. （Part 2）		一般教育
理工学部電気工学科 キョウイクリガクブデンキコウガッカ				三野正洋
遠田豊彰　　　　　 サンノマサヒロエンダユタカアキラ

		5		2		reserved-26567x1F		論文 ロンブン		石油アスファルトからのカルボン酸類の分離 セキユサンルイブンリ		Isolation of Carboxylic Acids in Asphalt		一般教育
相模原市立旭中学校
一般教育 キョウイクサガミハラシリツアサヒチュウガッコウイキョウイク		助手

 ジョシュ		中島豊比古
菅名文弘
田野辺親人 ナカシマトヨヒコスガナフミヒロタノベ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		着水衝撃荷重に関する研究 チャクスイショウゲキニジュウカンケンキュウ		On the Water‐Landing Load of the Two Dimensional Bodies		機械工学科 キコウガクカ				坂井卓爾 サカイタクジ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		衝撃振動減衰器に関する研究 ショウゲキシンドウゲンスイウツワカンケンキュウ		On the Performance of Impact Vibration Dampar		機械工学科
機械工学科
神林鉄工所株式会社 キコウガクカキコウガクカカミハヤシテッコウショカブシキガイシャ				池田　健
坂井卓爾
神林晃一 イケダケンサカイタクジカンバヤシコウイチ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		プラスチック材料の丸棒に関する疲労特性（第3報） ザイリョウマルボウカンヒロウトクセイダイホウ		On Fatigue Properties of the Plastic Round Bar（3）		機械工学科
機械工学科
機械工学科 キコウガクカキコウガクカキコウガクカ				松宮興作
石井　進
藤田　優 マツミヤキョウサクイシイススムフジタユウ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		最近の新しい永久磁石材料について サイキンアタラエイキュウジシャクザイリョウ		On the New Permanent Magnet of Late		電気工学科
電気工学科 デコウガクカデコウガクカ				山本達治
宮島　毅　　　　　 ヤマモトタツジミヤシマツヨシ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		水中照明に関する基礎研究 スイチュウショウメイカンキソケンキュウ		Basic Study on Lighting of the Underwaters		電気工学科 デコウガクカ		助手 ジョシュ		大谷義彦 オオタニヨシヒコ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第4報）
－電源側高調波の抑制（1）－ イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウデンゲンソクコウチョウハヨクセイ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method（Ⅳ）
－The Reduction of the Higher Harmonics Appeared in the Source Side（1）－		電気工学科
電気工学科 デコウガクカデコウガクカ				尾形秀人
愛澤忠良 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		日本のロックフィルダムの展望 ニホンテンボウ		A View of Rock-fill Dams in Japan		土木工学科 ドコウガクカ				神谷貞吉 カミヤサダキチ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		射出成形による高分子材料の劣化（第1報）
スチレン樹脂およびメタアクリル樹脂 シャシュツセイケイコウブンシザイリョウレッカダイホウジュシジュシ		The Degradation of the Repeatedly Injection-Molding Polymer Materials I
Polystyrene and Polymethylmethacrylate		工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ				三宅良彦
平田光男
岩井信次 ミタクリョウビコヒラタミツオイワイシンジ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		高イオン強度における高分子電解質の電気泳動 コウキョウドコウブンシデンカイシツデンキエイドウ		Electrophoresis of Polyelectrolyte in Solutions of High Ionic Strength		工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ				国府田悦男
平田光男
岩井信次 コクフタエツオトコヒラタミツオイワイシンジ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		従業員の態度変容に関する調査研究（第1報） ジュウギョウインタイドヘンヨウカンチョウサケンキュウダイホウ		A Study of Attitude Change of Employees （part 1）		管理工学科
管理工学科
管理工学科 カコウガクカカコウガクカカコウガクカ		副手 フクシュ		三浦智徳
秋山典史
小田部明 ミウラトモノリアキヤマノリフミオタベアキラ

		5		1		reserved-26383x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		人間工学に関する諸問題 ニンゲンコウガクカンショモンダイ		Some Industrial Problems from the Human Engineering Point of View		管理工学科 カコウガクカ				大久保堯夫 オオクボタカオット

		5		1		reserved-26383x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		電位差適定法による重質石油留分中の弱酸，微弱酸の定量 デンイサテキテイホウジュウシツセキユリュウブンジュウジャクサンビジャクサンテイリョウ		Determination of Weak Acid and Very Weak Acid in Petroleum Fractions by Potentiometric Titration		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク		助手
 ジョシュ		中島豊比古
田野辺親人 ナカシマトヨヒコタノベオヤヒト

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		Meigen反応によるCaCO3 Polymorphの呈色機構 ハンノウテイイロキコウ		CaCO3 Staining  Mechanism in Meigen's Reaction		一般教育 キョウイク		助手 ジョシュ		中島豊比古　　　　　　 ナカシマトヨヒコ

		5		1		reserved-26383x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		微生物の生産する生物活性物質（Ⅰ）
Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｎｏｔａｔｕｍ 2FG1 の生産する　Xanthocillin　Xについて ビセイブツセイサンセイブツカッセイブッシツセイサン		Bioactive Substances Produced by Microorganisms （Ⅰ）
On Xanthocillin X from Penicillium Notatum 2FG1		一般教育 キョウイク				関根　宏 セキネヒロシ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		南極昭和基地上空の低エネルギー宇宙線の観測 ナンキョクショウワキチジョウクウテイウチュウセンカンソク		The Observation of Low Energy Cosmic Ray Particles above Syowa Station，Antarctica		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイク				玉井英次
境　孝祐
成田信男
小倉紘一
湖上晨一 タマイエイジサカイコウスケナリタノブオオグラコウイチコジョウアシタ１

		5		1		reserved-26383x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		アルミナイズド鋼に関する研究（第3報）
－著者指導による代表的利用例とその背景をなす理論－ コウカンケンキュウダイホウチョシャシドウダイヒョウテキリヨウレイハイケイリロン		Research on Hot-Dipped-Aluminized Steel
Some practical applications and their theoretical background (No.3)		一般教育 キョウイク				駒津義明 コマツヨシアキ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		梱包材料の力学的解析 コンポウザイリョウリキガクテキカイセキ		Dynamical Analysis of Packing Materials		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				住友国保
今淵正恒 スミトモコクホイマフチマサツネ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		GEM･ACVの分類に関する一考察 ブンルイカンイチコウサツ		A Study of Grouping about GEM・ACV		一般教育 キョウイク				三野正洋 サンノマサヒロ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		マラカイトグリーンによる水銀（Ⅱ）の吸光度定量化 スイギンスヒカリタビテイリョウカ		Spectrophotometric Determination of Mercury （Ⅱ） with Malachite Green		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				新井信正
石原義博 アライシンセイイシハラヨシヒロ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		車輪駆動型ACVの試作　その1 シャリンクドウカタシサク		Testing of the Wheel Drived Air Cushion Vehicle PART 1		青山学院大学理工学部物理学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
青山学院大学理工学部機械工学科
一般教育
理工学部電気工学科 アオヤマガクインダイガクリコウガクブブツリガッカアオヤマガクインダイガクリコウガクブキカイコウガッカイキョウイクリコウガクブデンキコウガッカ				益田　洋
加藤満知子
高島昭寛
殿倉英次
駒谷幸雄
三野正洋
遠田豊彰 マスダヨウマチコトノクラエイジコマタニサチオサンノマサヨウエンダユタカアキラ

