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I. Aoki and M. Sasada, "Burr-Free Microblanking Using
Piezoelectric Actuator", Trans. ASME, J. Manufacturing
Science and Engineering, Vol. 126, pp. 653-658 (2004-11).
Hun-ok Lim, A. Ishii, A. Takanishi, "Emotion-based Biped
Walking," International Journal of Information, Education and Research in Robotics and Artificial Intelligence, Vol. 22, No.5, pp. 577-586 (2004-10).
Y. Ogura, Hun-ok Lim and A. Takanishi, "Sensory-based
Walking Motion Instruction for Biped Humanoid Robot,"
Robotics and Autonomous Systems. Vol. 48, pp. 223-230
(2004-10).
Hun-ok Lim and A. Takanishi, "Compensatory Motion
Control for a Biped Walking Robot," International
Journal of Information, Education and Research in
Robotics and Artificial Intelligence, Vol. 23, No. 1,pp. 111 (2005-1).
豊田恭孝, 江上 正, ｢セミアクティブショックアブソーバのイ
ンテリジェント制御｣, 日本機械学会論文集 (Ｃ編), Vol. 70,
No. 698, pp. 40-48 (2004-10).
愛田一雄, 長島弘明, 江上 正, 土谷武士：最適スライディン
グモード制御系の極の性質, 日本機械学会論文集 (Ｃ編),
Vol. 70, No. 699, pp. 130-135 (2004-11).
江上 正, 望月光一郎, 中崎 哲：任意曲線経路に対する移動
車両の経路制御, 計測自動制御学会論文集, Vol. 41, No. 1,
pp. 85-87 (2005-1).
佐藤 匡, 江上 正, 土谷武士：離散時間スライディングモー
ド予見繰り返しサーボ系の設計, システム制御情報学会論文
誌, Vol. 18, No. 9, pp. 312-321 (2005-9).
K. Kudou and S. Okada, "Crater Wear Resistance of a Fediffused Carbide Tool", Pacific Science Review. Vol. 6(1),
pp. 118-125. (2004-11).
S. Okada, T. Tanaka, A. Sato, T. Shishido, K. Kudou et. . al,
"Crystal growth and structure refinement of a new
higher boride NaAlB 4", J. of Alloys and Compounds,
Vol. 395, pp. 231-235, (2005-5).
飯泉清賢, 関谷千春, 岡田 繁, 宍戸統悦, 工藤邦男, ｢NbB 2 粉
末のメカノケミカル合成におよぼす粉砕媒体の影響｣, 粉体お
よび粉末治金, Vol. 52, No. 8, pp. 581-585, (2005-8).
小嶋英一, 西尾吉史, 王 朝久, ｢自動車油圧パワーステアリン
グシステムに発生する自励振動 "ジャダー に関する研究｣,
日本フルードパワーシステム学会論文集, Vol. 36, No. 2, pp.
31-38 (2005-3).
田島 守, 西本友三, 島 恵吾, 万谷義和 ｢鋼のパーライト変
態熱に対する炭素およびクロム濃度の影響｣, 鉄と鋼, Vol.
90, No. 10, pp. 807-811 (2004-10).
K. Arimoto, C. Jin, S. Tamura,K. Funatani and M. Tajima,
"Verification of Inverse Quench-Hardening Phenomena
in Bearing Steel Specimens by Experiment and
Computer Simulation" Transactions of Materials and





Heat Treatment, Vol. 25, No. 5, pp. 465-470 (2004-10).
M. Narazaki, M. Tajima, S. Asada, K. Ichitani, H. Yokota,
M. Tanaka and Y. Watanabe "Development of New
Silver Probe for Cooling Power Test of Polymer
Quenchants" Transactions of Materials and Heat
Treatment, Vol. 25, No. 5, (2004-10).
中尾陽一, 渡邊靖文, ｢画像計測によるドリルバリの輪郭形状測
定法 (第 1 報, バリの輪郭形状測定システムの開発)｣, 日本
機械学会論文集 (Ｃ編) Vol. 71, No. 701, pp. 319-326, (20051).
中尾陽一, 三村雅人, ｢超精密工作機械用スピンドル組込み型流
体駆動モータに関する研究｣, 日本機械学会論文集 (Ｃ編)
Vol. 71, No. 703, pp. 1077-1084, (2005-3).
原村嘉彦, 岩本靜男, 穴田哲夫, 黒澤秀夫, ｢授業評価アンケー
トの解析｣, 工学教育, Vol. 52, No. 6, pp. 66-71, (2004-11).
