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九州大学機能物質科学研究所報告　第7巻　第1号（1993）

学会・協会などにおける講演題目（平成4年1月～12月）

物質合成部門

双極性環状付加の配向・立体制御

新しい不斉制御子，2，2一ジアルキルー4一
置換オキサゾリジン，の創製およびアクリル
アミド誘導体の不斉環状付加への利用

α一アミノ酢酸誘導体のリチウムエノラート
を用いるMichae1付加反応

金属へのキレーションを利用するニトリルイ
ミン環状付加反応の立体制御

二トロン環状付加のレギ野立体制御

新規銅触媒を用いる不斉シクロプロパン化反
応

スルホニルメチルビニルケトンのヘテロ
Diels－Alder反応一活性および官能化エノ
ンとしての利用

（ベンジリデンアミノ）酢酸エステルの金属
エノラートとイミン，アルデヒドとの反応

双極性環状付加一立体制御と不斉反応への展
開

硫黄官能化α，β一不飽和ケトンの不斉ヘテ
ロDiels－Alder反応

オキサゾザリジン，C2対称性イミダゾリジ
ン不斉制御子の創製一アクリルアミド誘導体
とニトリルオキシドとの不斉環状付加

双極性環状付加一選択性制御はどこまででき
るか

スルフィニル官能化エノンのヘテロDiels－
Alder反応

（アルキリデンアミノ）酢酸エノラートの
Aldol反応

新しい合成試剤の開発　官能化α，β一不飽
和ケトンを用いる合成反応

重水素標識化合物の選択的合成ge｝チオフェ
ン環開裂反応を鍵とする重水素標識化合物の
合成

重水素標識化合物の合成②ハロゲン置換
フェノール類の還元的重水素化

金　政　修　司 阪大産研・九大機能三
三究交流シンポジウム
　　　　　（平4．2）

鬼　村　謙二郎・和　田　英　治　　日本化学会第63春季年会

金政修司　　　　　　　　（平4．3）

野村正文・和田英治
金　政　修　司

小林　繁・和田英治
金　政　修　司

鶴岡尚志・和田英治
金　政　修　司

羽村　敏・和田英治
金　政　修　司

安岡　宏・和田英治
金　政　修　司

森　貴司・和田英治
金　政　修　司

金　政　修　司

同

同

国

同

同

国

上

上

上

上

上

上

東京工業大学特別講演会
　　　　　（平4．5）

和　田　英　治・安　岡　　　宏　　第23回複素環討論会

後藤哲治・金政修司　　　 （平4．10）

中村謙二郎・金政修司

金　政　修　司

同 上

京都大学特別講演会
　　　　　（平4．11）

後　藤　哲　治・和　田　英　治　　若手セミナー

金政修司　　　　　　　 （平4．11）

森　貴司・和・田英治
金　政　修　司

和　田　英　治

同 上

機能物質科学研究所
1992年講演会
　　　　　（平4．11）

田代昌士・椋本　守　日本化学会第63春季年会
都築廣久・井山浩暢　　　 （平4．3）

柿並孝明・飯田幸子
上野佳・子・植野麻紀子
岡本　厳・弓返昭二
田　代　昌　士

同 上
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ポリアミノ芳香族化合物とイソシアナート類
との反応

入江貴史・又賀駿太郎
田代昌士・池崎洋次
柘植乙彦・八田泰三

日本化学出血63春季年会

超強酸固体酸触媒を用いる有機合成　㈹。　　　　大　和　武　彦・篠　田　直　樹　　　　同
Nafien－H」Ce（IV）触媒を用いる酸化反応　　　　末　広　和’昭・田　代　昌　士

ジオキソフロ［3，2－b］ピロールとヒドラジ　　鈴木　　寛・又賀駿太郎　　　同

ン類との反応　　　　　　　　田代昌士
大環状メタシクロファン類　⑤　テトラヒド
ロキシ［3．1．3．1］メタシクロファンの
p位への置換基導入反応と物性

大環状メタシクロファン類　㈲　テトラヒド
ロキシ［3．1，3．1］メタシクロファンにお
ける金属鋳型効果を利用した異性体の合成

置換フルオレンの位置選択的合成

分子内Friedel－Crafts反応によるジベン
ゾシクロアルカン類の合成

ベンゾビス［1．2．5］チアジアゾールキノン
の合成と反応

大和武彦・猿渡欣幸　　同
前田健志・末広和昭
田代昌士
大和武彦・猿渡欣幸　　同
前田健志・安松雅司
岩佐敏昭・末広和昭
田代昌士
山崎隆利・松田俊夫　　同
永野義彰・森口哲次
柘植顕彦・田代昌士
宙返昭二・藤崎静男

大和武彦・小峰稚保　　同
坂上直住・末広和昭
田代昌士
池崎洋次・又賀駿太郎　　同
田代昌士・高橋和文
鳥井昭美

アシル化［24］メタシクロファンの合成と反　　　永　山　宗一郎・柘　植顕彦　　　　同

心性　　　　　　　　　　田代昌士
ヒドロキシ，及びアルコキシ［2．2．1］メタ
シクロファン類の合成とコンボメーション解
析

蛍光発色団を持つ［2．2］メタシクロファン
類の合成とその吸収および蛍光スペクトル特
性

8一ヒドロキシ［2．2］メタシクロファン類の
ベンジル化反応

［2．2］メタシクロファン類と：Lewis酸と
の反応

［n．2］系メタシクロファン類のホルミル
化反応

澤田　剛・柘植顕彦　　同
又賀駿太郎・田代昌，士

柘植顕彦・石井
田代昌士

努　　同

大和武彦・篠田直樹　　同
松本純一・末広和昭
田代昌士
大和武彦・重国光明　　同
徳久　　極・松本純・一一“

末広和昭・田代昌士

大和武彦・重国光明　　同
古川　剛・末広和昭
田代昌士

重水素標識化合物の選択的合成鱒重水素標　　　田　代　昌　士・井　山　浩　暢　　　　面
識ヒドロキシシクロヘキサン類の合成　　 都築廣久
キノキサリンビシクロ化合物の分子内三重項
エキシマーに対するマトリックスの効果

Phototransformations　of　a　［14］Annu－
lene　System　and　lts　Sufonation　Prod－
ucts

宮本達也・秋山広男　　　両
手老省三・池上雄作
又賀駿太郎・田代昌士
H．　Cerfonatin　．　A．　Koeberg

R．　H．　Mitchell．　M．　Tashiro

（平4．3）

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

7th　lnternational
Symposium　on　Novel
Aromatic　Compounds
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Preparation　and　Spectral　Properties
of　［2．　2］Metacyclophane　Having　the
Chromophores

重水素化p一ジクロロベンゼンの合成

重水素標識ベンジルアルコールの合成と酸化
反応

ラネー合金を用いる芳香族アルデヒド類の還
元反応

ピラジン環を含む三環系［3．3］オルトシク
ロファンのコンフォメーション

キノキサリンが縮環したビシクロ化合物の励
起状態

アゾベンゼン骨格を含む［2．2］メタシクロ
ファン類の合成とその吸収スペクトル

［3．3］オルトシクロファン骨格に組み込ま
れたベンゾピラジン類の酸化還元電位

3，4一ジアロイルピロリジリンの2一アリー
ルー4一アロイルー3一メチルピロールへの変換
反応

2及び3個のイミダゾリノン環が縮現した化
合物の合成と物性

［2．2．n］メタシクロファン類の合成と反
応性

ジベンゾシクロアルカン類の合成と反応性

8一ベンジル［2．2］系シクロファン類の合成
と構造

［2．2］シクロファン類とLewis酸との反
応

［n．2］メタシクロファン類と親電子試薬と
の反応

．光学活性大環状メタシクロファン類の合成と
性質

金属イオン抽出機能を持つ大環状メタシクロ
ファン類の合成と評価

［3．1．3．1］メタシクロファン類のX線構
造解析と水溶性ホストへの変換

A．　Tsuge ’　M．　Tashiro 7th　lnternational
Symposium　on　Novel
Aromatic　Compounds

西島秀昭・米光直志 化学関連支部合同大会
又　賀　駿太郎・田　代　昌　士　　　　　　　　（平4．7）

田代昌士・石本佳子
都築廣久・月野三岳仁

田代昌士・月野木筆仁
都築廣久・石本佳子
又　賀　駿太郎

又賀駿太郎・杉谷智行
田　代　昌　士

宮本達也・秋山公男
手老省三・池上雄作
又賀駿太郎・田代昌士

同

同

同

上

上

上

光化学討論会
　　　　　（平4．9）

森口哲次・柘植顕彦　日本化学三三64秋季年会
田代昌士　　　　　　　 （平4．10）

杉谷智行・又賀駿太郎
田　代　昌　士

北川博久・又賀駿太郎
田　代　昌　士・鎌　田　吉之助

入江貴史・又賀駿太郎
田代昌士・池崎洋次
柘植乙彦・八田泰三
澤　田　　　剛・又　賀　駿太郎
田　代　昌　士

大和武彦・小峰’稚三
塁簸羅：欝異調杢

大和武彦・篠田直樹
5，轟鶉羅：當罠蟹奎

大和武彦・重国光明
松本純一・末広和昭
田　代　昌　士

大和武彦・古川　剛
重国光明・佐藤光洋
末広和昭・田代昌士

大和武彦・猿渡欣幸
安松雅司・上村英夫
末広和昭・田代昌士
大和武彦・猿渡欣“幸
岩佐俊昭・末広和昭
田　代　昌　士

大和武彦・猿渡欣幸
野　田　千津子・末　広　和　昭
田　代　昌　士

同

同

同

上

上

上

日本化学会九州支部・同
中国四国支部合同大会
　　　　　（平4．10）

同

同

同

同

同

同

同

上

上

上

上

上

上

上
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3，6一ジアリールピリダジン類の系統的合成
とそのスペクトル