		5		1		reserved-26383x1F		論文 ロンブン		SSTD法による金の原子核分裂の研究についての一考察 ホウキンゲンシカクブンレツケンキュウイチコウサツ		A Device for Study of High Energy Fissions in Au Nuclei		一般教育物
マカレスター大学 キョウイクブツダイガク				玉井英次
Ｊａｍｅｓ Ｈ.Ｒｏｂｅｒｔｓ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		自動車用バンパの安全性に関する基礎研究（第1報）　
（帯板ステイによる実験） ジドウシャヨウアンゼンセイカンキソケンキュウダイホウタイイタジッケン		Fundamental Study of the Safety on Automotive Bumper                                 （1st Report，Experiment by Flat Bar Stay)		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				杉村敏夫
千種顕正　　　　　 スギムラトシオチグサアキマサ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		水平管路における川砂混相液の流動抵抗と管内濃度について スイヘイカンロカワスナコンソウエキリュウドウテイコウカンナイノウド		Pressure Drop and Actually Presented Consentration of a Sand Mixture Flowing along a Horizontal Pipe		機械工学科
機械工学科
機械工学専攻 キコウガッカキコウガッカキコウガクセンコウ				寺田　進
上野博之
小室歳一 テラダススムウエノヒロユキコムロサイイチ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第3報） イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method（Ⅲ）		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛沢忠良 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		簡易無響室の試作について カンイムキョウシツシサク		On the Newly Built Small Anechoic Chamber		電気工学科
電気工学専攻
マイクロ精機株式会社
日本グラモフォン株式会社 デコウガッカデコウガクセンコウセイキカブシキカイシャニホンカブシキガイシャ		修士課程？年

 シュウシカテイネン		瀨谷浩一郎
山崎　憲
功刀晴俊
斎藤　洋 ヤマザキケンクヌギハルトシサイトウヒロシ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		Ａｌｎｉｃｏ‐8系磁石合金の磁気的性質と帯溶融条件について ケイジシャクゴウキンジキテキセイシツオヨウユウジョウケン		On Conditions of Zone Melting and Magnetic properties of Alnico-8 Magnet Alloy		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガクカ				山本達治
塩谷勝喜
移川欣男 ヤマモトタツジシオヤカツヨシウツシカワヨシオ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		造成斜面の損傷の考察 ゾウセイシャメンソンショウコウサツ		Study on Damages of Artificial Slopes		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				神谷貞吉
今野　誠
豊島信拓 カミヤサダキチコンノマコトトヨシマシンツブセ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		石炭処理による関東ロームの物理的性質 セキタンショリカントウブツリテキセイシツ		On the Reaction of Kanto-loam with Lime		土木工学科
土木工学科
土木工学専攻 ドコウガッカドコウガッカドコウガクセンコウ				神谷貞吉
今野　誠
豊島信拓 カミヤサダキチコンノマコトトヨシマシンツブセ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		変断面Ⅰ桁における応力分布状況の解析 ヘンダンメンケタオウリョクブンプジョウキョウカイセキ		Analysis of the Stress Distributional State on a Variable Ⅰ-Beam		土木工学科 ドコウガッカ		副手 フクシュ		木田哲量 キダテツリョウ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		アスファルト混合物の凍結融解後の疲労について（第1報） コンゴウブツトウケツユウカイゴヒロウダイホウ		About the Fatigue of Asphalt Mixture after We Test the Freezing-Fusion Test （Report 1）		土木工学科 ドコウガッカ				栗谷川裕造 クリヤガワユウヅクリ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		人工軽量コンクリートにおける遠心力締固め試験 ジンコウケイリョウエンシンリョクジマリカタシケン		On Compacting Concrete of Expanded Shale Lighte Weight Aggregate by Centrifugal Method		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
河合糺茲
柳内睦人 サカイツヨシカワイタダシココ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ダブルプロジェクターＤＰ‐1について		On the Double Projecter DP-1		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
西川　肇
藤井寿生 サカイツヨシニシカワハジメフジイヒサオ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		坂川の洪水調査 サカカワコウズイチョウサ		Flood Investigation of SAKA‐Ｒｉｖｅｒ		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				三浦　晃
西川　肇 ミウラアキラニシカワハジメ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		学習と心身反応 ガクシュウシンシンハンノウ		The Relationship between Learning Procedures and Psycho‐physiological Reaction		管理工学科 カコウガッカ				大久保堯夫 オオクボタカオット

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		一次宇宙線中の低エネルギーＬ核及びＭ核粒子の観測 イチジウチュウセンチュウテイカクオヨカクリュウシカンソク		Observation on Low‐Energy Light and Medium Nuclei in The Primary Cosmic Radiation		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				玉井英次
成田信男 タマイエイジナリタノブオ

		4		2		reserved-26201x1F		論文 ロンブン		小型ＡＣＶ（ホバークラフト）の研究-Ⅰ
側壁型ＡＣＶの試作と性能試験 （その1） コガタケンキュウソクヘキカタシサクセイノウシケン		Experimental Research of Air Cushion Vehicle-Ⅰ
Testing of Side Wall ACV. Part １		一般教育
理工学部電気工学科 キョウイクリガクブデンキコウガクカ				三野正洋
遠田豊彰 サンノマサヒロエンダトヨアキ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		ｎ-ｐ残留相互作用の質量数依存性 ザンリュウソウゴサヨウシツリョウスウイゾンセイ		Mass Number Dependence of Neutron and Proton Residual Interaction		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				百木悟郎
佐々木潔 モモキゴロウササキキヨシ

		4		2		reserved-26201x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		アルミナイズド鋼発達の歴史
－特にその初期の課程調査－ コウハッタツレキシトクショキカテイチョウサ		Research on Hot‐Dipped Aluminized Steel Concerning Historical Review （No.２）		一般教育 キョウイク				駒津義明 コマツヨシアキ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		4サイクルディーゼル機関の絞り運転における機関性能の変化に関する研究 キカンシボウンテンキカンセイノウヘンカカンケンキュウ		Study of the 4 cycle diesel enigine throttle running		機械工学科
株式会社長谷川鉄工所 キコウガッカカブシキガイシャハセガワテッコウショ				杉村敏夫
長谷川正敏 スギムラトシオットハセガワセイビン