史 鳳輝, 友森快治, 谷川直樹, 小金井玲子, 前森健一, ｢ＭＲ
流体を用いたセミアクティブ緩衝器の最適化｣, 日本機械学会
論文集 (Ｃ編), Vol. 71, No. 708, pp. 2492-22500 (2005-8).
万谷義和, 竹元嘉利, 飛田守孝, 榊原 精, 田島 守, ｢Ti-8mass
%Mo 合金におけるα"マルテンサイト組織の時効に伴う相変
態｣, 日本金属学会誌, 第 69 巻, 第 4 号, pp. 385-391 (2005-4).
Yoshikazu Mantani, Yoshito Takemoto, Moritaka Hida,
Akira Sakakibara and Mamoru Tajima, "Tensile Property and Deformation Structure at Elevated Temperatures in Ti-Mo Alloy", Materials Forum, Vol. 29, pp.
510-514 (2005-5).
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Y. Ogura, Hun-ok Lim and A. Takanishi, "A Novel
Method of Biped Walking Pattern Generation with
Predetermined Knee Joint Motion," Proceedings of
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems, pp. 2831-2836 (Sendai, 2004-10),.
Y. Sugahara, Hun-ok Lim, and A. Takanishi, "Support
Torque Reduction Mechanism for Biped Locomotor with
Parallel Mechanism," Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems,
pp. 3213-3218 (Sendai, 2004-10).
Y. Ogura, T. Kataoka, H. Aikawa, K. Shimomura, Hun-ok
Lim and A. Takanishi, "Evaluation of Various Walking
Patterns of Biped Humanoid Robot," Proceedings of
IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 605-610 (Barcelona, 2005-4).
K. Hashimoto, T. Hosobata, Y. Sugahara, Y. Mikuriya, H.
Sunazuka, M. Kawase, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Realization by Biped Leg-wheeled Robot of Biped
Walking and Wheel-driven Locomotion," Proceedings of
IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 2981-2986 (Barcelona, 2005-4). .
Y. Sugahara, M. Mikuriya, K. Hashimoto, T. Hosobata, H.
Sunazuka, M. Kawase, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Walking Control Method of Biped Locomotion on
Inclined Plane," Proceedings of IEEE International
Conference on Robotics and Automation, pp. 1989-1994
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(Barcelona, 2005-4).
Hun-ok Lim, Y. Ogura, and A. Takanishi, "Mechanism and
Motion of New Biped Leg Machine," Proceedings of
International Conference on Control, Automation and
Systems, pp. 1922-1927 (Gyeonggi, 2005-6)
Y. Sugahara, A. Ohta, K. Hashimoto, H. Sunazuka, M.
Kawase, C. Tanaka, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Walking Up and Down Stairs Carrying a Human by a
Biped Locomotor with Parallel Mechanism," Proceedings
of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems, pp. 3425-3430 (Alberta, 2005-8) .
K. Hashimoto, T. Hosobata, Y. Sugahara, Y. Mikuriya, H.
Sunazuka, M. Kawase, Hun-ok Lim, and A. Takanishi,
"Development of Foot System of Biped Walking Robot
Capable of Maintaining Four-point Contact," Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 1464-1469 (Alberta, 20058)
E. Urata, "Influence of Asymmetry of Air-Gaps in
Servovalve Torque Motors", The Ninth Scandinavian
Intl. Conf. on Fluid Power, Proc. CD-ROM (Linkoping,
2005-6).
T. Kimura, "Molecular Dynamics Simulation of Moving
Contact Line", Proc. 6th KSME-JSME Thermal and
Fluids Engineering Conf., DI. 04 (Jeju, 2005-3).
S. Kumakura and G. Fukuoka, "Self-loosening Characteristics of Nut Assembly with Conical Spring Washer
under Repeated Tensile Loads", International Conference
on Manufacturing Machine Design and Tribology, CDROM (Seoul, 2005-6).
S. Okada, K. Iizumi, T. Mori, T, Shishido, K. Kudou et. al.,
"Crystal growth, microhardness and oxidation behavior
RMn 2Si2 compounds (R=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd)", J. of
Alloys and compounds, Vol. 383, pp. 254-258, (Linz, 200412).