ジァロイルピロリジンの環変換反応によるピ
ロール類の合成

トリアリールフロ［3，2－b］ピa一ルジオン
オキシムの合成と反応

New　Cyclophanes　by　Cycloaddition
Reactions

チオフェン開裂反応を鍵反応とする重水素標
識化合物の合成

ベンゾビス［1．2．5］チアジアゾールー4，
5一キノンの反応

複素芳香環を有する［3．3］オルトシクロ
ファン類の合成と性質

水溶性大環状メタシクロファン類とアニオン
性有機分子との相互作用

ベンゾチアゾールモノ及びジ置換［2．2］メ
タシクロファン類

ビス及びトリスイミダゾリノベンゼン類の合
成

The　Selective　Preparation　of　Aro－
matic　Compounds　by　Using　Posi－
tional　Protective　Groups．

重水素化p一ジクロベンゼン類のNMRスペ
クトル

超音波照射下における二，三の有機化学反応

4一プロモベンゾビス［1，2，5］チアジア
ゾールを出発原料とする1，2，3，4一テトラ
アミノベンゼン類の合成

ベンゾチアゾール置換［2．2］メタシクロ
ファン類の合成とその吸収及び蛍光スペクト
ル

トリアリールジオキソフロ［3，2－b］ピロー
ル類の環変換反応

分子内“三重項エキシマー”の発光および

EPR研究

有機合成化学における一手段；保護基を用い
る合成化学研究

かさ高い高脂溶性有機安定アニオン種の合成
とその性質

高橋和文・又賀駿太郎
杉野紀三・鳥井昭美
鎌　田　吉之助

北川博久・又賀駿太郎
田代昌士・鎌田吉之助

鈴木　寛・又賀駿太郎
田　代　昌　士

T．Thiemann・田代昌士
永　野　義　彰

椋本　守・田代昌士
都築廣　久

池崎洋次・又賀駿太郎
田代昌士・高橋和文
鳥　井　昭　美

杉谷智行・又賀駿太郎
田　代　昌　士

永山宗一郎・澤田　剛
柘植丁丁・田代昌士
石　井
澤　田

努・柘　植　顕　彦
剛・田　代　昌　士

入江貴史・又賀駿太郎
田代昌士・池碕洋次
柘植乙彦・八田泰三
M．　Tashiro

米光直志・西島秀昭
田代昌士・又賀駿太郎
都築　廣　久

都築廣　久・田

日本化学会九州支部・同
中国四国支部合同大会
　　　　　（平4．10）

前

回

同

同

同

同

価

同

同

上

上

上

上

上

上

上

上

上

4th　China－Japan
International　Sym－
posium　on　Organic
Chemistry
　　　　　（平4．10）

同 上

代　昌　士　　ソノケミストリー研究会
　　　　　　　　　　　　（平4．10）

又　賀　駿太郎・池　崎　洋　次

田代昌士・高橋和文
鳥　井　昭　美

第23回複素環化学討論会
　　　　　（平4，10）

田代昌士・柘植顕彦　第11回有機化学連合討論
澤　田　　　捌・石　井　　　努　　会　　　　（平4，11）

又　賀　駿太郎・田　代　昌　士　　第62回有機合成シンポジ

鈴木寛　　ウム（平4．11）
手老省三・宮本達也
秋山公男・池上雄作
又賀駿太郎・田代昌士
田　代　昌　芸

園田高．明・小林 宏

第2回東北大学反応化学
研究所研究発表会
　　　　　（平4．11）

機能物質科学研究所講演
会　　　　（平4．il）

三振フッ素化学155委員
会　　　　（平4．3）
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疎水性溶媒中に可溶化されたアルカリ金属イ
オンの求電子性　一E。⑳のクロモトロピズ
ムに及ぼす高脂溶性ホウ酸塩の効果一

ヘキサフルオロクミルハライドのS，．1反
応性について

疎水性溶媒中に可溶化されたアルカリ金属イ
オンの熱電子性　一Diels－Alder反応に及
ぼす高脂溶性リチウムホウ酸塩の触媒効果一

含フッ素アルキルハライドのS．．1反応性
について

苑田晃成・園田高明　日本化学三三63春季年会
小林　 宏　　　　　　　 （平4．4）

三輪哲哉・市川淳士
園田高明・小林　宏

藤木寛治・園田高明
小林　　　宏

園田高明・小林

三

三

上

上

宏　　三振フッ素化学155委員
　　　会　　　　（平4，6）

Non－planar　structure　of　phenyl　cations
stabilized　by　electron－donating　groups
at　meta　postions

H．　Kobayashi　’　T．　Sonoda Toronto　lnt．　Conf．
Org．　React．　lnter－

mediates
　　　　　（平4．7）

Electrophilicity　of　naked　alkali　metal
ions　in　CH，Cl，solution

アニオン魂送間移動触媒反応ω　芳香環の
直接ヨウ素化反応

脂溶性含フッ素フタロシアニン誘導体を用い
た三一液二相系での金属イオンの能動輸送

種々の含フッ素リチウム塩のリチウム電池へ
の可能性　一有機溶媒への溶解性と伝導性一

4，4’一ビピリジニウムとフルオロアルキ
ルテトラフェニルボレートとのイオン対電荷
移動錯体の光誘起エレクトロクUミズ

TEPB塩の溶液化学一裸のアルカリ金属イ
オンの求電子反応性について一

NMRスペクトルでみる分子の動き

フェニル置換ビシクロ［3．2．2］ノナー3，6一ジ

エンー2一オン類の配座解析

8，8一二置換ヘプタフルベンの幾何異性

含トロポノイドチアクラウンエーテルの合成
と性質㈲

（エチレンジチオロ）ジシアノヘプタフルベ
ンの合成

新アセチレン等価体とトロピリデンの高圧反
応

2，4一ジメチルー2一（4一メチルー3一ペン
チニル）一6一オキソー1，3一一ジオキセンの分

子内de　Mayo反応

5一フェニルトロボロン骨格をコアに持つ液
晶化合物の合成

単環性トロ、ポノイド液晶2一アシルオキシー
5一（1一オキソー2一アルケニルオキシ）ト
ロポンの合成

K．Fujiki　’H．　Kobayashi
A．Sonoda　’T．　Sonoda

柳　楽　明　久・園
小林　　　宏

田　高　明

11th　IUPAC　Conf．
Phys．　Org．　Chem．

　　　　　（平4．8）

日本化学中華64秋季年会
　　　　　（平4．10）

松本和彦・園田高明　第17回フッ素化学討論会
小林　宏　　　　　　　 （平4．10）

喜多房次・川上
園田高明・小林
長　村
小　林
苑　田

章
宏

利彦・牟田茂樹
　　宏・園　田　高　東
回　武

園　田　高　明

地 章

同

同

上

上

九州大学機能研講演会
　　　　　（平4．11）

九州大学中央分析センタ
ー講演会　（平4．3）

平　山　俊　一・加　藤　修　雄　　日本化学会第63春季年会

森　　章・竹下　齊　　　 （平4．3）

遠藤章浩・罪　柄柱
森　　　　章・竹下　　　齊

森

竹下
町・サ
齊

久　保　勘二・森
竹下　　　齊

嫡　柱

章

倉橋　陽一・森　　　　章
竹下　齊・永野義彰
雀　　　応　渉・森
竹下　　　齊

片平公輝・森
竹下　　齊

森　　　亮　二・森
竹下　　　齊

章

章

章

同

同

心

同

同

同

同

上

上

上

上

上

上

上
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ピロンカルボン酸メチルとメンタジエンの付
加反応

2，　4一ジオキソペンタン酸メチルとメチレン
シクロアルカン及びアルケンの光付加反応一
レテロベンジル酸転位（9）

ジアールの還元環化による8員環形成一プシ
コクシン型グリコールの構築

プラギオスピUリドの合成一ジテルペノイド
の合成

9，13一デヒドロソルダリシンの合成

5－8－5員環系テルペノイド合成における
Pericyclic　Reactions

Substituent　Effect　on　the　Rotationa1
Barrier　of　the　Exocylic　C＝＝C　Bond　of
Heptafulvenes

An　Aid　of　the　lntermolecular　Hydro－
gen　Bonding　on　Preferential　Exhibi－
tion　of　Smectic　C　Phase　in　ehe　Tro－

ponoid　Liquid　Crystals

Troponoid　Liquid　Crystals　and　ln－
termolecular　Acyl　Migration　of　2－
Acyloxy一　5　一hydroxytropones　to　5－
Acyloxytropolones

トロポノイドを基軸とする液晶分子設計

七員環構造を持つ液晶の合成

5一フェニルトロポン骨格をコアに持つ液晶
の合成一幅2報

含トロポノイドチアクラウンエーテルの合成
と性質（7）

トロポノイド液晶の合成

新アセチレン等価体とシクロオクタテトラエ
ンの高圧反応

2一アルケニルー6一メチルー4H－1，3一
ジオキシンー4一オンの分子内光環状付加反
応を用いるテルペノイド合成研究

ピロンカルボン酸エステルの環状付加反応を
用いるテルペノイドの合成

四七性ジテルペノイド・ソルダリシンの合成
研究

含トロポノイドチアクラウンエーテルの合成
と性質（8）

初井敏英・平田成邦　日本化学会第63春季年会
竹下　齊　　　　　　　（平4．3）

池田慎哉・初井敏英
竹下　　　齊

岡本浩明・加藤修雄
竹下　　　齊

呉

竹下
学・加藤修雄
齊

草壁重憲・加藤修雄
竹下　　　齊

加　藤修雄

A．　Mori
A．　Ende
N，　Kato

A．　Mori
M．　lsobe

・B．　Z．　Yin

．　Y．　lkeda

．　H．　Takeshita

’　R．　Nimura
．　H．　Tekeshita

H．　Takeshita’　R．　Mori
A．　Mori

森

森

章

章

片平公輝・森
竹下　　　齊

久保勘二・森
竹下　　　齊

同

同

同

同

上

上

上

上

有機合成化学講演会
　　　　　（平4。5）

The　Third　lnterna－
tional　Conference　Qn
Heteroatom　Chemi－
stry　　　（平4．6）

The　14th　lnternation－

al　Liquid　Crystal
Conference
　　　　　（平4．6）

7th　lnternational
Symposium　on　Novel
Aromatic　Compounds
　　　　　（平4．7）

日本化学会夏期セミナー
　　　　　（平4．7）

第二回久留米高専フォー
ラム　　　（平4。10）

章第18回液晶討論会
　　　　　　　　（平4．10）

章　　第1ユ回基礎有機化学連合

森　　　　章・片平公輝
磯部雅博・竹下　齊
倉橋
加　藤
竹　下

崔
森

陽一・伊藤正　人
修雄・森　　　　章
　　齊

応渉・加藤修雄
　　章・竹下　　　齊

橋口知一・平田成邦
初井敏英・竹下　　齊

草壁重憲・加藤附帯
竹下　　　齊

久保勘二・森
竹　下　　．三

章

討論会

同

同

（平4．11）

上

上

第36回香料・テルペン及
び精油化学に関する討論
会　　　　（平4．11）

三

斜

上

上

有機合成化学若手研究者
セミナー　（平4．11）
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新アセチレン等価体とシク三三クタテトラエ
ン付加体の結晶相反応