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		水平管路における川砂混相液の固体粒子群の抗力係数について スイヘイカンロカワスナコンソウエキコタイリュウシグンコウリョクケイスウ		Drag Coefficient of solid particles in a Sand Mixture Flowing along a Horizontal Pipe		機械工学科
機械工学科
機械工学科　　　　 キコウガッカキコウガッカキコウガッカ				寺田　進
上野博之
小室歳一 テラダススムウエノコムロトシカズ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		プラスチック材料の丸棒に関する疲労特性（第2報） ザイリョウマルボウカンヒロウトクセイダイホウ		On  Fatigue Properties of the Plastic Round Bar (2)		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				松宮興作
石井　進 マツミヤコウサクイシイスス

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第2報） イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method (Report 2)		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛澤忠良 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		電力の需要と資源のバランス デンリョクジュヨウシゲン		Balance of Demands and Resources of Electiric Power		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉 カミヤサダキチ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		粒状体のせん断に関する一実験 リュウジョウタイダンカンイチジッケン		Effects of Grain Size and Grading on the Shearing Behavieur of Granular Materials		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠 コンノマコト

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		常時微動の性質と建築物の震害との関係 ジョウジビドウセイシツケンチクブツシンガイカンケイ		Relations between the characteristics of microtremors and the earthquake damege of buildings		建築工学科
建築工学科
建築工学科 ケコウガッカケコウガッカケコウガッカ		副手
副手
教授 フクシュフクシュキョウジュ		山邊克好
川村政史
金井　清 カワムラマサシカネイキヨシ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		建築物設計用風圧力の歴史的変換 ケンチクブツセッケイヨウフウアツリョクレキシテキヘンカン		Transition of wind pressure values used for building design		建築工学科 ケコウガッカ		教授 キョウジュ		亀井　勇 カメイイサ

		4		1		reserved-25991x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		風の垂直分布を考慮せる角柱の風圧に関する研究 カゼスイチョクブンプコウリョカクチュウフウアツカンケンキュウ		Study of wind pressure with vertical distribution on model-scale buildings		建築工学科 ケコウガッカ		教授 キョウジュ		亀井　勇 カメイイサ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		砂層のせん断振動に関する実験
－その1　乾燥砂の場（第1報）－ スナソウダンシンドウカンジッケンカンソウスナバ		Shear vibration of dry sand layes (1)		建築工学科
建築工学科
建築工学専攻 ケコウガッカケコウガッカケコウガクセンコウ		副手
助教授
 フクシュジョキョウジュ		川村政史
宗　正敏
浜保文雄 カワムラマサシソウマサビンハマホフミオ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		三次元構成尺度による企業における従業員態度の実証的研究 サンジゲンコウセイシャクドキギョウジュウギョウインタイドジッショウテキケンキュウ		A Field Study of Employee Attitudes by the Three Dimensions Scale		管理工学科 カコウガッカ				三枝幹夫 サエグサミキオ

		4		1		reserved-25991x1F		論文 ロンブン		一次宇宙線の中の低エネルギーHe同位元素 イチジウチュウセンナカテイドウイゲンソ		Isotopic Composition of Low Energy Helium Nuclei in Primary Cosmic Rays		一般教育
一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイクイキョウイク				玉井英次
成田信男
境　孝祐 タマイエイジナリタノブオサカイコウスケ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		水平管路における川砂混相液の流動抵抗と，管内正味体積濃度について スイヘイカンロカワスナコンソウエキリュウドウテイコウカンナイショウミタイセキノウド		Pressure Drop and Net Consistency in a Sands Mixture Flow along a Horizontal Pipe		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				寺田　進
上野博之 テラダススムウエノヒロユキ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		摩擦溶接に関する研究（第2報）
－S35C材の溶接条件と機械的性質について－ マサツヨウセツカンケンキュウダイホウザイヨウセツジョウケンキカイテキセイシツ		Study on the Friction Welding （Report 2）
－Effects of welding condition on mechanical properties of friction welding carbon steal S35C－		機械工学科 キコウガッカ				時末　光 トキスエヒカル

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		強制空冷火花点火機関の燃焼最高圧変動に関する実験 キョウセイクウレイヒバナテンカキカンネンショウサイコウアツヘンドウカンジッケン		An Experiment on Peak Pressure Variations in the Forced Air-cooled Spark-Ignition Engine		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				西野　宏　
中浜耕平 ニシノヒロシナカハマコウヘイ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		有限長媒質が負荷された超音波振動子に対する一考察 ユウゲンチョウバイシツフニチョウオンパシンドウコタイ1コウサツ		A Note on the Acoustic Resonator Loaded with Finite Medium		機械工学科 キコウガッカ				森　康彦 モリヤスヒコ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		位相制御を付加した一整流回路の高調波発生について（第1報） イソウセイギョフカイチセイリュウカイロコウチョウハハッセイダイホウ		On the Generation of the Higher Harmonics of the Rectifier Circuit of the Thylister with the Phase Control Method （Report Ⅰ）		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛澤忠良 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		耐アーク材料
－燐酸塩結合，石綿成型板－ タイザイリョウリンサンエンケツゴウセキメンセイケイイタ		The Improvement of the Arc Chute Insulater 
－The Molded Arc Chute Plate Combined by the Phosphate－		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデコウガッカ				尾形秀人
愛澤忠良 オガタヒデトアイザワタダヨシ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		音響管中の強力音場に関する二，三の実験 オンキョウカンチュウキョウリョクオトバカン2サンジッケン		A Few Phenomena about the Intense Sound Wave Field in an Aconstic Tube		電気工学科
電気工学科
理工学部電気工学科 デコウガッカデコウガッカリコウガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
坂本　滋
川村雅恭 サカモトシゲルカワムラマサキョウ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		低Si-Al-Fe系センダスト合金の磁気特性，ならびに加工に関する研究（第1報）
 －磁性におよぼす磁場処理の影響－ テイケイゴウキンジキトクセイカコウカンケンキュウダイホウジセイジバショリエイキョウ		Study on the Magnetic Propeties and Working of Sendust Alloy Containning Low Si-Al-Fe Content(Ⅰ) 
－On the Effect of Magnetic Fild Treatment on its Magnetic Propeties－		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカデコウガッカ				山本達治
塩谷勝喜
横地弓夫 ヤマモトタツジシオヤカツヨシヨコチユミオ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		立方体内面上の照度測定
－内面に正反射成分が含まれる場合－ リッポウタイナイメンジョウショウドソクテイナイメンセイハンシャセイブンフクバアイ		Measurement of Distribution of the Illumination on the Inside Surface of Cube
－Effect of Specular Surface－		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガッカ				山内基海
磯村　稔 ヤマウチモトウミイソムラミノル