T. Shishido, K. Kudou, J. Ye, T. Sasaki et. al., "Search for
Perovskite-type new Boride in the Sc-TM-B (Tm=Ti, V,
Cr, Mn, Fe, Co and Ni) system", J. of Alloys and compounds, Vol. 383 , pp. 294-297. (Linz, 2004-12)
S. Shishido, S. Okada, Y. Ishizawa, K. Kudou et. al.,
"Molten metal flux growth and properties CrSi2", J. of
Alloys and compounds, Vol. 383 , pp. 319-321. (Linz, 200412)
T. Mori, S. Okada and K. Kudou, "Magnetic properties of
thulium aluminoboride TmAlB 4", J. of Appl. ed Phys.
Vol. 97, pp. 10A910-1-3. (Florida, 2005-9)
K. Kuroda, T. Yamazaki, "Measurement and modeling of
variation of structural dynamic responses", Proceedings
of Inter-Noise 2005, (Rio de Janeiro, 2005-8).
E. Kojima, T. Yamazaki, A. Terada and K. Edge, "Elucidation of the noize generating mechanism produced by
a hydrodyanamic source associated with cavitation in an
oil hydraulic valve orifice", Power Transmission and
Motion Control (PTMC 2005), pp. 409-425 (Bath, UK,
2005-9).
K. Suzuki and E. Urata, "Improvement in Static Characteristics of a Water Hydraulic Relief Valve, The Ninth
Scandinavian Intl. Conf. on Fluid Power", Proc. CD-ROM
(Linko
ping, 2005-6).
K. Takemura," Strength and Effect of Surface Treatment
for Bio Composite using Natural fibers", Proc. 12th Int.
Conf. on Composites/Nano Engineering, pp. 1-4 (CD-

ROM) (Tenerife Spain, 2005-8)
K. Takemura, H. Shiibashi," Effect of Physical Surface
Treatment of Carbon Fiber on Fracture Toughness and
Bending Properties for CFRP, SAE Technical Paper
Series No. 2005-01-1677, pp. 1-4, (Detroit, 2005-4).
K. Takemura, "Tensile Properties and Effect of Surface
Treatment for Natural Fiber Reinforced Plastics", Proc.
3 rd Annual Int. Workshop on "Green" Composites, pp.
29-32 (Kyoto, 2005-3).
Y. Nakao, F. Kobayashi and Y. Sagesaka, Performances of
Water Energy Drive Spindle Supported by Water
Hydrostatic Bearing, Proc. of ASPE 2004 Annual
Meeting, pp. 241-244, (Orlando, 2004-10).
M. Ota and Y. Haramura, "Heat transfer during compression and expansion of gas", Proc. 6th KSME-JSME
Thermal Fluids Eng. Joint Conf., EH. 06, (Jeju, 2005-3).
Y. Haramura, M. Ota, and M. Sasada, "Heat transfer in a
regenerator made by wire-cut electrospark
machining
and a design of an extremely short engine", Proc. 12th
Int. Stirling Engine Conf., pp. 228-239, (Durham, 2005-9)
S. Hosokawa and T. Takahasi, "Frictional Torque of Bolt
Head in Tightening of Screw", International Conference
on Manufacturing, Machine Design and Tribology", CDROM (Seoul, 2005-6).
Y. Mantani, Y. Takemoto, M. Hida, A. Sakakibara and M.
Tajima, "Tensile Property and Deformation Structure at
Elevated Temperatures in Ti-Mo Alloy", Proc. 3 rd Int.
Conf. On Advanced Mater. Processing, pp. 516-520 (Melbourne, 2004-12).
J. J. Bayod, M. Kamata and T. Yamazaki, "Study on
Prediction of Energy Levels of Simple Plate Systems
Using WIA based on Experimental Estimation of
Transmissibility", International congress NOVEM 2005,
038. pdf (Saint-Raphael, 2005-4).
A. Mori, Y. Sasaki, K. Kuroda and T. Yamazaki, "Noise
Reduction of A Laser Printer Using SEA And FEM",
Proc. of Twelfth Int. Cong. on Sound and Vibration, 269
(Lisbon, 2005-7).


青木 勇, 笹田昌弘, 小松 誠, 三池神也, ｢超微細鉗子の金型
成形｣, 2005 年度精密工学会春期学術講演会講演論文集, pp.
441-442 (横浜, 2005-3).
伊藤勝悦, 森兼智宏, 竹ノ内栄二, 本間崇裕, ｢アルミ・エポキ
シ複合材の界面近くの外側き裂の応力拡大係数について｣, 日
本複合材料学会 第 29 回複合材料シンポジウム講演要旨集,
pp. 23-24 (那覇, 2004-10).