プラギオスピロリドA及びBの金合成

高圧分子反応の新展開

含トロポノイドチアクラウンエーテルの合成
と性質⑨

倉橋
加藤
竹下

陽一・伊藤
修雄・森
　　齊

西川秀幸・呉
加藤修雄・竹下
竹　下 齊

久保勘二・森
竹　下　　　齊

正　人　　有機合成化学若手研究者

　　章セミナー（平4．11）

学
齊

同 上

九州大学機能物質科学硫
究所講演会（平4．11）

章シクロファン談話会
　　　　　　　　（平4．12）

素子三三部門

貴金属触媒を用いた2環芳香族化合物の水素
化選択性とその高度利用

チタニア回持可溶性フタロシアニンを用いた

N20の分解

活性炭素繊維を用いた低濃度NOの除去反
応

PAN－ACFを用いた排煙脱硫反応における
ACFの活性支配因子

Self－adhesive　Grains　from　Naphtha－
lene－Derived　Mesophase　Pitches　for
Mould　of　High　Density

Preparation　of　Carbonaceous　Spheres
frorn　Suspensions　of　Pitch　Materials

High　and　Stable　De－SO．　Activity　of
Lightly　Activated　P　AN－ACF，

Evaluation　of　Naphthalene－Derived
Mesophase　Pitches　as　a　Binding　Sub－
stance　for　Carbon－Carbon　Compos－
ites

持　田　　　勲・安部
坂　西　欣　也

聡日本化学三三63春季年会
　　　　　　　　（平4．3）

藤津　　博・東泉孝明
小島明雄・持田　　回
持　田
藤　津

持　田
藤　津

勲・河　野　静夫
博

勲・木佐森　巨樹
三

三

同

同

上

上

上

R．FUJIURA’T，　KOJIMA　lnt．　Carbon　Conf．
Y．K：ORAI　・1．　MOCHIDA　　　　　　　（平4．6）

S．　H．　YOON　・Y．　KORAI

I．MOC：田DA

S．　KISAMORI・1．　MOCHIDA
H．　FUJITSU

R．　FUJIURA　・T．　KOJIMA
Y．KORAI　・1．　MOCHIDA

同

同

同

上

上

上

Modification　of　Precursor　Pitch　for
GP　Carbon　Fiber　by　Blending　Naph－
thalene－Derived　lsotropic　and　Meso－
phase　Pitches

Control　of　Transversal　Texture　in　Cir－

cular　Mesophase　Pitch－Based　Carbon
Fiber　using　Non－Circular　Spinning
Nozzles

Preparation　of　Mesophase　Pitch－
Based　Thin　Carbon　Tape

ワンドアン炭液化残渣の構造・反応性と無残
漬液化の試み

鉄ゼオライトおよび銅イオン交換鉄ゼオライ
トの触媒作用

ディーゼル軽油の低圧多段水素化処理による
高深度脱硫

Y．KORAI　・M．　INOUE
I．　MOCHIDA・T．　MAEDA

1．　MOCHIDA・S．　H．　YOON
Y．　KORAI

1．　MOCHIDA・S．　H．　YOON

同

同

同

上

上

上

坂西欣也・本田勝行　第1回日本エネルギー学
岸野正裕・持田　勲　会　　（平4．7）
持　田 勲・小島明雄

坂　西　欣　也・馬
持　田　　　勲

篠　良

日本化学会第64秋季年会
　　　　　（平4．10）

同 上
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ピッチ系AC：Fの前処理および硫酸賦活に
よる表面調整とNO還元活性

回収機能を有する石炭液化触媒の調整と高活
性化

脱灰前処理による褐炭の無残渣液化の設計

4，6一ジメチルベンゾチオフェンの脱硫反
応に対する溶媒効果と反応機構の解明

軽油の低圧多段水素化脱硫による蛍光着色の
消去

チタニア担持コバルトフタロシアニン触媒上
におけるN　Oxの接触分解

Combined　Utilization　of　Solvent　and
Catalyst　in　the　Liquefaction　of　Mor－
well　Brown　Coal

紡糸における液晶ピッチの流動特性

ピッチ繊維の微細構造の決定因子・

Si，H、／N20混合ガスのレーザーCVDに
よるSiO2の成膜

熱エネルギー領域でのAr＋イオンとCH3Cl，
CH2C12との電荷移動反応

Kr’／C1一一／H：e三体衝突反応で生成するCl
の電子状態分布

超音速ジェット中の5一ク止立トロボロンの
電子スペクトル

3，4一ベンゾトロポロンにおける分子内プ
ロトン移動

Ar＋とC，系炭化水素との電荷移動反応

Ar÷／Cl一／He三体イオン再結合反応によ
るArCl＊エキシマーの生成

Ar＋とクロルメタンとの電荷移動反応

Ar＋，　ArN？，　Nlと低級炭化水素とのイオ
ンー分子反応

Si2H6／N20混合ガスのAr：FレーザCVD
法によるSiO2膜の作成

反応性レーザアプレーション法によるシリコ
ン酸化膜の作成

持田　勲・河野静夫　日本化学会第64秋季年会
木佐森　聖　樹　　　　　　　　　　　　　　　　（平4．1◎）

坂西欣也・梅沢達也　第29回石炭科学会議
本田勝行・持田　　勲　　　　　 （平4．11）

坂西欣也・本田勝行
坂田竜治・持田　勲

同 上

坂西欣也・礒田無量　第22回石油化学討論会
持田　勲　　　　　　　（s9　4．11）
坂　西　欣　也・馬
持　田　　　勲

筏　良

持田　勲・東中孝明
石原庸一・藤津　博
K．　SAKANISHI　・　K．　HONDA

R．　SAKATA　・1．　MOCHIDA

同

同

上

上

5th　Australian　Coal
Science　Conf．
　　　　（平成4．12）

　　　　聖昊・光来要三　第19回炭素材料学会年会
持田　勲　　　　　　　（平4．12）
　　　　聖　昊・光　来　要　三
持　田　　　勲

伊藤直樹・辻
三　村　幸　雄

正　治

船津　剛・河野裕之
辻　正治・西村幸雄
村　岡　俊　彦・辻
三　村　幸　雄

蕊　　　剛　志・関　谷
西　村　幸　雄・森
竹　下　　　齊

土　生　真理子・辻
三　谷　　　博・西　村
森　　　　　章・竹　下

河　野　裕　之・船　津
辻　　　正　治・西　村
釘　島　浩　史・吉　田
尾場瀬　　　下

溝　岡　俊　彦・辻
三　村　幸　二

布　治

博
章

剛　志
幸　雄
　　齊

　　剛
幸　雄
浩　一

正　治

船津　剛・河野裕之
辻正治・西村幸雄
河野裕之・船津　剛．
辻　正治・西村幸雄
伊　藤　直　樹・辻
三　村　幸　雄

正　治

伊藤直樹・西村幸雄
辻　　　正　治

同 上

日本化学会第63春季年会
　　　　　（平4．4）

同

同

同

同

上

上

上

上

第29回化学関連支部合同
九州大会　　（平4．7）

画

面

画

面

同

上・

上

上

上

上
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ファンデルワールスイオン（Ar＋，　ArN支，

Nわと低級炭化水素とのイオンー分子反応

熱エネルギー領域でのAr÷とC2Hn（n＝　2，
4，6）の電荷移動反応

熱エネルギー領域でのAr＋とフルオロメタン
との電荷移動反応

準安定ヘリウム原子と希ガスイオンとの電荷
移動反応

Ar＋／Cl一／He三体結合反応におけるAr－
C1エキシマーの生成と前期解離

超音速ジェット中の3一，および4一クロロ
トロポロンの電子スペクトル

多原子分子の超高分解濃（0．2cm－1）ZEKE
電子スペクトル

ジアリールエテンのフォトクロミック反応一
媒体効果

ジアリールエテンのフォトクロミック反応一
かぎ機構の導入

ジアリールエテンのフォトクロミック反応一
多色系の構築

ベンゾチオフェンー1，1一ジオキシド環を有
するジアリールパーフルオロエテン誘導体の
フォトクロミック反応

ジメチルアミノインドール環を有するジア
リールパーフルオロエテン誘導体のフォトク
ロミック反応

ジアリールエテンのフォトクロミック反応一
マレイミド誘導体の合成

辻　正治・河野裕之
船津　　剛・松村健一
西村幸雄
河　母
船　津
釘　島
尾場瀬

裕

浩

之・松　村　健　一
剛・辻　　　正　治
史・吉　田　浩　一
宏・西　村　幸　懸

船　津　　　剛・辻
三　村　幸　雄

金　子　信　男・辻
西　村　幸　雄

正　治

正　治

井手雅博・村岡俊彦
辻　正治・西村幸雄
辻　　剛志・伊東さやか
関谷　　博・氏田博樹
西村幸雄・森　　　　章
竹　下　　　齊

関　谷
B．　Beyl

博・R．Kindner
　’　K．　MUIIer－

　　Dethlefs

分子構造総合討論会
　　　　　（平4．9）

多

野

同

異

異

同

上

上

上

上

上

上

入　江　正　浩・毛　利　周　平　　日本化学会第63春季年会

川原真哉　　　　　　　 （平4．3）

入江正’浩・宮武
内　田　欣　吾

修

入江正浩・鎌田英樹
沖　中　正　和

椛澤　誠・石川　 篤

藤野泰光・堀川幸雄
入　江　正　浩

石川　　篤・椛澤　　誠
藤野泰光・堀川幸雄
入　江　正　浩

入江正浩・松尾真嗣

同

同

同

同

同

上

上

上

上

上

ジアリールエテンのフォトクロミック反応一
熱安定性に及ぼすアリール基の効果

ジアリールエテンのフォトクロミック反応一
屈折率変化の測定

フォトクロミックジアリールエテン類の構造
化学（1）パーフルオロ誘導体消色系のX線分
子構造

ナフトピラン誘導体の新規フォトクロミック
反応

内田欣吾・入江正浩

谷尾宣久・入江正浩

小林康寛・吉岡　　寛
中津和三・福島幸裕
金丸悦子・堀川幸雄
入　江　正　浩

内　田 学・入　江　正　浩

県

単

同

同

上

上

上

上

フォトクロミック材料を用いた波長多重記録
とクUストーク

辻　岡　　　強・松　浦　輝太郎　　第39回応用物理学関係連

入江正浩　　　　　合講演会’（平4．3）
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Photochromism　of　Diarylethenes　with
Heterecyclic　Rings－Anema｝ous　Sol－
vent　Effect