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		フォト・デンシトメーターによる重一次宇宙線の電荷の決定 ジュウイチジウチュウセンデンカケッテイ		Electric Charge Identification of Heavy Primary Cosmic Rays by ａ Photo Densitoimeter		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイク				玉井英次
小倉紘一
坪松　学
成田信男
境　孝祐 タマイエイジオグラコウイチツボマツマナブナリタノブオサカイタカヒロ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		気球搭載用低エネルギー一次宇宙線測定器 キキュウトウサイヨウテイイチジウチュウセンソクテイキ		Balloonborne Instrument for Low Energy Primary Cosmic Ray Measurements		一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育
一般教育 キョウイク				玉井英次
境　孝祐
湖上晨一
成田信男
小倉紘一
坪松　学 タマイエイジサカイタカヒロコガミシンイチナリタノブオオグラコウイチツボマツマナブ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		有機質火山灰土の安定処理について（第2報） ユウキシツカザンバイドアンテイショリダイホウ		On  the Stabilization of Humic Ash Soils (Report 2)		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉 カミヤサダキチ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		片持梁式擁壁の断面形状について カタモチハリシキヨウカベダンメンケイジョウ		Über die Schnittformen von den  Winkelstützmauern		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガクカ				神谷貞吉
今野　誠 カミヤサダキチコンノマコト

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		脚柱の下部が地盤の中に入っている二層式ラーメンの一解析法（第1報） アシバシラカブジバンナカハイニソウシキ１カイセキホウダイホウ		An Analysis of Double Rahmen with the lower part of Pier under the Ground (Report １)		土木工学科 ドコウガッカ		副手 フクシュ		木田哲量 キダテツリョウ

		3		2		reserved-25841x1F		論文 ロンブン		内水流出解析に関する一研究 ウチミズリュウシュツカイセキカンイチケンキュウ		Study on Runoff Analysis in Landside		土木工学科 ドコウガッカ				西川　肇 ニシカワハジメ

		3		2		reserved-25841x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		正測関数の歪曲性について マサハカリカンスウワイキョクセイ		On Distortion Theoremes		統計学科 ガッカ				渡辺昌三 ワタナベショウゾウ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		ポーラスグラファイトに含浸させたプラスチックのアプレーション効果について ガンシンコウカ		Experimental Resarch on Ablation Cooling of Porous Graphite Penetrated by Plastic		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				池田　健
坂井卓爾 イケダケンサカイタクジ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		静荷重による小型クランクシャフトの応力分析 セイニジュウコガタオウリョクブンセキ		Stress Analysis of Small-sized Crankshaft by Static Load		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				杉村敏夫
千種顕正 スギムラトシオチクサアラワマサ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		プラスチック材料の丸棒に関する疲労特性（第1報） ザイリョウマルボウカンヒロウトクセイダイホウ		On Fatigue Properties of the Plastic Round Bar（Ⅰ）		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				松宮興作
石井　進 マツミヤコウサクイシイススム

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		スパーキャビティションプロペラの設計と性能について（第1報） セッケイセイノウダイホウ		The Design and Performance of Supercavitating Propellers		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				松岡康光
住友国保 マツオカヤスミツスミトモコクホ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		フレックスウイングの風圧分布について フウアツブンプ		Pressure Distribution of Flex-Wing		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				松岡康光
住友国保 マツオカヤスミツスミトモコクホ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		フレックスウイングの実験と実用化について ジッケンジツヨウカ		Research and Application of Flex Winｇ		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				松岡康光
住友国保 マツオカヤスミツスミトモコクホ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		原子炉内熱中性子束分布の均一化について ゲンシロナイネッチュウセイコタバブンプキンイツカ		On the Uniform Distributions of Thermal Neutron Flux of Nuclear Chain Reactors		電気工学科 デコウガッカ				斎藤勝巳　　　　　 サイトウカツミ

		3		1		reserved-25624x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		空中強力音波による乾燥 クウチュウキョウリョクオンパカンソウ		The Drying by Aerial Intense Sound Wave		電気工学科
理工学部電気工学科 デコウガッカリガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
川村雅恭 カワムラマサヤス

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		高圧水銀ランプの瞬時再点灯について コウアツスイギンシュンジサイテントウ		On the Instant Restart of High Pressure Mercury Vapour Lamps		電気工学科
電気工学科
アポロン音楽工業株式会社 デコウガッカデコウガッカオンガクコウギョウカブシキガイシャ		助手
 ジョシュ		藤原義輝
大谷義彦
後藤省二 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコゴトウショウジ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		空中超音波を警報装置に応用するための基礎実験 クウチュウチョウオンパケイホウソウチオウヨウキソジッケン		Basic Experiment for Application of Ultrasonic Wave in the Air to an Alarm Device		電気工学科 デコウガッカ				古阪荘一朗 イニシエサカショオイチアキラ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		Alnico　8系磁石合金の磁性におよぼす微量添加元素Biの影響 ケイジシャクゴウキンジセイビリョウテンカゲンソエイキョウ		Effects of Bi Addition on Magnetic Properties of Alnico 8-Type Magnet Alloy		電気工学科
電気工学科
電気工学科 デコウガッカ				山本達治
塩谷勝喜
移川欣男 ヤマモトタツジシオヤカツヨシウツシカワヨシオ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		関東ローム層におけるベーンせん断試験について カントウソウダンシケン		On the Vane Shear Test at Kanto Loam Beds		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠 コンノマコト

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		有機質火山灰土の安定処理について ユウキシツカザンバイドアンテイショリ		A Suggestion on Stabilization of the Humic Ash Soil		土木工学科 ドコウガッカ				神谷貞吉 カミヤサダキチ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		総武線西船橋駅付近の土質
－とくにセン断抵抗の現地測定値について－ ソウブセンニシフナバシエキフキンドシツダンテイコウゲンチソクテイチ		On the State of Sedimentary Soil and the Shearing Resistance in-Situ Near Nishi-Funabashi Station		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				神谷貞吉
今野　誠 カミヤサダキチコンノマコト

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		強風時における変動風速の水平方向の相関 キョウフウジヘンドウフウソクスイヘイホウコウソウカン		Horizontal Correlation of Fluctuating Wind Velocities in High Winds		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				塩谷正雄　
岩谷祥美 シオヤマサオイワタニサチミ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		強風時における変動風速の鉛直成分 キョウフウジヘンドウフウソクエンチョクセイブン		On the Vertical Components of Turbulent Wind Velocities in High Winds		一般教育
一般教育 キョウイクイキョウイク				塩谷正雄
黒羽圀夫　　 クロハネクニオ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		ポリハロゲン化銅－フタロシアニンの合成について カドウゴウセイ		On the Synthesis of Polyhalogenated Copperphthalocyanine		工業化学科
理工学部工業化学科
工業化学科
理工学部工業化学科 コウギョウカガクカリガクブコウギョウカガクカコウギョウカガクカガクブコウギョウカガクカ				芝宮福松 
横手正夫
清水史彦
小倉功一 シバミヤフクマツヨコテマサオシミズシヒコオグラコウイチ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		ポリエチルメタクリレートへの水の拡散 ミズカクサン		Diffusion of Water in Poly（ethylmethacrylate）		工業化学科
工業化学科
工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ				岩井信次
平田光男
三宅良彦
天満和男 イワイシンジヒラタミツオミアケヨシヒコアマミツカズオ