石渡秋二, 平津 衛, ｢切削油剤の特性評価｣, 日本機械学会東
北支部 41 期秋期講演会講演論文集, [No. 2005-2], PP. 269270 (山形, 2005-9).
伊藤勝悦, 恩田隆之, ｢3 個の平行き裂を有する異方性無限板の
熱弾性問題｣, 日本機械学会 2005 年度年次大会講演論文集,
Vol. 1, pp. 299-300 (調布, 2005-9).
橋本健二, 細畠拓也, 菅原雄介, 御厨 裕, 砂塚裕之, 川瀬正幹,
林 憲玉, 高西淳夫, ２足歩行ロボットの不整地適応能力向
上を図った足部機構の開発, 日本機械学会ロボティクス・メ
カ ト ロ ニ ク ス 講 演 会 , 論 文 番 号 1P1-S-041 (in CD-ROM
Proc. ) (神戸, 2005-6).
菅原雄介, 橋本健二, 砂塚裕之, 川瀬正幹, 太田章博, 田中智明,
林 憲玉, 高西淳夫, 福岡市ロボット開発・実証実験特区に
おける２足歩行ロボットの公道歩行実験について, 日本機械
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学会ロボティクス・メカトロニクス講演会, 論文番号 1P1-S040 (in CD-ROM Proc. ) (神戸, 2005-6).
橋本健二, 菅原雄介, 太田章博, 砂塚裕之, 川瀬正幹, 田中智明,
林 憲玉, 高西淳夫, 2 足歩行ロボットの不整地適応能力向
上を図った足部機構の開発 (第 2 報：保持機構の強化による
不整地歩行の実現), 日本ロボット学会学術講演会, 論文番号
1G23 (in CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).
菅原雄介, 太田章博, 橋本健二, 砂塚裕之, 田中智明, 川瀬正幹,
林 憲玉, 高西淳夫, 腰部にパラレルリンク機構を用いた 2
足ロコモータの開発 (第７報：人間搭乗階段昇降の実現), 日
本ロボット学会学術講演会, 論文番号 1G24 (in CD-ROM
Proc. ) (横浜, 2005-9).
橋本健二, 田中智明, 菅原雄介, 砂塚裕之, 太田章博, 川瀬正幹,
林 憲玉, 高西淳夫, 腰部にパラレルリンク機構を用いた 2
足ロコモータの開発 (第８報：スチュワートプラットフォー
ム型脚機構の一校正手法について), 日本ロボット学会学術講
演会, 論文番号 1G25 (in CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).
橋本健二, 菅原雄介, 砂塚裕之, 田中智明, 太田章博, 川瀬正幹,
林 憲玉, 高西淳夫, 腰部にパラレルリンク機構を用いた 2
足ロコモータの開発 (第９報：非線形コンプライアンス制御
を用いた着地軌道修正法と不整地歩行の実現), 日本ロボット
学会学術講演会, 論文番号 1G26 (in CD-ROM Proc. ) (横浜,
2005-9).
森嶋彰俊, 近藤秀樹, 小倉 由, 相川弘行, 林 憲玉, 高西淳夫,
下村嘉士, 人体運動シミュレータとしての 2 足ヒューマノイ
ドロボットの開発第 1 報：体幹 2 自由度・腕７自由度を持つ
ヒューマノイドロボットの開発, 日本ロボット学会学術講演
会, 論文番号 1F31 (in CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).
近藤秀樹, 相川弘行, 小椋 優, 森嶋彰俊, 下村嘉士, 林 憲玉,
高西淳夫, 体運動シミュレータとしての 2 足ヒューマノイド
ロボットの開発第２報：膝関節伸展型歩行における足部の倣
い動作, 日本ロボット学会学術講演会, 論文番号 1F32 (in
CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).
小椋 優, 相川弘行, 近藤秀樹, 森嶋彰俊, 林 憲玉, 高西淳夫,
体運動シミュレータとしての 2 足ヒューマノイドロボットの
開発第３報：体幹を用いた前腕部制御による歩行支援機への
寄りかかり運動, 日本ロボット学会学術講演会, 論文番号
1F33 (in CD-ROM Proc. ) (横浜, 2005-9).
佐藤宏紀, 江上 正, ｢卓上型ＮＣフライス盤の経路制御｣, 第
３７回計測自動制御学会北海道支部学術講演会[No. A18],
pp. 57-58 (札幌, 2005-1).