化学情報応答機能をもつ高分子ゲルーアンモ
ニウムイオン応答

光ラジカル重合による高分子薄膜の作製

フォトクロミック光記録媒体一非破壊読み出
しの試み

Photochromism　of　Diarylethenes　Con－
taining　Heterocyclic．　Rings－Anoma－
lous　Solvent　Effect

Photochremic　Diarylethenes　for　Op－
tical　Memory　Media

フォトクロミック記録材料

ジアリールエテンのフォトクロミック反応一
高分子媒体効果

フォトクロミック分子を用いた高分子薄膜光
スイッチング導波路素子

化学情報応答機能をもつポリ（N一イソプロ
ピルアクリルアミド）ゲル

Photochromic　Polymers　for　Optical
Data　Storage　Media

2一メトキシベンゾチオフェン環を有するジ
アiJ　一ルエテン誘導体のフォトクロミック反
応

Photochromic　Diarylethenes　for　Op－
tical　Data　Storage　Media

光反応材料研究開発の現状と成果概要

’Properties　and　Applications　of　Phe－

tochromic　Polymers

微粒子流動現象の数値解析

凝縮素過程としてのクラスター生成

M．　lrie

入　江正浩・田　中
高山　暢　久

Japan／U．S．　Ceoper－
ative　Research　Pro－
gram　一New　Aspect
of　Molecular　Photo－

converslon．
　　　　　（宰4．4）

剛　　第41回高分子学会年次大
　　　会　　　　（平4．5）

入江正浩・吉永誠一
入1江正浩・宮武　 修

三園史生・原田俊雄
清　水回　昭

M．Irie　’S．　Mohri
S．　Matsuo

M．　lrie

入　江　正　浩

同 上

光メモリシンポジウム
’92　　　（平4．7）

14th　IUPAC　Sympo－
sium　on　Photochem－
istry　　（平4：7）

2nd　lnternational　Sy－

mposium　on　Chem－
istry　of　Functional
Dyes　　　（平4．8）

第3回光反応・電子用材
料研究会　　（平4．9）

入江正浩・毛利周平　第41回高分子討論会
川原真哉　　　　　　　 （平4．9）

谷尾宣久・入江正浩

入　江　正　浩・田　中

M．　lrie

素

立園史生・原田俊雄
清水良昭・入江正浩
小原　　　周

M．　lrie

入　江　正　浩

M．　lrie

平　野　博　之・尾

井　上　剛　三

園

同

上

上

1992　Royal　Society

Autumn　Meeting
　　　　　（平4．9）

日本化学会心64秋季年会
　　　　　（平4．10）

Japan　一Korea　Joint
Forum　92一　Organic
Materials　for　Electro－
nics　　　　　　（平4．　10）

次世代産業基盤技術
第3回光電子材料シンポ
ジウム　　1（平4．10）

4th　SPSJ　lnterna－

tional　PolymerCon－
ference　　　（平4．　12）

添　紘　之　　化学工学会，第57年会
　　　　　　　　　　　　（平4，4）

日本機械学会，第69回通
常総会講演会
　　　　　（平4．4）
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二重拡散自然対流におけるロール間の境界に
ついて

温度成層流の数値計算

微粒子沈着現象におよぼす電場効果

エネルギービームによる薄膜構造の制御

ガラス球充填層内の自然対流流速測定

大学間ネットワークを用いた大規模伝熱解析
システムの開発

チョクラルスキー法による氷の結晶成長実験

内部発熱状態のFz法結晶成長の数値計算

封液Cz法対流の可視化実験

Cz法による氷の結晶連続引き上げ実験

結晶製造プロセスの数値計算

結晶成長対流の数値計算

二重拡散自然対流における界面の移動

鎌　倉　勝

莫

善・尾添紘之　 日本伝熱学会，第29回日
　　　　　　　　　　　本伝熱シンポジウム
　　　　　　　　　　　　　　　　（平4．5）

雲・尾　添　紘　之

平野博之・尾添紘之

井上剛良・中野賢二
尾　添　紘　之

張 興・尾　添　紘　之

小竹　進・円山重直
土方邦夫・岩本光生
山田雅彦・吉田英生

同

同

同

同

同

上

上

上

上

上

岩本光生・相川勝英　化学工学会，佐賀大会
尾添紘之　　　　　　　 （平4．6）

今　井 正・尾　添　紘　之

橋本智幸・藤　敬司
岩本光生・尾添紘之

岩本光生・相川勝英
尾　添　紘　之

尾　添　紘　之

尾　添　紘　之

鎌　倉　勝　善・尾

同

’同

上

上

日本機械学会，九州支部，
大分地方講演会
　　　　　（平4．7）

山口地区，化学工学懇話
会，第17回講演会
　　　　　（平4。7）

化学工学会東海支部，第
53回研究談話会，名古屋
　　　　　（平4．8）

添　紘　之　　化学工学会，第25回秋季
　　　　　　　大会　　　（平4．10）

Freezing　experiments　of　water　by　a
Czochralski　method．

M．　lwamoto　’K．　Aikawa
H．　Ozoe

Proc．　of　the　2　nd　JS－

ME－KSME　Thermal
Eng．　Conf．，　Vol．　2

　　　　　（平4．10）

The　effect　of　the　electric　field　on　the

deposition　rate　of　fine　particles　onto
the　heated　wafer．

Control　of　the　thin　film　structure　by

energy　beams．

｝1．Hirano　’H．　Ozoe

T．　lnoue

H．　Ozoe
．K．　Nakano

Proc．　of　the　2　nd　JS－

ME－KSiME　Thermal
Eng．　Copf，．Vol．　3

　　　　　（平4．10）

同 上

システム工学部門

Simulation　of　Low　Pressure　CVD　of
ZrO，　Films

結晶育成時の伝熱

N．　lmaishi

今　石　宣．之

Engineering　Founda－
tion　Conference　on

VAPORPHASE　MAt
NUFACTURE　OF
CERAMICS
　　　　　（平4．1）

化学工学会，第57年会
　　　　　（平4．4）
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水平型熱CVD装置のステップ応答特性
　一原料変換時の濃度変化一

イットリアMOCVDの気相及び表面反応
解析

Marangoni　Convection　in　Small　Liq－
uid　Bridge　ef　Molten　Sodium　Nitrate
under　Normal　Gravity　Conditions

地上および微小重力環境下における液柱内
マランゴニ対流現象

高周波加熱Cz炉による酸化物単結晶育成時
の総合熱解析

Cz法による酸化物単結晶育成時の融三内流
動・熱移動現象

多元系化合物半導体融液の均一分散混合に関
する基礎的硯究

数：値解析による微小重力下InGaSb混晶成
長過程

高周波加熱Fz炉の三熱解析

Marangoni　Convection　in　a　Liquid
Bridge　under　Microgravity　Condi－
tions．

一Parabolic　Flight’Experiment一

MOCVDによるYSZ薄膜の合成

水平コールドウt一ル型CVD装置におけ
る熱拡散効果

溶融塩液柱内の熱流動現象の解析

酸化物単結晶育成用Cz炉の総合熱解析

微小重力下における嬉々界面現象の観察

TR－IA小型ロケット実験によるシリコン
オイル液柱内純マランゴニ対流の実験的検討

シリコンオイル液柱内の純Marangoni対
流の数値解析

佐　藤　隆　幸・佐　藤　恒　之　　化学工学会，第57年会

今石宣之　　　　　　　（平成4．4）

秋山泰伸・佐藤恒之
今　石　宣　之

N．　lmaishi　．　S．　Yasuhiro
T．　Nakamura　．　K．　Mukai

西澤伸一・平田
今　石　宣　之

同 上

18th　ISTS　Kageshima’
　　　　　（平4．5）

彰　　第29回日本三熱シンポジ
　　　ウム　　　（平3．5）

塚田隆夫・宝沢光紀
今　石　宣　之

西澤伸一・平田彰
今石宣之・塚田隆夫
宝沢光紀・岡野泰則
福　田　承　生

平田　彰・大坂敏明
橘　正人・西澤伸一
今石宣之・熊川征司
早川泰弘・岡野泰則

興津和彦・早川泰弘
山口十六夫・熊川征司
平田　　彰・大坂敏明
橘　正人・今石宣之
岡　野　泰　則

同 上

化学工学会，佐賀大会
　　　　　（平4．6）

宇宙利用シンポジウム
’　92　　　（平4．7）

同 上

宇田川　　　悟・塚　田　隆　夫　　化学工学会，室蘭大会

宝沢光紀・今石宣之　　　 （平4．7）

S．　Nishizawa’M．　Noguchi
M．，Sakuri　’A．　Hirata
S．　Yasuhiro　’N．　lmaishi

42nd．　International
Astroriautical　Fede－
ration　（SIZ　4．　10）

秋　山　泰　伸・佐　藤　恒　之　　化学工学会第25回秋季大

今石宣之　　　　　会　　（平4．10）

佐藤隆幸・佐藤恒之
今　石　宣　之

安廣祥一・今石宣之
中村　　崇・向井楠宏

塚田隆夫・宝沢光紀
今　石　宣　之

山　下　善　之・鈴　木
今　石　宣　三

熱

霧隠泰翫：震當麗二

中村富久・鮫島浩人
川崎和憲・増田立美
今　石　宣　之

安廣祥一・西澤伸一
平田　　彰・今石宣之

同

士

同

同

同

同

上

上

上

上

上

上
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Modeling　of　YSZ　Film　Growth　by
LPMOCVD．