		3		1		reserved-25624x1F		論文 ロンブン		人間関係における相互適応（いわゆる「相性」）の研究
 －文献を中心とした考察－ ニンゲンカンケイソウゴテキオウアイショウケンキュウブンケンチュウシンコウサツ		A Study on the Mutual Adjustment in Inter-Personal Relations
－A Review on the Previous Studies－		管理工学科 カコウガッカ				三枝幹夫 サエグサミキオ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		生産工学の担当分野 セイサンコウガクタントウブンヤ		Sphere of Industrial Technology		機械工学科
理工学部 キコウガッカリガクブ		教授
助教授 キョウジュジョキョウジュ		杉村敏夫
岩井義人 スギムラトシオイワイヨシト

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		材料の捩りにおける二，三の考察 ザイリョウヨジ23コウサツ		A Few Consideration about the Torsion Test of the Metal		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				浅川廣一
谷川武司　　 タニカワタケシ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		超音波流速計の理論および試作，実用化について チョウオンパリュウソクケイリロンシサクジツヨウカ		Theory of Current Meter Ultra Sonic and Application		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				松岡康光
住友国保 マツオカヤスミツスミトモコクホ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		管状炉による超音波乾燥について カンジョウロチョウオンパカンソウ		On the Ultra Sonic Drying by Tunnel Dryer		電気工学科
電気工学科
理工学部電気工学科
理工学部電気工学科 デコウガッカデコウガッカリガクブデンキコウガッカリガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
笠松将雄
山根宏之
川村雅恭 カサマツマサオヤマネヒロユキカワムラマサキョウ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		センダスト合金磁性薄膜の保磁力について ゴウキンジセイハクマクホジリョク		On the Coercive Forces of Thin Sendust-Alloy Films		電気工学科
電気工学科
大学院理工学研究科 デコウガッカデコウガッカダイガクインリコウガクケンキュウカ				山本達治
河邑啓太
原　高明 ヤマモトタツジカワムラケイタハラタカアキ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		日本大学津田沼キャンパスの土質について ニホンダイガクツダヌマドシツ		On the Soil of the Nihon University Campus at Tsudanuma		土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカ				神谷貞吉
今野　誠 カミヤサダキチコンノマコト

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		消波のりおおいブロックに関する実験的考察 ショウハカンジッケンテキコウサツ		Experimental Consideration on Revetment Block for Wave Breaking		理工学部土木工学科
技研興業株式会社，総合技術研究所
土木工学科
大学院理工学研究科 リガクブドボクコウガッカギケンコウギョウカブシキガイシャソウゴウギジュツケンキュウショドコウガッカダイガクインリコウガクケンキュウカ		副手
 フクシュ		久宝雅史
多賀一允　　　　　　　　遠藤茂勝
大橋一彦 クボウマサフミタガカズミツエンドウシゲカツオオハシカツヒコ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		熱処理した関東ロームの性質の変化 ネツショリカントウセイシツヘンカ		Changes in Mineralogical Properties of Kanto-Loam Caused by Heating High Temerature		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガクカ				星野佳久
河合糺茲
栗谷川裕造 ホシノヨシヒサカワイレイココクリヤガワユウヅクリ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		即製グリースの製法およびその製品の性状（Ⅰ） ソクセイセイホウセイヒンセイジョウ		Manufacturing Method of Instant Grease and itｓ Properties (Ⅰ)		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカ				大木　喬
海老原富与吉 オオキタカシエビハラフヨキチ

		2		2		reserved-25293x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		アルミナイズド鋼の研究（第1報）
－主としてその合金層について－ コウケンキュウダイホウシュゴウキンソウ		Research on Hot-Dｉｐｐｅｄ Aluminized Steel Especially on Questions Concening Alloy Layer (Ⅰ)		一般教育 キョウイク				駒津義明 コマヅヨシアキ

		2		2		reserved-25293x1F		論文 ロンブン		形式言語について ケイシキゲンゴ		On a Formal Language		統計学科 ガッカ				中村　昭 ナカムラアキラ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		摩擦溶接に関する研究（第1報） マサツヨウセツカンケンキュウダイホウ		Study on the Friction Welding (Report １)		機械工学科 キコウガッカ				時末　光 トキスエヒカル

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		ガスタービンの面積流速算出表について メンセキリュウソクサンシュツヒョウ		Chart for Fluid‐ｖelocity and Cross‐sectional Area of the Gas Turbine		機械工学科
機械工学科 キコウガッカキコウガッカ				西野　宏
中浜耕平 ニシノヒロシナカハマコウヘイ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		ダストコアにスリット加工を施し，インダクタンスの変化を拡大する方法 カコウホドコヘンカカクダイホウホウ		How to Improve Inductance Sweep Width Using Dust Core with Slit		電気工学科
電気工学科 デコウガッカデコウガクカ				石橋・雄
大倉清一 オオクラセイイチ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		シンクロ電機による製材機の歩出し量について デンキセイザイキホダリョウ		On the Thickness Setting of Wooden Plate in Sawing Machine Using Synchro‐Machine		電気工学科
田中機械製作所         デンキコウガッカタナカキカイセイサクショ				石橋・雄
田中孝典 タナカタカノリ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		音波乾燥の機構について オンパカンソウキコウ		On the Mechanism of Sonic Drying		電気工学科
理工学部電気工学科 デンキコウガッカリコウガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
川村雅恭 カワムラマサキョウ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		本学講堂の電気設備改修設計について ホンガクコウドウデンキセツビカイシュウセッケイ		The Plan for the Improvement of the Electric Facilities in Nihon University's Main Hall		電気工学科 デコウガッカ				古阪荘一郎 コサカソウイチロウ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		雲の反射の研究 クモハンシャケンキュウ		The Reflection‐ratio of the Cloud		土木工学科 ドコウガッカ				岡本但夫 オカモトタダオ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		コンクリートの打継ぎ許容時間の推定方法 ウツキョヨウジカンスイテイホウホウ		The Method of Estimation of Allowable Time for Jointing of Successive Layers of Concrete		短期大学部工科
建築工学科
短期大学部工科 タンキダイガクブコウカケコウガッカタンキダイガクブコウカ				松井嘉孝
笠井芳夫
横山　清 マツイヨシタカ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		抹香鯨油脂肪酸の潤滑グリースへの応用 マッコウクジラアブラシボウサンジュンカツオウヨウ		Application of Sperm Oil Fatty Acids to Lubricating Greases		工業化学科
工業化学科 コウギョウカガクカコウギョウカガクカ				大木　喬
田丸義久 オオキタカシタマルヨシヒサ