井上尚人, 田坂泰久, 江上正, ｢ベクトル分解経路制御を用いた
力覚表現｣, 第３７回計測自動制御学会北海道支部学術講演会
[No. A19], pp. 59-60 (札幌, 2005-1).
佐野延忠, 江上 正, ｢減衰力可変ショックアブソーバの制御｣,
第３７回計測自動制御学会北海道支部学術講演会[No. A19],
pp. 59-60 (札幌, 2005-1).
佐藤也寸志, 高谷 明, 兵頭泰治, 江上 正, ｢指の自動着脱可
能な形態可変型ロボットハンドの開発｣, 第３７回計測自動制
御学会北海道支部学術講演会[No. A25], pp. 75-76 (札幌,
2005-1).
東條達也, 江上 正, ｢切削速度を考慮した卓上型ＮＣフライス
盤の経路制御｣, 第４９回システム制御情報学会研究発表講演
会[No. 5A3-2], pp. 405-406 (京都, 2005-5).
佐藤也寸志, 高谷 明, 江上 正, ｢自動着脱機構を有する形態
可変型ロボットハンドの開発｣, 第４９回システム制御情報学
会研究発表講演会[No. 5B3-2], pp. 441-442 (京都, 2005-5).
佐藤也寸志, 高谷 明, 江上 正, ｢自動着脱機構を有する形態
可変型ロボットハンドの開発｣, 日本機械学会ロボティクス・
メカトロニクス講演会 2005[No. 1A1-N-086] (神戸, 2005-6).
熊倉 進, 斎藤久美子, 福岡吾郎, ｢皿ばね座金組込みナットの
ゆるみ特性について｣, 日本機械学会山梨講演会講演論文集

[No. 040-4], pp. 141-142 (甲府, 2004-10).
熊倉 進, ｢設計製図教育支援システムの試作｣, 日本設計工学
会関西支部平成 16 年度研究発表講演会講演論文集, pp. 12-13
(大阪, 2004-11).
熊倉 進, 正司康雅, 細矢裕彦, 本間和弘, ｢管フランジ締結体
の締付け手順とボルト軸力特性｣, 日本機械学会 2005 年度年
次大会講演論文集[No. 05-1], pp173-174 (東京, 2005-9).
関谷千春, 飯泉清賢, 岡田 繁, 工藤邦男, 宍戸統悦, ニオブ
ホウ化物のメカノケミカル合成 , 平成 16 年度神奈川県産学
公交流研究発表会, pp. 89. (海老名, 2004-10).
岡田 繁, 森 孝雄, 工藤邦男, 飯泉清賢, 宍戸統悦, 新規ホ
ウ化物 AlNaB 14 結晶の合成と物理的性質 , 平成 16 年度神
奈川県産学公交流研究発表会, pp. 223. (海老名, 2004-10).
S. Okada, T. Mori, K. Kudou, T. Tanaka et. al, "Crystal
Growth of a New Aluminum Sodium Boride AlNaB 14
and Some Properties", International Symposium on
Inorganic
and
Environmental
Materials
2004
(ISIEM2004), p. 191, ( Netherlands 2004-10).
K. Iizumi, C. Sekiya, S. Okada, K. Kudou and T. Shishido,
"Mechanochemically assisted Preparation of NbB 2 Powder", International Symposium on Inorganic and Environmental Materials 2004 (ISIEM2004), p. 217, (Netherlands 2004-10).
S. Shishido, Y. Ishihara, J. Ye, S. Okada, K. Kudou et. al,
"Hardness and Oxidation Resistance of the perovskitetype RRh 3B xC 1-x (R=Y, Sc)", Rare Earths'04 in Nara
Japan, p. 75. (Nara, 2004-11).
S. Shishido, S. Okada, K. Kudou et. al, "Solid Solution
Range of Boron in perovskite-type rare earth rhodium
borides and Their Hardness", Rare Earths'04 in Nara
Japan, p. 76. (Nara, 2004-11).