Solutal　Marangoni　Convection　dur－
ing　Melting　Process　of　Compound
Semiconductors

Cz法における融州内対流及び温度分布に関
するシミュレーション実験

YSZのMOCVDの反応工学的解析

プレートフィン式熱交換器によ、る混合冷媒熱
交換器の性能向上

水・エタノール混合気の自由対流凝縮（凝縮
液の表面形状と熱伝達）

Turbulent　Film　Condensation　of
Binary　Mixtures　lnside　A　Vertical
Tube

水平フィン付き凝縮管のフィン形状最適化に
関する研究

水平フィン付き凝縮管群の伝熱性能計算法
（蒸気流速の影響を考慮したモデル）

Heat　Transfer　During　Rapid　Quench－
ing　of　a　Thin　Wire　in　Water

A　Comparison　of　Heat　Transfer　Co－
efficients　for　Condensation　of　CFC－11
and　HCFC－123　on　an　ln－Line　Bundle
of　Horizontal　Finned　Tubes

Y．　Akiyama’N．　lmaishi

N．　lmaishi

3rd　Ann．　Meeting
Korean　Society　of　ln－

dustrial　Engineering
Chemistry
　　　　　（平4．10）

In　SPACE’92（宇宙利
用国際シンポジウム）
　　　　　（平4．10）

柿本克之・塚田隆夫　 東北大学反応化学研究所
今　石　宣　之　　　　　　　　　　研究発表会（平4．11）

秋山泰伸・佐藤恒之
今石宣之

同 上

小　山　　　繁・藤　井　　　哲　　第29回日本伝熱シンポジ

屋良朝康・戸田一美　 ウム　　　（平4．5）

小　山

藤井
繁・長
哲

伸　朗

Sh．　Koyama．C．　O．　Dilao
T．恥jii

本　田　博　司・朱

本　田　博　司・金
福　田　健彦

恵　人

圭　煕

H．Honda　’H．　Takamatsu
H．　Yamashiro．S．　Kobayashi

H．Honda　．　H，　Takamatsu
K．Kim　’H．　Urakami
N．　Takada

同 上

The　2　nd　JSME－KSME
Thermal　Engineering
Conference
　　　　　（平4．10）

第29回日本伝熱シンポジ
ウム　　　（平4．5）

同 上

2nd　JSME　／　KSME
Thermal　Engineering
Conference
　　　　　（平4．10）

同 上

Optimization　of　Fin　Geometry　of　a
Horizontal　Low－Finned　Condenser
Tube

遷音速円形三二の圧力分布と流れ状態

円形噴流初期領域における微粒子の流動

画像処理法によるポンプ水車羽根車内流れの
計測

Air　Bubble　Elimination　Methods　for
Vertical　Visualization　Apparatus　of
Internal　Flow　in　Turbine　Rotor

流れの可視化

Blade　Loading　and　Shock　Wave　in　a
Transonic　Circular　Cascade　Diffuser

H．　Zhu

速　水 洋

．H．　Honda Joint　Conf．　3　rd　ISHT

and　5　th　ISTP
　　　　　（平4．10）

第5回翼列研究会
　　　　　（平4．3）

高曽　徹・山本博美　日本機械学会第69期通常
井上敬仁・速水　洋　総会講演会（平4．4）

速　水
高　曽

F．　Li

H．　Hayami
F．　Li

速　水

干・陳
徹・王

洋・

徳　新
潤　東

’X．　Wang
’　M．　Yamaguchi
．B．　Chen

H．　Hayami　’T．　Nakamura
M．Sawae　’N．　Kawaguchi

同 上

第2回日中可視化情報シ
ンポジウム（平4．5）

㈲生産科学硯究奨励会
1992講演会
　　　　　（平4．5）

1992国際ガスタービン・
航空エンジン会議
　　　　　（平4．6）
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画像処理による噴流の三次元再構成とその立
体視

VTRと画像処理による羽根車内流れの計測

PIVとその適用例

画像処理法による円形乱流噴流の三次元的構
造の可視化

羽根車内流れ計測への画像処理法の適用

ピエゾ撹はん子による反応セル内の混合過程
の可視化

ピエゾ素子を応用した撹はん子の開発…その
原理と撹はん特性

自動分析装置TBA－80FRへのピエゾ撹は
ん子の応用

遷音速遠心圧縮機の性能に及ぼすインデュー
・サそり角の影響

半導体レーザ2焦点流速計の開発

三次元壁面噴流中の三三と二次流れ

円形乱流噴流中の微粒子流動のLDA計測

鉛直平行平板群の自然対流

水平下向き冷却面から水への自由対流
（超音波による直進流の影響）

固体の熱伝導率と熱拡散率の非接触・同時測
定

An　Experimental　Study　of　Natural
Convection　Heat　Transfer　from　Ver－
tical　Parallel　Boards

高曽　　徹・福井英之　 第20回可視化情報シンポ

内野晶彦・速水洋ジウム（平4．7）
速水　洋・山口道照
陳　　徳新・高高　　徹

速　水

雲　曽
速　水

速　水
篶　曽

洋

創立20周年記念第29回タ
ーボ機械協会富山講演会
　　　　　（平4．7）

1992SALシンポジウム
　　　　　（平4．8）

徹・福　井　英　之　　日本機械学会流体工学部

三門講演会（平4．8）
洋・富
麗・王

徳　新
書　東

速　水　　　洋・森　　　　　功

乙川玖治・大屋英朗
井上守人・坂口SS一一郎
青　木　　　登

黒川玖治・大屋英朗
井上守人・坂口総一郎
青木　登・速水　洋

大屋英朗・井上守人
六二玖治・坂口総一郎
青　木　　　登・速　水　　　洋

同 上

日本臨床検査自動化学会
第24回大会（平4．9）

二

十

上

上

速　水　　　洋・梅　本　　　歩　　日本機械学会松山地方講

伊東克敏・河口宣勝　演会　 （平4．11）

速　水　　　洋・木　二
世　井　満　野

心　曽　　　徹・植　木

内野晶彦・速水
高　曽 徹

茂

謙
洋

同

同

上

上

粒体工学会西日本談話会
　　　　　（平4．12）

儀間　悟・藤井　夫　第29回日本伝熱シンポジ
富　村　寿　夫・張　　　　　興　　ウム　　　（平4．5）

藤井　夫・富村寿夫
張　　　　　興・海　野　浩　士

藤井　夫・富村寿夫
弓長　　　　　　　　興・木卜　　　　寿　　泉

藤　井　　　哲

M．　Fujii

S．　Gima
’T．　Tomimura
’X．　Zhang

九州支部夏季講演会
大分地方講演会
　　　　　（平4．7）

第13回日本熱物性シンポ
ジウム　　’（平4．9）

Joint　Conference　of
the　3　rd　lnternational

Symposium　on　Heat
Transfer（平4。10）

A　Non－Contact　Measurement　of　Ther－
mal　Conductivity　and　Diffusivity　of
Solids

M．Fujii　’T．　Tomimura
X．Zhang　．　S．　Park

The　3　rd　Asian　Ther－

mophysical　Properti一’
es　Conference
　　　　　（平4．10）

Effect　of　Acoustic　Streaming　on　Nat－
ural　Convection　Heat　Transfer　from
a　Downward　Facing　Horizontal　Cold
Plate

M．Fujii　’T．　Tomimura
X．Zhang　．　H．　Umino
Y．　lzumi

The　2　nd　JSME－KSME
Therrn　al　Engineering
Conference
　　　　　（平4．10）
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機能物性学部門

ハロアレン誘導体に対する光S，．1環化反　　　藤　岡　栄　治・布　井　敬　二

君　　　　　　　　　　　笛吹修治・深澤義正
日本化学会第63春季年会

［3．3］オルトシクロファンビスクラウンエー　　王　　振賀・峰　　高清　　　同
テルの合成とイオン捕捉能　　　　　　　　笛吹修治・深澤義正

［8］（9，10）アントラセノファンー2，7一　太田　誠・田村征司　　同
ジオンの合成　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　島　俊　哉・深　澤　義　正

分子設計に基づくジアニオン法を用いた環化　　　高　橋　孝　志・山　田　晴　夫　　　　同
反応の検討およびムスコンの合成　　　　　　　　灰　野　岳　晴・深　澤　義　正

デオキシカリックス［4］アレン誘導体の合成　　　佐々木　　　滋・出　山　和　仁　　　　同
と構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笛　吹　修　治・深　澤　義　正

2，11一ジオキシー1，12一　o　一ベンゼノ［3．　　林　　丁丁・高鍬　　亮　　　同
3］オルトシクロファン類の構造　　　　岡島俊哉・深澤義正

Synthesis　and　Conformation　of　［3．3］一

〇rthocyclophanes　Having　Crown　Ether
Units　on　Their　Two　Benzene　Rings

深澤義正・峰　　高清
王　　三賀・笛吹修治

（平4．3）

上

上

上

上

上

75th　Canadian　Chemi－
cal　Conference　and
Exhibition

　　（平4．5）
Synthesis　and　Structure　of　Monodeoxy一　深　澤　義　正・笛　吹　修　治
calix［4］arene　and　Its　Methyl　Ethers　　　出　山　和仁・佐々木　　　滋

Conformational　Control　of　Macrocyclic
［m．m］Orthocyclophane　Bis　Crown
Ethers　by　Metal　Complexation