		2		1		reserved-25018x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		Tm型PBIB配置の一構成法について カタハイチイチコウセイホウ		A Method of Construction of PBIB Designd of Tm Type		統計学科 ガッカ				池田貞雄 イケダサダオ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		実確率分布の漸近的同等性の理論と応用（Ⅰ） ジツカクリツブンプススムキンテキドウトウセイリロンオウヨウ		Theory of Asymptotic Equivalance of Real Probability Distributions and its Application (Ⅰ)		統計学科 ガッカ				池田貞雄 イケダサダオ

		2		1		reserved-25018x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		Binary　VectorのHamming　Weightについて		A Note on the Hamming Weight of Binary Vectors		統計学科 ガッカ				池田貞雄 イケダサダオ

		2		1		reserved-25018x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		欠測値がチャンス機構によって生ずるものとするモデルの定式化について
－乱塊法の場合－ ケツソクチキコウショウテイシキカランカタマリホウバアイ		Formulation of a Model Containing a Chance Mechanism According to which Observations Are Missed
The Randomized Block Design		統計学科
N.Y大学 ガッカダイガク				小川潤次郎
Ｂ.Ｓ.パステルナック ショウカワジュンジロウ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		ある種のプロシジャのＬ.Ｆ.Ｃ.についての注意 シュチュウイ		Note on Least Favorable Configuration of Some Procedure		統計学科 ガッカ				小笠原基泰 オガサワラモトハタ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		有限状態離散型マルコフ決定過程のアルゴリズムについて ユウゲンジョウタイリサンガタケッテイカテイ		On the Algorithm on Discrete Markovian Decision Processes with Finitely Many States		統計学科 ガッカ				坂本武司 サカモトタケシ

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		独立性の検定統計量の一般的漸近分布
（ステップ・ダウン法の場合） ドクリツセイケンテイトウケイリョウイッパンテキゼンキンブンプホウバアイ		Nonnull Asymptotic Distributions of Test Statistics for Multiple Independence in the Step-Dｏｗｎ Case		統計学科 ガッカ				塩谷　実 シオヤミノル

		2		1		reserved-25018x1F		論文 ロンブン		電子計算機による計算上の注意 デンシケイサンキケイサンジョウチュウイ		Note on the Computation by Electronic Degital Computer		統計学科 ガッカ				藤原長司 フジワラチョウジ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		アルミニウムダイカストの強度に関する研究 キョウドカンケンキュウ		Study on Strength of Aluminium Die-casting		機械工学科
機械工学科 キカイコウガッカキコウガッカ				青木顕一郎
朝比奈敏勝 アオキケンイチロウアサヒナビンカツ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		高純度アルミニウム板の圧接機構について コウジュンドバンアツセツキコウ		The Study on Pressure Welding of High Pure Aluminium Sheets		機械工学科 キコウガッカ				勝田基嗣 カツタモトツグ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		試作工程から量産工程への移行に関する実験報告 シサクコウテイリョウサンコウテイイコウカンジッケンホウコク		Performance of Trial Process for planning to Mass Production		機械工学科 キコウガッカ				時末　光 トキスエヒカル

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		グロスタータ設計上の二，三の問題について セッケイジョウニサンモンダイ		Problems in the Designing of Glow Starter		電気工学科 デンキコウガッカ				藤原義輝 フジワラヨシテル

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		昼光率の測定について ヒルコウリツソクテイ		On the Measurment of Daylight-Factor		電気工学科
電気工学科 デンキコウガッカデコウガッカ		副手 フクシュ		藤原義輝
大谷義彦 フジワラヨシテルオオタニヨシヒコ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		不飽和砂質土のセン断特性 フホウワスナシツドダントクセイ		The Properties of the Shear Strength on Unsaturated Sandy Soils		土木工学科 ドコウガッカ				今野　誠 コンノマコト

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		弗素イオン水処理法の開発 フッソミズショリホウカイハツ		Development of the New Method of Water Treatment by Electrolysis of Fluoride Chemical		土木工学科
理工：習志野校舎物理教室
理工：習志野校舎物理教室
理工：習志野校舎物理教室
理工：習志野校舎物理教室
都立工業高等専門学校 ドコウガッカリコウナラシノコウシャブツリキョウシツリコウリコウリコウ				金井昌邦
湖上晨一
佐藤剛一
三野正洋
佐藤　博
三森照彦 カネイマサクニコガミシンイチサトウゴウイチサンノマサヒロサトウヒロシミモリテルヒコ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		人工軽量コンクリートの遠心力締固め試験 ジンコウケイリョウエンシンリョクシメガタシケン		Compaction Test of Centrifugal Force of Lightweight Concrete		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
竹内十三男
上野秋朗 サカイツヨシタケウチトミオウエノアキロウ

		1		2		reserved-24740x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		新潟地震の火災 ニイガタジシンカサイ		Fire Following Earthquake in NIIGATA（June  16 1964）		建築工学科 ケコウガッカ				亀井幸次郎 カメイコウジロウ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		クサドウ（Orizaceae　Elmus　Mollis　Trin）に関する研究－1　　　　　　　　　　　　　　                     　　クサドウのパルプ化について カンケンキュウカ		Studies on Kusado-Ⅰ
Studies on Kusado(Orizaceae Elmus Mollis Trin) as Resource of Pulping		工業化学科
日本粧材工株式会社
理工学部工業化学科 コウギョウカガクカニホンショウザイコウカブシキガイシャリコウガクブコウギョウカガクカ				海老原富与吉
斎藤　健
工藤憲資 エビハラフヨキチサイトウケンクドウケンシ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		オリゴプロピレンとホルムアルデヒドとの反応 ハンノウ		The Thermal Addition of Formaldehyde to Oligopropylene		工業化学科
工業化学科
理工学部工業化学科      コウギョウカガクカコウギョウカガクカリガクブコウギョウカガクカ				平井長一郎
佐々木保之
松本太郎 ヒラセイチョウイチロウササキホコレマツモトタロウ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		自動車運転者の生心理的諸反応 ジドウシャウンテンシャセイシンリテキショハンノウ		Studies on the Effect of Traffic and Road Conditions on Drivers’ Mental Strain		管理工学科 カコウガッカ				近藤　武 コンドウタケシ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		某社における従業員態度の調査研究 ボウシャジュウギョウインタイドチョウサケンキュウ		A Field Study of Employee Attitude in a Certain Factory		管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカ				三枝幹夫
三浦智徳 サエグサミキオミウラトモノリ