S. Okada, T. Shishid, T. Mori, K. Kudou et. al, "Properties
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堀野定雄, ｢大型トラックの事故分析｣, 東京モーターショー
第 5 回自動車安全シンポジウム, 国土交通省自動車交通局,
(幕張, 2004-11)
堀野定雄, ｢人間工学から見たヒューマンエラー防止と安全管理｣,
川崎市消防局安全担当講習会, (川崎, 2004-11)
堀野定雄, ｢再発防止重視の交通事故原因究明と人間工学的アプ
ローチ｣, 日本機械学会法工学部門第７回交通事故過失割合研
究会, (東京, 2004-11)
堀野定雄 (国土交通省安全対策分科会長), ｢人間工学から見た
事故予防のあり方｣, 建設施工の安全化講演会, (社)日本建設
機械化協会主催､ 国土交通省･経済産業省後援, (東京, 200412)
堀野定雄, ｢人間工学から見たエラー防止と安全管理｣, 第 14 回
オール JR 東海安全推進会議基調講演, (静岡, 2005-1),
堀野定雄, ｢人間工学から見たエラー防止と安全管理―人間工学
チェックリストによる作業改善―｣ 平成 17 年度 JR 東海 総
合現場長会議特別講演, (名古屋, 2005-4)
堀野定雄, ｢出合い頭事故の人間工学的原因究明と再発防止｣,
横浜市産学連携フォーラム 横浜リエゾンポート 2005 ワー
クショップ, (横浜, 2005-7).
堀野定雄, ｢人間中心設計の実践：商品開発とユーザビリティ向
上― 通常の使用 と 通常具備すべき安全性 ―｣, ヒュー
マンインタフェース学会, シンポジウム 2005, 講習会, (藤沢,
2005-９)
堀野定雄, ｢パネルセッションⅠ, 将来を見据えた事故調査・解
析−事故削減に役立つ科学的事故調査−｣ 第 3 回 JARI 
日本自動車研究所 次世代自動車フォーラム, コーディネー
タ, (東京, 2005-7)
Sadao Horino, "Ergonomics and Process Quality", 国際管
理研修コース(Program for Cross Cultural Management),
The Association for Overseas Technical Scholarship
[AOTS], (東京, 2005-9)





北岡正敏, ｢灰色理論による生産管理システムを考慮した自動化
生産システム構築｣, 2005 年度, 文部科学省科学研究費補助
金, 基盤研究(C)
三林洋介, 他, ｢医薬品の外観に着目した類似性を回避するため
の情報提供のあり方に関する研究｣, 平成 17 年度厚生労働科
学研究費補助金
高野倉雅人, ｢バイオメカニクス・筋電図融合型の動作解析によ
る歩行補助車の設計｣, 2005 年度文部科学省科学研究費補助
金, 若手研究 (B)
西内信之, ｢視線検出用カラーコンタクトレンズの設計と視線入
力システムインタフェースの開発｣, 平成 17 年度科学研究費
補助金 若手研究(B). (首都大学東京)
堀野定雄, 森みどり, ｢交差点出合い頭事故の原因分析と再発防
止―運転者視点の安全システム再設計―｣, 2005 年度科学研
究費補助金 基盤研究(C).
堀野定雄, ｢過労運転防止に有効な運行管理デザイン開発のため
の調査研究｣, 労働科学研究所
堀野定雄, 森みどり, ｢路線バス車内事故の未然防止研究―乗客
の働態調査―｣, 2005 年度人類働態学会公募助成研究.
吉田賢二, ｢南極周回気球による高エネルギー電子加速源の探索｣,
2005 年度科学研究費補助金, 基盤研究 (C)


瀬古沢照治, 特許登録番号 特 3639419 (P3639419), 車両制御
方法及び車両制御システム, 登録日平成 17 年 1 月 21 日
瀬古沢照治, 特許登録番号 特 3654451 (P3654451), 管網解析
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方法, ネットワーク最小費用流解析方法及び管網管理システ
ム, 登録日平成 17 年 3 月 11 日


北 岡 正 敏 , 18th International Conference on Production
Research, University of Salerno, Italy, 座長 (2004-8)
栗原謙三, International Conference of 35 th C&IE (Istanbul,
Turkey), Ergonomics/Human Factors Engineering セッ
ション座長 (2005-6)
栗原謙三, 10 th IEEE International Conference on Emerging
Technologies and Factory Automation (Catania, Italy)
Control セッション座長 (2005-9)
堀野定雄, ISO/TC159 (人間工学) 第 15 回総会(Milan, Italy),
SC4 (人間とシステムのインタラクション) /WG1 (制御器
と信号表示法の基礎) Convenor (2004-10)
堀野定雄, 日韓人間工学会学術交流協定更新調印式 (釜山, 韓
国), 日本人間工学会理事 (2005-5)
堀野定雄, ISO/TC159 (人間工学) /SC4 (人間とシステムの
インタラクション) /WG1 (制御器と信号表示法の基礎) 第
２ 回 国 際 会 議 (Paris, France), Convenor ( 会 議 議 長 )
(2005-6)
堀野定雄, ISO/TC159 (人間工学) /SC4 (人間とシステムの
インタラクション) 第 22 回総会(Orlando, USA), WG1 (制
御器と信号表示法の基礎) Convenor (2005-9)





増田和明, ｢多様体上の非線形力学系による制約条件付最適化に
関する研究｣, 博士 (工学) 慶應義塾大学 (2005-3)
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小林史興, 村井正敏, 岩田 衛, ｢鋼モルタル板を用いた座屈拘
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の変化｣, 日本建築学会構造系論文集, 第 586 号, pp. 187-193
(2004-12).