深澤義正・王　　振回
峰’高清・出由和仁
吉村耕作・笛吹修治

非ベンゼン系芳香族化合物を含む［2．2］一三　　　岡　島　俊　哉・稲　井
ルトシクロファン類の付加環化反応　　　　　　　深　澤　義　正

7th　lnternational　Sym－

posium　on　Novel
Aromatic　Compounds
　　　（平4．7）

7th　lnternational　Sym－
posium　on　Molecu－
lar　Recognition　and
Inclusion（平4．7）

章日本化学会九州支部・同
　中国四国支部合同大会
　　　　（平4。10）

［4．4］オルトシクロファンビスクラウンエー　児玉邦彦・岡島俊哉　　同
テルの合成　　　　　　　　　　　　　　　　　　深　澤　義　正

金属カチオンによる［3．3］オルトシクロファ　王　振賀・峰　高清
ンビスクラウンエーテル体の構造制御　　　　　　笛　吹　修　治・深　澤　義　正

モノデオキシカリックス［5］アレンの合成

上

第11回基礎有機化学連合
討論会　　（平4．11）

木曾浩之・木下リカ　　同
出山和仁・笛吹修治
深澤義正　　　

モノデオキシカリックス［4］アレンエーテル　　　佐々木　　　滋・岡　島　俊　哉　　　　同

誘導体の構造　　　　　　　　笛吹修治・深澤義正
金属カチオンによる［3．3］オルトシクロファ　笛吹修治・王　振賀
ンビスクラウンエーテル体の構造制御　　　　　　峰　　　高　清・深　澤　義　正　　会

モノデオキシカリクサレンの合成における
p一置換基の影響

上

上

第7回シクロファン談話

木曾浩之・木下リカ　　同
出山和仁・笛吹修治
深澤義正

分子力場計算一Ring　Current法を用いた　笛吹修治・揚　艶艶　　同
［4．4］Metacyclophane類の配座解析　　　　　大　西　健　夫・深　澤　義　正

［4．4］パラシクロファンジオン類の立体配座
解析

1吉村耕・作・安原三珠　　同
北山博昭・笛吹修治
深澤義正

（平4．12）

上

上

上
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［4．4］オルトシクロファンビスクラウンエー
テルの合成と構造

モノデオキシカリックス［4］アレントリエチ
ルエーテル体の構造

CsC24（C2H4）xの構造と電気伝導率

高温DSCによるGd．03添加U　02の1500
Kまでの熱容量測定

CsC24（C，H4）、におけるエチレン層間での
オリゴメリゼーション

Y203活性液体金属による腐食

Stability　and　Structure　of　the　System
C，H，一CsC，，

セシウムー黒鉛層間化合物の電流磁気効果

周期的非定常流下の諸現象とそれらと乱流現
象の関連

角柱を挿入した平行平板間非対称流れの伝熱
特性

リブ付き平行平板間流れの非定常流動および
熱伝達特性

軸対称を仮定した回転二円板間の流動と伝熱

液体金属の管内噴流熱伝達

リブ付きダクト内流れの流動・伝熱特性に関
する研究

LEBU板に付設した渦発生体による乱流境
界層熱伝達の促進

中間レイノルズ四域におけるフィン列の流動
・伝熱特性に関する研究（流れ，温度場の統
計的性質）

鉛直円管内流下液膜へのガス吸収に関する数
値解析

電子機器冷却用プレートフィンの熱伝達に関
する研究

児玉邦彦・岡島俊哉　第7回シクロファン談話
深澤義正　　　　　会　　（平4．12）
佐々木　　　滋・岡　島　俊　哉

王　三賀・笛吹修治
深　澤　義　正

同 上

阿久沢　　昇・山本和正　 日本化学会第63春季年会

高橋洋一　　　　　　　 （平4．3）

麻生雅美・高橋洋一　日本原子力学会1992年春
米　岡　俊　明・寺　井　隆　幸　　の年会　　　（平4．3）

高　橋　洋　一・阿久沢　　　昇
叙　井　隆　幸・半　澤　有希子

竹下安弘・田中幸治

学振第117委員会第219回
会議　　　　（平4．4）

米　岡　俊　明・高　橋　洋　一　　日本原子力学会1992年秋

寺井隆幸　　　　　の大会　（平4．10）

H．Pilliere　’Y．　Takahashi
T．　Yoneoka　’T．　Otosaka
N．　Akuzawa

阿久澤　　　昇・近　藤　　　聡

鏑木　裕・菱山幸宥
高　橋　洋一

鈴　木　健二郎

瀧下俊行・福谷和久
鈴木　洋・鈴木健二郎

鶴木野葬：轡T艦1

加　藤　也寸彦・鈴　木　健二郎

矢　尾　匡　永・中　三
竿　木　健二郎

三

門19回炭素材料学会年会
　　　　　（平4．12）

同 上

日本機械学会大会
　　　　　（平4．9）

同

感

上

上

第5回計算力学講演会
　　　　　（平4．11）

同 上

前洋介・B．Treider第29回日本下熱シンポジ
鈴木　洋・鈴木健二郎　ウム　 （平4．5）

鈴木一之・林　秀之
鈴木　洋・稲岡恭二
萩原良道・鈴木健二郎

喜野南・二神俊蔵
萩原．良道・鈴木健二郎

柴田　豊・萩原良道
鈴　木　健二郎

松原幸治・鈴木健二郎

同

門

同

同

上

上

上

上
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学会・協会誌に掲載された論文題目（平成4年1月～12月）

物質合成部門

Regiocontrol　of　Nitrile　Oxide　Cyclo－
additions　to　Allyl　Alcohels．　Synthe－
sis　of　4－Substituted　and　4，　4－Disubsti－

tuted　5－Hydroxymethy　1－2－isoxazo－
lines

S．　Kanemasa’　M．　Nishiuchi
E．　Wada

Tetrahedron　Lett．
Vol．33，　NalO
　　　　　　　　（平4．2）

Lewis　Acid　Catalyzed　Nitrone　Cyclo－
additions　to　Bidentate　and　Tridentate
a，　B一一Unsaturated　Ketones．　High　Raie

Acceleration，　Absolutely　endo－Selective
aRd　Regioselective　Reactions

New　Chiral　Auxiliaries　Based　on　Con－
formatipn　Control，　a　C，　Symmetric
2　，2－Dimethylimidazolidine　and　4－Chi－

ral　2，2－Dialkyloxazolidines．　Synthesis
and　Conformational　Analysis　of　Acry－

lamide　Derivatives　’

S．　Kanemasa’　T．　Uemura
E．　Wada

S．　Kan’?ｍａｓａ’K．　Onimura

Tetrahedron　Lett．
Vol．33，　Na　51

　　　　　　　　（平4．12）

Tetrahedron
Vol．48，　Na　40

　　　　　　　　（平4．9）

Highly　lk一　Selective　Asymmetric　Ni－
trile　Oxide　Cyqloadditions　to　a　C2
Symmetric　1，3－Diacryloyl－2，2－dime－
thylimidazolidine　and　4一　Chiral　3－
Acryloyl一　2，　2－dialkyloxazolidines

A　New　Annulation　Reagent，2－Oxo－3－
alkenylphosphonates．　Reactions　with
’Carbonyl　’Stabilized　Carbanions　or
Silyl　Enol　Ethers　Leading　to　Cyclo－
hexenones

S．　Kanemasa’　K．　Onimura

E．Wada　’．J．　Funakoshi

S．　Kanemasa　一

同 上

Bull．　Chem．　Soc．　Jpn．

Vol．65，　No．9

　　　　　　　　（平．4．9）

Unusual　Diastereofacial　Selectivity
in　the　Michael　Addition　Reactions
of　Lithiated　2－Aminoacetates　and
－acetamides　’狽早@a，B－Unsaturated　Car－

bonyl　Compounds

Medium　一　Sized　Cyclophanes．　Prepara－
tion　and　Valence　Tautomerism　of
8，16－Disubstituted　［2．　2］　Metacyclophane－

1，　，9　dienes

Medium－Sized　Cyclophanes．　Brortii－
nation　of　8－Methoxy　［2．　2］　metacyclo－

phanes

Medium－Sized　Cyclophanes．15．　Bro－
mination　and　Lewis　Acid　Catalyzed
Isomerizat・ion　of　8，16－Diethyl［2．　2］一

・metacyclophane

Synthesis　of　Hydrophenaleno　［1，9－bc］一

thiophenes　and　［2］　Metacyclo［2］（2，4）一一

thiophenophane

S．　Kanemasa’　M．　Nomura
Y．　Taguchi

T．Yamato　．　A．　Miyazawa
M．　Tashiro

T；Yamato　．　S．　Ide
K．　Tokuhisa　 　M．　Tashiro

T．Yamato　’J．　Matsumoto
’K．　Tokuhisa　’　M．　Shigekuni

K．Suehiro　’M，Tashiro

M．　Takeshita’　M．　Tashiro

Chem．　Letti
Na　9　　　（平4．9）

J．　Org．　Chem．

Vol．57，　No．1

　　　　　　　　（平4．1）

同

同．

上

．上

J．　Org．Chem．
Vol．57，　Na　2

　　　　　　　　（平4．1）
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The　Effect　of　Fused　Heterocycles　on
the　Liquid　Crystalline　Properties　of
Di（　alkoxy－substituted－phenyl’）　一一　pyri一

’dazines　and　Di　（alkoxy－substituted－
phenyl）　pyridines・

Nuclephilic　Substitution　Reaction
of　4　一Bromobenzo　［1，2　一。　；　3i4　一。’］　big一

［1，2，5］thiadiaxole　and　Reduction　of

Hydroxy　and　Methoxy　Derivative　to
the　Corresponding　1，2，3，4　一Benzenete－

traamine

S．　Mataka
W．　H．　Lin，

K．　Takahashi

S．　Mataka
K．　Takahashi
M．　Tashiro

’　O．　Misumi

’M．　Tashiro
．　A．　Tori・一i

．　Y．　lkezaki

・　A．　Tori－i

J．Heterocyclic．　Chem．
Vol．29．　No．1
　　　　　’
　　　　　　　　（平4． 1）

Heterecycles
Vol，33，　Na　2

　　　　　　　　（平4．．2）

Conformational　PropertieS　of　［n．2．2］一

and　［n．3．3］　Metacyclophanes

AIC13－Catalyzed　Reaction　of　Benzene
wiもh耳omophthahc　Anhydride

AIC　I，一Catalyzed　Competitive　Reac－
tion　of　Be囮enes　and　Monosubstitut－
ed　Benzenes　with　Phthalic　Anhy－
dride　：　lntra一　and　lntermolecular
Selectivities

A．　Tsuge’