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		多目標管理モデルとそのプログラミング タモクヒョウカンリ		Multiple-Goal Control Model and Its Programming		管理工学科 カコウガッカ				野本千秋 ノモトチアキ

		1		2		reserved-24740x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		部分釣合型ブロック配置の分散分析について ブブンツリゴウカタハイチブンサンブンセキ		On the Analysis of Partially Balanced Incomplete Block Designs in the Regular Case		統計学科
大阪市立大経済学部 ガッカオオサカシリツダイケイザイガクブ				小川潤次郎
石井吾郎　　　　　 ショウカワジュンジロウイシイゴロウ

		1		2		reserved-24740x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		二次元における順序統計量 ニジゲンジュンジョトウケイリョウ		Order Statistics in Two-Dimensions		統計学科 ガッカ				塩谷　実

		1		2		reserved-24740x1F		論文 ロンブン		Random　Combined　Fractional　Factorial　Design　に関する１考察 カンコウサツ		On the Random Combined Fractional Design		統計学科 ガッカ				宮川　強 ミヤカワツヨシ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		全油圧式切替弁・リレー弁を用いた全油圧応用回路 ゼンユアツシキキリカエベンベンモチゼンユアツオウヨウカイロ		On the Applied Oil Hydraulic Circuit using oil Pressure Selector and Relay Valve Operational by only Hydraulic Control System		機械工学科
機械工学科 キカイコウガクカキコウガッカ				清田　 清
大内増矩 キヨダキヨシオオウチゾウツネ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		深絞り加工における固体潤滑剤の効果 フカシボカコウコタイジュンカツザイコウカ		Solid Lubricants for Deep Drawing of Sheet Metals		機械工学科 キカイコウガクカ				浅川廣一

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		強力空中音波による乾燥 キョウリョククウチュウオンパカンソウ		The Drying by Airborne Intense Sound Wave		電気工学科
理工学部電気工学科       デンキコウガッカリコウガクブデンキコウガッカ				瀨谷浩一郎
川村雅恭 カワムラマサヤス

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		マスコンクリートに高炉セメント使用に関する研究 コウロシヨウカンケンキュウ		Experimental Studies on Portland Blost-Furnace Cement Concrete for Mass Concrete		土木工学科 ドコウガッカ				堺　　毅 サカイツヨシ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		人工軽量骨材コンクリートの諸性質について ジンコウケイリョウコツザイショセイシツ		For the Properties of Artificial Lightweight Concrete		土木工学科
土木工学科
土木工学科 ドコウガッカドコウガッカドコウガッカ				堺　　毅
竹内十三男
上野秋朗 サカイツヨシタケウチトミオウエノアキロウ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		原水爆と国土防衛 ゲンスイバクコクドボウエイ		On the defence of land against nuclear bombs		土木工学科 ドコウガッカ				岡本但夫 オカモトタダオ

		1		1		reserved-24492x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		地震災害の人心に及ぼす影響 ジシンサイガイジンシンオヨエイキョウ		Psychological Influence by Earthquake Disaster		建築工学科 ケコウガッカ				亀井幸次郎 カメセイコウジロウ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		Ｐ－トルエン・スルホアマイド樹脂に関する研究 ジュシカンケンキュウ		Studies on P-Toluenesulfoamide Resins		工業化学科 コウギョウカガクカ				大木　喬 オオキタカシ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		システム理論序説とワシントン大学グループのシステム理論 リロンジョセツダイガクリロン		The prologue of the Theory of Systems and the Systems Concepts by the Group at the University of Washington		管理工学科 カコウガッカ				中西　勉 ナカニシベン

		1		1		reserved-24492x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		薄膜型サビ止メ油剤の試験法に関する統計的考察（第1報）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          －サビ止メ油剤に関する品質管理の1問題として－ ハクマクガタドユザイシケンホウカントウケイテキコウサツダイホウドユザイカンヒンシツカンリモンダイ		Statistical Consideration on the Results of Testing Methods of Film-Type Rust-preventive Oils
－As one of the Qulity Control Problems of Rost Preventive Oils （Part 1）－		管理工学科
管理工学科 カコウガッカカコウガッカ				後藤健一
菅原誠之助 ゴトウケンイチスゲハラセイノスケ

		1		1		reserved-24492x1F		論文
（英文） ロンブンエイブン		正則対称なTm型のPBIBDの存在の必要条件 セイソクタイショウカタソンザイヒツヨウジョウケン		A Necessary Condition for the Existence of Regular and Symmetrical PBIB Designs of Tm Type		統計学科 ガッカ				小笠原基泰 オガサワラモトハタ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		指数分布のスケール・パラメータを若干個の標本Ｐ分点を用いて推定する場合の最適配置について シスウブンプジャッカンコヒョウホンブンテンモチスイテイバアイサイテキハイチ		On the Optimum Spacings for the Estimation of the Scale Parameter of an Exponential Distribution Based on Sample Quantiles		統計学科
統計学科 ガッカトガッカ				小川潤次郎
宮川　強 ショウカワジュンジロウミヤガワツヨシ

		1		1		reserved-24492x1F		論文 ロンブン		釣合い型不完備型配置（BIBD）に於ける無作為化について ツリアカタフカンビカタハイチオムサクイカ		On the Randomization in Balanced Incomplete Block Design		統計学科 ガッカ				宮川　強 ミヤガワツヨシ



マグネシウム合金パルスYAGレーザ溶接部の諸性質

鉄筋コンクリート床版の押抜きせん断耐力に関する研究

放水ピット内における気泡混入と水面変動特性に関する実験的検討

ヒドロキシアパタイトとその前駆体結晶の構造類似性

キトサン修飾した天然ゼオライトによるPｂ(II)の吸着挙動

チオシアン酸イオンとマスキング剤を用いたポリエチレングリコール／硫酸ナトリウム水性二相抽出による金属イオンの選択的分離

ストキャスティックな磁力線の統計的性質を記述する新しい試み

中島91式戦闘機の調査 (その1)