藤田正則, 前田親範, 小河利行, 岩田 衛, ｢建築鋼構造のリユー
スシステムに関する研究, データベースの構築方法の提案｣,
日本建築学会環境系論文集, 第 587 号, pp. 93-98 (2005-1).
岡田 健, 山本重治, 山田 哲, 岩田 衛, ｢サステナブルビル
構造システムの柱梁接合部に関する実験｣, 日本建築学会構造
系論文集, 第 591 号, pp. 145-152 (2005-5).
竹内 徹, 小谷野一尚, 岩田 衛, ｢ファサードエンジニアリン
グの統合に関する研究｣, 日本建築学会環境系論文集, 第 592
号, pp. 97-104(2005-6).
吉江慶祐, 北村春幸, 大熊武司, ｢エネルギーの釣合に基づく変
動風力を受ける弾塑性構造物の応答予測手法｣, 日本建築学会
構造系論文集, 第 589 号, pp. 59-66, (2005-3).
岡田 創, 大熊武司, 片桐純治, ｢実大建物による屋根瓦に作用
する風力に関する研究, 浮上りのない瓦に作用する風圧力の
性状 その１｣, 日本建築学会構造系論文集, 第 588 号, pp.
49-56(2005-2).
片桐純治, 大熊武司, 大石 守, 丸川比佐夫, 平塚鉄也, ｢外付
電動ブラインドに作用する風力及び風応答性状に関する屋外
計測｣, 日本建築学会技術報告集, 第 21 号, pp. 51-56(2005-6).
佐藤宏貴, 島崎和司, ｢CFT 柱−フラットプレート接合部の水
平力―変形関係｣, 日本建築学会構造系論文集, No. 590, pp.

145-152 (2005-4).
津田良樹, ｢明治八年の 家券下図簿 からみた西国街道大山崎
の民家と町並みについて｣, 生活文化史 (日本生活文化史学会)
第 48 号, pp. 54−67 (2005-9).
山家京子, 秋永絵理, ｢インターネット画像に現れる商業集積地
のアクティビティに関する研究｣, 日本建築学会計画系論文集,
No. 590, pp. 125-130 (2005-4).



Ⅱ

T. Kitashima, T. Ohkuma, H. Yasui, J. Katagiri, T.
Takahashi and T. Watanabe, "Study on Simplified
Method for Estimation of Clearance between Conductors
under Wind and Full-scale Measurements of Conductors
Behavior", Proceedings of The Sixth Asia-Pacific
Conference on Wind Engineering CD-ROM (2005), pp.
1885-1904 (Seoul, 2005-9).
A. Hayakawa, T. Ohkuma, K. Hiramatsu, T. Yanai, H.
Akagi, S. Sugiyama and A. Honda, "Study
on
Characteristics of Wind Forces of a Triangular Rigid
Frame Tower", Proceedings of The Sixth Asia-Pacific
Conference on Wind Engineering CD-ROM (2005), pp.
903-915 (Seoul, 2005-9). .
K. Yoshie, H. Kitamura and T. Ohkuma, "A Study of
Fluctuating Wind-force Induced Energy Input to an
Elasto-plastic Structure", Proceedings of The Sixth
Asia-Pacific Conference on Wind Engineering CD-ROM
(2005), pp. 1524-1538(Seoul, 2005-9).
H. Okada, T. Ohkuma, J. Katagiri and H. Marukawa,
"Full-scale Measurement Study on Wind Forces on Roof
Tiles with Lift", Proceedings of The Sixth Asia-Pacific
Conference on Wind Engineering CD-ROM (2005), pp.