S．　Mataka
’　T，　Sawada

．　M．　Tashiro

A．Tsuge　’1．Hashimoto
T．　Matsuda　’　Y．　Nagano

A．　Tsuge
T．　Matsuda
M．　Tashiro

・1．耳ashimoも。
’　Y．　Nagano

Chem．　Lett・．

No．　3　．　（平4．3）

九大総理工報告
13巻4号　（平4．3）

同 上

O－Benzoylation　of　1一　and　2－Naphthols

with　Benzoyl　Chloride　under　Phase
Transfer　Catalyst

超音波照射下における電解反応

Diazo　Coupling　of　［2．2］　Metacyclophanes

A．　Tsuge
T，　Matsuda
M．　Tashiro

’　1．　Hashimoto

．　Y．　Nagano

都築廣久・後藤秀之
田　代　昌　士

A．Tsuge　’T．　Moriguchi
S．Mataka　，’M．　Tashiro

同 上

超音波TEC且NO
No．　4　　　（平4．4）

Chem．　Lett．’

Nα4　　　（平4．4）

Decomosition　of　［2i　2．2］　Cyclophane－

1，2－dione　Mono一　and　Bis（tosylhydra－
zone）s

Reaction　and　Spectra　of　［n．2．1］（1，2，3）一

Cyclophanes

T．　Hatta，
s．

O．　Tsuge

．　S．　Mataka

Tanimote　1’　M　Tashiro

A．　Tsuge
S．　Mataka

．H．　Nago
’　M．　Tashiro

Bull．　Chem．　Soc．Jpn．
Vol．65，　Na　5

　　　　　　　（平成4．5．）

J．　Chem．　Soc．　Perkin．

Trans．1　Na　9
（平4．5）

Nitration　and　Bromination　of　8．16一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Dimethoxy　［2．2］　metacyclophane・

A．　Tsuge
S．　Mataka

．　T．　Moriguchi

’M．　Tashiro
Chem．　Express
Vol．　7．　Na　6
　　　　　’
　　　　　　　　（平4．6）

Preparation　and　Conformational　Pro－
pertigs　of　Tetrahydroxy　［3．　1．3．　1］一met－

acyclophanes

The　Preparation　and　Novel　［3．3］　Sig－

matropic　Rearrangement　of　Cyclo－
phanes　，having　a　Spiro　Skeleton

Preparation　and　Structural　Proper－
ties　of　Hydroxy一　and　Alkoxy　［2．　2．　1］一

metacyclophane

Synthesis　and　Structure　of［2　4）（2，3，4，5）一

Thiophenophane　（Superthiophenophane）

T．Yamato　．　Y．　Saruwatari
S．　Nagayama’　K．　Maeda
M．　Tashiro

T．　Yamato
K．　Tokuhj
M．　Tashiro

lsa

A．　Tsuge
S　．’　Mataka

．　」，　Matsumoto

’　K．　Suehiro

H．　Sakashita，’　M．　Tash

’　T．　Sawada
’，　N．　Nishiyama

　　　　　　　iro

M．　Takeshita．M．　Koike
H．Tsuzuki　’M．　Tashiro

J．’Chem．　Soc．，　Chem．’

Commun．　Nal　l
　　　　　　　　（平4．6）

」．　Chem．　Soc，，　Chem．

Commun．　No．12
　　　　　　　　（平4．6）

J．　Chem，　Soc．　Perkin

Trans．1　No．12
・（平4。6）

J．　Org　Chem．
Vol．57，　Na17
　　　　　　　　（平4． 8）

Treatment　of　Dimethoxyparacyclo－
phanes　with　Ammonium　Cerium　（IV）
Nitrate’

M．　Takeshita．　H．

M．　Tashiro
Tsuzuki Bu｝1．　Chem．　Soc．　JPn．

Vol．65，　Na　8

　　　　　　　　（平4．8）
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Preparation　of　i，2，3　一Naphthalenetri－
amine，　1，2，5，6　一　and　1，2，7，8　一Naphthale

netetramine，　and　5，6，7，8　一Quinolinete－

tramine　and　一lsoquinolinetertramine
by　Reduction　of　the　Fused　1，2，5－Thia－

diazole　Ring

Mediu’m－Sized　Cyclophanes．19．　Prepa－

ration　and　Conformational　Studies
of　［m．　n　］Metacyclophanes

Medium－Sized　Cyclophanes．21．　Prepa－
ration　and　Reduction　of　syn一　and　anti一
［3，2］Metacyclophanequinone　and　anti一
［4．2］Metacyclophanequinone

A　Novel　Ring　Transformation　of　3　a，
5，6a＿Triaryレ3，3a＿dihydro－2H－furo
［3，2　一b　］　pyrrole　一　2，　6（6aH）一diones　into

3　一Aroyl　一　2，　5　一diarylpyrrole・Deriva－
tives

Dynamic　Behaiviour　of　［2］Metacyc1o一
［2］（3，　4）　thiophenophane

Medium一　Sized　Cyclophanes．16．　Bro－
mination　of　8，16－Dihydroxy［2．　2］一
metacyclophanes

Synthesis　and　Conformational　Stud－
ies　of　syp一　qnd　anti－Dihydroxy　［n．2］一

metacyclophanes

Substituent　Effects　on　the　Spectra　of
Fluorescent　Arylsubstituted　N－Methyl一，
pyrrolo　［3，4－c］pyridines

Medium－sized　Cyclophanes．　Part．23．
Iodine－induced　Cycloisomerization
Reaction　of　8－Methyl　［2．2］　metacyclo－
phane　to　3a　一Methyl　一1，　2，　3　，3a，　4，　5－

hexahydropyrenes

R．eact．i　on　gf一一3　a．，5，6－q－Trtp－henyl一　．3　，，　3－aT

dihydro－2H－furo　［3，　2一　b］　pyrrole　’一　2，　6

（6aH　）一　dione　with　Hydrazine，　Phe－

nylhydrazine，　and　BenzoYlhydrazine

Mediu　m　一　Sized　Cyclophanes．　24．　Bro－
mination　of　8　一Substituted　［2．　2］　Me’ta－

cyclophanes

フェノールの塩素化における反応条件と生成
物分布

A　One　一　pot　SYnthesis　of　2，　2一　Difluo－

rovinyl　Carbonyl　Compeunds　from　2，
2，　2一　Trifluoroethyl　p　一一　Toluenesul－

fonate　via　2，　2一　Difluorovinylb　oranes

Syntheses　and　LipQphilicities　of　Tetra－

arylborate　lons　Substituted　with　Many

Trifluoromethyl　Groups

S．　Mataka
K．　Takahashi
M．　Tashiro

T．　Yamato
S．　lde

K．　Suehiro

T．　Yamato
M．　Kajihara
M．　Tashiro

S．　Mataka
K．　Uehara

’　Y．　lkezaki
’　A．　Tori・一・i・

．　J．　Matsumoto

’　K．　Tokuhisa

’M．　Tashiro

．　」．　Matsumoto

．　K．　Tokuhisa

’　H．　Suzuki

’M．　Tashiro

M．　Takeshita’　A．’ ssuge
M．　Tashiro

T．　Yamato
K．　Tokuhisa
M．　Tashiro

’　」．　Matsumoto

’　K．　Suehiro

T．Yamato　’J．Matsumoto
K．　Tokuhisa　．　M．　Kajihara

K．Suehiro　’M．　Tashiro

S．・Mataka　’M．　Tashiro
O．Misurni　・W．　H．　Lin
K．　Takahashi　．　A．　Tori－i　’

T．　Yamato
S．　lde

K．　Suehiro

S，　Mataka
K．　Uehara

T．　Yamato
K．　Tokuhisa
M．　Tashiro

鳥

江
田

井　昭
口　久
代　昌

’　」．　Matsumoto

．　K．　Tokuhisa
．　M．　Tashiro

’　H．　Suzuki

’　M．　Tashiro

’　J．　Matsumoto
’　M．．　Shigekuni

美・杉　野
雄・又　俗
士

J．　lchikawa
T．　Sonod’a

紀　三
駿太郎

’　S．　Ham’ada

’　H．　Kobayashi

K．Fujiki　’M．　Kashiwagi
H．　Miyamoto．　A．　Sonoda
J．　lchikawa　．　｝1．　Kobayashi

T．　Sonoda
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Bull．　Chem．　Soc．　Jpn．

Vol．65．　No．8
　　　　　’
　　　　　　　　（平4．8）

」．　Org．　Chem．

Vol．57．　No．19
　　　　　’
　　　　　　　　（平4．9）

同 上

Bull．　Chem．　Soc．　Jpp．
Vol．　65．　Nal　O
　　　　　’
　　　　　　　　（平4．10）．

J．　Phys．　Org．　Chem．

Vol．5　　（平4．1G）

J．　Qrg．　Chem．
Vol．57，　No．23

　　　　　　　　（平4．．11）

Chem．Ber．
Vol．125．　Ne．11
　　　　　　’
　　　　　　　　（平4．11）

・Dyes　and　Pigm．・．

Vol．20．　No．2
　　　　　’
　　　　　　　　（平4．12）

J．　Chem．　Research　（S）
No」12，　　　　　　（平4．　12）

九大総理工報告
14巻’5号．（平4．12）

J．　Org．　Chem
Voi．57．　No．25
　　　　　’
　　　　　　　　（平4．12）

九大機能報告6巻2号
　　　　　　　　（平4．1．2）．

Tetrahedron　Lett
Vol．33．　No．3
　　　　　’
　　　　　　　　（平4．2）

J．　Fluorine　Chem．
Vol．　57，　Na　1－3
　　　　　　　（平成4．7）



On　A　New　Mechanism　of　S　一一　O　Scis：

sion　in　the　Solvelysis　ef　Aryl　TrMates

High－Pressure　Cycloaddition　of　Tro－
pone　to　2，3－Dihydrofuran

Synthesis　of　Dithio－Crown　Ether　Deriv－

atives　from　5－Hydroxytropolohe．　Re－
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Preparation　of　Mesophase　Pitch－Based
Thin　Carbon　Tape
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’　M．　lrie

・　H．　Ozoe

Chem．　Lett．　No．11
　　　　　　　　（平4．11）

JoUrnal　of　Heat　TranT
sfer，　Vo1．　114

　　　　　　　　（平4．2）

Transient　responses　of　natural　con－
vection　heat　transfer　with　liquid　gal－
lium　under　an　external　magnetic　field
in　either　the　x，　y，　or　z　direction．