メカノケミカル・プロセスによるマグネシウム基粒子分散複合材料の創成

黒鉛鋳鋼の機械的性質，組織および溶接性に及ぼすNiの影響

中国における交通環境改善のための交通流シミュレータ構築に関する基礎的研究

強力音場中の放電ストリーマの挙動

液滴の超音波浮揚

ハイブリッド振動法の制御アルゴリズムに関する研究-無条件安定と等価な陽的積分法-

高層建物を対象としたニューハイブリッド振動実験システムの開発

JIS標準色票を用いた評価実験による影の中の照度変化に対する物体色の見えについて

人工衛星リモートセンシングを用いた海岸クロマツ林の生育評価

3DX Multi Image Micro CTにおける三次元画像再構成

強力定在波音場中の放電の挙動の機構

炭素繊維シート補強と鉄筋コア・アンカー型補強を併用した鉄筋コンクリートはりの補強効果

厚膜技術を用いた煙センサの試作

ニューハイブリッド振動法による構造物の空力振動シミュレーションに関する研究

光沢を有する曲面物体の反射特性の推定について

静荷重・走行荷重を受けるCFS補強RCはりの補強効果および力学性状に関する研究

下水道施設におけるコンクリート腐食測定方法に関する実験的検討

再生骨材コンクリートを用いた梁部材の付着特性に及ぼす側面被り厚さの影響

北欧における循環型社会に関する調査

スポーツ照明において生じる影の定量評価に関する基礎的検討

沿岸集落における空間構成の入れ子構造に関する研究
－集落の空間的特性と個体間の「距離感覚」の関係性－

人間・自動車・環境系における精神負担評価モデルの構築
に関する研究

メカニカルグラインディング法と放電プラズマ焼結法による工業用純アルミニウムの特性

同種および異種アルミニウム合金摩擦肉盛材の諸性質

電解処理汚泥を用いた臭気除去時における吸着現象の解明

定在波音場中の高気圧グロー放電　　 サダザイハオトバチュウコウキアツホウデン

水晶発振器への音の影響　　 スイショウハッシンキオトエイキョウ

コンクリートの実用せん断強度の定式化とRCはりのせん断圧
縮破壊強度算定への適用性

パイプ状肉盛金属を用いた5052アルミニウム合金摩擦肉盛材の特性

小型落下塔を利用した超臨界雰囲気中の燃料液滴蒸発に関する研究

アルコール燃料液滴の放射加熱蒸発

RFマグネトロンスパッタ法による光触媒活性を有するTiO₂薄膜の特性評価

Zn，AlおよびZn-Al合金溶射皮膜の耐候性評価－12年間大気暴露試験結果の考察－

電気加熱式原子吸光分析法による微量マンガンの定量に関する基礎的研究

周期的な入力に対するフォトリフラクティブBaTiO₃結晶の応答特性について

中島91式戦闘機の調査 (その2)

ケイ皮酸誘導体の固相光化学反応に関する置換基効果

キャピラリーガスクロマトグラフィー固定相としてのカリックス［4］アレーンポリシロキサンの合成とその評価

中島九一式戦闘機の調査（その３）

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅲ）‐カルマン・トレフツ変換‐

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅱ）‐等角写像とジューコフスキー翼型‐

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅰ）‐円柱周りの流れと円形孔の周りの電場‐

離散評点を用いた評価法の研究-AHPとDEAを融合した意思決定法-

応力法による立体トラスの有限変位応力解析に関する研究

グラファイトおよびグラファイト層間化合物C₆Ca

キャピラリーガスクロマトグラフィーによる多環芳香族炭化水素（PAHs）の分離を指向したカリックス［4］アレーンポリシロキサン固定相の開発

パブリックアートのデータベース化と維持管理に関する国際比較研究

ニューハイブリッド空力振動法による三次元正方形角柱の空力振動特性に関する研究

垂直断層近傍に埋設されたメッシュ電極の接地特性

燃料蒸気―空気予混合気中に置かれた燃料液滴列の燃焼

メカニカルアロイング法と放電プラズマ焼結法で作製したアルミニウム-ホウ化物系複合材料の構成相と機械的強度特性

歯列矯正時における応力状態把握のための有限要素モデルの検討

中島９１式戦闘機の調査（その４） ナカジマシキセントウキチョウサ

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅳ） ‐有限迎え角のカルマン・トレフツ翼 ‐

生体（指紋）認証を用いた出席管理システム

地域貢献プロジェクト型インターンシップの一考察

フェナントロリンを含む銅フタロシアニンデンドリマー集合化薄膜の分子配向性

日米の郊外建売住宅・団地の成立過程に関する比較研究

破壊履歴を有する鉄筋コンクリート部材の繊維シート補強効果に関する研究

β型チタン合金の低破壊荷重による破壊プロセス ガタゴウキンテイハカイニジュウハカイ

ダイアフラムポンプの研究 ケンキュウ

サーモグラフィー法による鉄筋のガス圧接継手の品質検査 テッキンアツセツツギテヒンシツケンサ

流通式電位差測定法を用いた高温水中におけるグリコール酸および乳酸の解離定数の決定 リュウツウシキデンイサソクテイホウモチコウオンスイチュウサンニュウサンカイリテイスウケッテイ

石炭液化反応における水の添加効果（各種エーテル類を石炭モデル化合物とした加水分解反応） セキタンエキカハンノウミズテンカコウカカクシュルイセキタンカゴウブツカスイブンカイハンノウ

Ettringite 型固溶体結晶の化学組成の簡易推定法の提案 ガタカタトカラダケッショウカガククミセイカンイスイテイホウテイアン

ブートストラップ電流に対する径方向の拡散方程式 デンリュウタイケイホウコウカクサンホウテイシキ

錫箔上の等電位線と2次元渦なし流（Ⅴ） ‐孔のない錫箔上の電場 ‐ スズハクウエヒトシデンイセンジゲンウズリュウコウ

3-D CAD ソフトウェアを利用した図形科学カリキュラムの構築 リヨウズケイカガクコウチク

分数階微分の差分化 ブンスウカイビブンサブンカ

Al2O3P/6061アルミニウム合金複合材料を用いた摩擦肉盛による5052アルミニウム合金の表面改質

中島九一式戦闘機の調査（その５） ナカジマクイッシキセントウキチョウサ

1960年代のミニ開発住宅地におけるグループ活動の実態とキーパーソンの地域社会における役割

コンクリート中の鉄筋の電磁誘導式非破壊試験に用いる分割型マルチコイルの特性

Analysis of Molecular Aggregation of α-and Keto-Mycolic Acids Extracted from Acid-Fast Mycobacteria

Design of an Apparatus for Bubble Point Pressure of　Multi-Phase Binary Systems Using A Pressure Resistance Glass Cell

確率的アプローチによる高層免震建物の構造パラメータ推定に関する研究
－地震外乱および風直交方向外乱に対する応答評価－

地域環境を考慮した建設副産物処理施設立地に関する一考察 －兵庫県を事例として－

スウェーデン式サウンディング試験における自沈荷重のメカニズム解明のための模型地盤作製方法とその評価に関する実験研究

セメント添加により製造した模型地盤を用いたスウェーデン式サウンディング試験の自沈荷重の性状に関する実験研究

地域集会施設における避難誘導計画に関する研究

直流パルス放電プラズマ場でのメタン転換に対する音波の照射効果

超大型加速器施設の交流電源の設計と建設

Unskilled User Support for Network Operation Based on Service Composition Using Web Ontology Languages

Adhesion of Grafted Polyethylene Plates with Enzymatically Modified Chitosan Solutions