1712-1725 (Seoul, 2005-9).
J. Katagiri, T. Ohkuma, M. Ooishi, H. Marukawa and T.
Hiratsuka, "Full-scale Measurement of Wind Forces
Acting on an External Venetian Sunblind and Its Wind
Responses", Proceedings of The Sixth Asia-Pacific
Conference on Wind Engineering CD-ROM (2005), pp.
1758-1773 (Seoul, 2005-9).
大熊武司, 岡田 創, 平塚鉄也, 片桐純治, 大石 守, ｢外付け
電動ブラインドに作用する風力及び風応答性状に関する屋外
計測｣, 第 18 回風工学シンポジウム論文集, pp. 251-256 (東
京, 2004-12).
大熊武司, 本郷栄次郎, 漆原秀雄, 片桐純治, 鶴見俊雄, 岡村俊
良, ｢鉄塔腹材の後流渦励振に関する研究｣, 第 18 回風工学シ
ンポジウム論文集, pp. 317-322 (東京, 2004-12).
岡田 創, 大熊武司, 片桐純治, ｢実大建物による屋根瓦に作用
する風力に関する研究, その 2 浮上りの生じた瓦に作用す
る風圧力の性状｣, 第 18 回風工学シンポジウム論文集, pp.
323-328 (東京, 2004-12).
F. Kiya et al, " Recent Movement for Countermeasure to
Legionella in the Public Bath in Japan", CIB-W062
Symposium, F5-pp1-12 (Brussels, 2005-9).
K. Shimazaki, "Damage Level Evaluation of Existing R/C
Buildings under an Earthquake", IABSE Symposium on
STRUCTURES AND EXTREME EVENTS, Paper 211
(Lisbon, 2005-9).
下村祥一, 大熊武司, ｢木造軸組工法建築物の耐風性能評価用復
元力特性に関する研究｣, 第 18 回風工学シンポジウム論文集,
pp. 371-376 (東京, 2004-12).
S. Shimomura and T. Ohkuma, "Study on Restoring Force
Characteristics of Shear Walls in Timber-frame-
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construction with Regard to Wind Force", Proceedings
of The Sixth Asia-Pacific Conference on Wind Engineering CD-ROM (2005), pp. 1539-1550(Seoul, 2005-9).


高橋志保彦, ｢相生馬車道本店｣, (2005-9).
高橋志保彦, ｢カルビー㈱開発生産棟｣, (2005-9).
室伏次郎, ｢建築家の自邸｣, エイ出版.
室伏次郎, ｢建築家の設計した幸せな住まい｣
室伏次郎, ｢横浜科学技術高等学校ＰＦＩ事業競技設計｣ (共同
設計)





齋藤啓一, 村井正敏, 岩田 衛, 中田安洋, ｢鋼モルタル板を用
いた座屈拘束ブレースの耐火性能｣, 日本建築学会大会学術講
演梗概集, A-2, p. 59 (東大阪, 2005-9).
前田親範, 藤田正則, 村井正敏, 岩田 衛, ｢リユース材の構造
性能評価に関する柱梁実大実験｣, 日本建築学会大会学術講演
梗概集, C-1, p. 609 (東大阪, 2005-9).
藤田正則, 岩田 衛, 田中繁樹, ｢リユースを想定した建築鋼構
造の丁寧な解体｣, 日本建築学会大会学術講演梗概集, C-1, p.
611 (東大阪, 2005-9).
山下拓三, 藤田正則, 小河利行, 岩田 衛, ｢建築鋼構造のリユー
スシステムに関する研究, 山形ラーメン倉庫から純ラーメン
ビルへのリユース材適用シミュレーション｣, 日本建築学会大
会学術講演梗概集, C-1, p. 613 (東大阪, 2005-9).
山本重治, 村井正敏, 岩田 衛. ｢サステナブルビル構造システ
ムにおける接合部の実験｣, 日本建築学会大会学術講演梗概集,
C-1, p. 615 (東大阪, 2005-9).
平田倫央, 山本重治, 長尾真奈, 岩田 衛, ｢サステナブルビル
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建築学会大会学術講演梗概集, C-1, p. 991 (東大阪, 2005-9).
和泉田洋次, 村井正敏, 岩田 衛, ｢鋼モルタル板を用いた座屈
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pp. 565-569 (東京, 2005-3).
飯野由香利, 倉渕 隆, 遠藤智行, 岩本靜男, 近藤武士, 岸田拓
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