Three－dimensional　Czochralski　floW
of　liquid　metal　in　a　lateral　magnetic
field．

Double－diffusive　na・tural　convection
in　a　・two一一layer　system　of　large　con－

centration－difference．

Numerical　simulation　of　oscillatory
natural　convection　of　zero　Prandtl
number　liquid．

Flow’characteristics　of　a　power　low
f1uid，with　temperature　dependent
viscosi・ty　in　a　cirbulat　tube　wi’th　con－

traction．

結晶プロセスの数値計算

K．　Okada

，K．　Toh

・且．Ozoe

．　H．　Ozoe

K．Kamakura　’H．　Ozoe

K．　Okada ．H．　Ozoe

Y．Nakano　’H．　Ozoe
T．　Kajiwara　’K．　Funatsu

尾　添　紘　之

Industrial　＆　Engi－
neering　Chemistry
Research，　Vol．　31，

No．3　　（平4．3）

Int．　Conf．　on　Trans－

port　Phenomena　in
Processing，　Hawaii
　　　　　　　　（平4．3．）

同

同

同

上

上

上

ケミカルエンジニア． 潟

グ，第3巻第3号，化学
工業社　　（平4．3）

The　effect　of　the　externa｝，　magnetic
field　on　the　natural　and　mixed　con－
vection　of　liquid　metal．

H．　Ozoe The　1992・Seminar　on
Liquid－Metal　Mag－
netohydro　一　dynam一’
ics，　Tokyo・

　　　　　　　　（平4．5）
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九州大学機能物質科学研究所報告　第7巻　第i号（1993）

単結晶製造熱プロセスの改善 尾　添　紘　之 学術月報，第45巻第8号，
日本学術振興会
　　　　　　　（平4．8）

Magnetic　suppressions　of　natural
convection　of　liquid　metal．

K．　Okada ’　H．　Ozoe Heat　and　Mass　Trans－
fer　in　Materials　Pro－

cessing，　Hemisphere
Publishing　Corp．
　　　　　　　（平4．9）

Experimental　heat　trasfer　rates　and，
velocity　o£　natural　convection　of　wa－

ter　in　a　rectangular　enclosure　packed
with　glass　balls．

Three－dimensional　numerrical　com－
putation　for　the　transient　formation
process　of　the　stratified　air　flow　in　a

duct．

X．　Zhang

Y．　Mo

．　H．　ozoe

’　H．　Ozoe

Transport　Phenomrna
Science　and　Tech－
nology　1992，　Higher

Education　Press，
Beijing　（平4．10）

同 上

Fteezing　experiments　of　water　by　a
Czochralski　method．

M．　lwamoto　’K．　Aikawa
H．　Ozoe

Proc．　of　the　2nd　JSME－

KSME　Thermal　Eng．
Conf．，　Vol．2

　　　　　　　（平4。10）

The　effect　of’the　electric　field，on　the

deposition　rate　of　fine　particles　onto
the　heated　wafer．

H．　Hirano ’　H．　Ozoe Proc．　of　the　2nd　JSME－

KSME　Thermal　Eng．
Conf．，　Vol．3

　　　　　　　（平4．10）

Control　of　the　thin　film　structure　by

energy　beams．

超微粒子

T．　inoue

H．　Ozoe

井　上　剛　良

・　K．　N　akano 同 上

日本機械学会誌，Vol．
95，　No．　887

　　　　　　（平成4．IO）

システム工学部門

Effect　of　a　Funnel－Shaped　Radiation
Shield　on　the　Characteristics　o£　Sili－

con　CZ　Furnce．

K．Honda　’N．　Imaishi
T．，　Tsukada　’M．　Hozawa

J．　Chem．　Eng．　Japn，
v，ol．25，　No．1，

　　　　　　　（平4．2）

結晶育成と熱物性　…シミュレーションの視
点から…

今　石　宣　之 日本結晶成長学会誌
vol．19，　No．3

　　　　　　　（平4．3）

MOCVDによるZrO2薄膜形成時の表面反応
速度　…ミクロトレン．チによる検討…

Marangoni　Convection　in　Small　Liq一
，uid　Bridge　of　Molten　Sodium　Nitrate
under　Normal　Gravity　Conditions．．

W／0エマルションの電気的連続解乳化

ZrO2膜の：LPMOCVDにおける気相反応速
度　…成膜速度分布の比較…

A　Theroetical　Study　of・the　Tempera－

ture　Field　in　a　Pancake　CVD　Reac－
tor．

秋山泰伸・今石宣之

S．　Ya＄uhiro 　N．　lmaishi
T．　Nakam．ura　．　K．　Mukai

井野　L・．宝沢．光紀
藤縄．勝彦・今石宣之
秋　山　泰　伸・中　野　克．行
佐　藤　恒　之・今　石．宣　之

’／　T．Tsukada　’M．　Hozawa
N．　lmaishi　’

化学工学論文集
第18巻2号（平4．3）

Proc．　18th’ hnt，　Symp．

Science　＆　Tech．　in
Space，　．（平4．6）．

化学工学論文集
第18巻．．6号（平4．11）

同 上

」．　Chem　Eng．　Japan，

VQI．25，　No．6，

　　　　　　　（平4．12）
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亜臨界域における飽和純蒸気の層流自由対流
凝縮

Consideration　on　the　Performance　of
a　Vaper　Compression　Heat　Pump
Cycle　using　NARMs

相変化研究分野における研究の現状と展望

混合冷媒を用いた高性能蒸気圧縮式ヒートポ
ンプの開発

純蒸気の強制対流凝縮における凝縮液の粘度
の代表値

純蒸気の強制対流凝縮における液膜の代表物
性値

二成分混合蒸気の凝縮における気相境界層の
代表物性値（1．層流強制対流凝縮の場合）

二成分混合蒸気の凝縮における気相境界層の
代表物性値（∬．層流自由対流凝縮の場合）

純蒸気の強制対流凝縮熱伝達の式における物
性値：の評価温度について

非共沸混合冷媒ヒートポンプサイクルの性能
予測

空気一水蒸気混合気の鉛直面上の自由対流凝
縮（理論と実験との比較）

単一成分冷媒の水平平滑管内沸騰・蒸発熱伝
達の整理

混合冷媒HCFC　22／CFC　114の水平平滑
管内沸騰・蒸発熱伝達の整理

The　Standard　Method　for　Measuring
Corrosien　Resistance　and　Fouling
Resistance　of　Condenser　Tube

Overlooked　Factors　and　Unsolved
Problems　in　Experimental　Reseach
on　Condensation　Heat　Transfer

藤井　　哲・新里寛英　 日本機械学会論文集（B）

李糖質・渡部正治58巻545号（平4。1）
A．Miyara　．　Sh．　Koyama
T．　Fujii

International　Journal．
of　Refrigeration，　Vol．

14，No．1　（平4．1）

藤井　哲・小山　繁機能物質科学研究所報告
新里寛英・屋良朝康　第5巻2号（平4．3）

離　三豊寛三
三　良　朝　康

藤　井　　　哲・李
新　里　寛　英

藤　井　　　哲・李
新　里　寛　英

鍾　三

三　鵬

藤井　　哲・李　　鍾鵬
新里寛英・渡部正治
藤井　　哲・李　　鍾鵬
新里寛英・渡部正治
藤　井 哲

宮良明男・小山

機能物質科学研究駈報告

第5巻2号（平4．3）

同

同

心

同

上

上

上

上

日本機械学会論文集（B）
58巻547号　（平4．3）

繁　　佐賀大学理工学部当為
　　　第20巻第2号
　　　　　　　　（平4」3）

藤井　　哲・新里寛英　 日本機械学会論文集（B）

李　三三　　　　　58巻549号（平4．5）
高　松
藤　井

高　松
藤　井

洋・桃　木
哲

洋・桃　木
下

A．Kawabe　．　M．　Araki
K．Yamakawa　．　T．　Fujii

T．　Fujii

悟　　日本機械学会論文集（B）

　　　58巻550号　（平4．6）

悟 同 上

The　commitee　on　Ma－
rine　Biofouling　Con－
trol，　Electro一一chemi－

cal　Society　of　Japan
　　　　　（平4．9）

Experimental　Thermal
and　Fluid　Science，
Vol．　5，　No．5

　　　　　（平4．9）

Free－Convection　Condensation　of　an
Air－Steam　Mixture　on　a　Vertacal
Surface

－Comparison　Between　Theory　and
Experiment’

T．　Fujii
J．　B．　Lee

’　K．　Shinzato Heat　Transfer，　3rd
UK　National　Con－
ference　incorporat－
ing　lst　European　Con－

ference　on　Thermal
Soiences　Vol．1
　　　　　（平4．9）

Turbulent　Film　Condensation　of
Binary　Mixtures　lnside　A　Vertical
Tube

Sh．　Koyama　’C．　O．　Dilao
T．　Fujii

Proceedings　of　the

2nd　JSME－KSME
Thermal　Engineer－
ing　Conference　Vol．
2　　　　（平4．10）

一　144　一



九州大学機能物質科学研究所報告　第7巻　第i号（1993）

自由対流層流膜状凝縮における液膜の物性値
の評価温度

Experimental　Study　of　Condensation
Heat　Transfer　from　a　Downward－
Facing　lnclined　Surface

Effects　of　Working　Fluid，　Tubeside
Enhancement　and　Bundle　Depth　on
the　Optimized　Fin　Geometry　of　a
Horizontal　Condenser　Tube

Condensation　of　a　Nonazeotropic　Re－
frigerant　Mixture　R114／　R113in　Hor－
izontal　Annuli　with　an　Enhanced　ln－
ner　Tube

フィンによる凝縮熱伝達の促進に関する研究

細線の浸漬冷却過程の熱伝達とその促進

Film　Condensation　of　R－113　on　Stag－

gered　Bundles　of　Horizontal　Finned
Tubes

細線の水中浸漬急速冷却過程の三熱特性

単一成分冷媒の水平平滑管内沸騰・蒸発熱伝
達の整理

混合冷媒HCFC　22／CFC　114の水平平滑
管内沸騰・蒸発熱伝達の整理

新　里　寛英・李
藤　井　　　哲

鍾　鵬　　機能物質科学研究所報告
　　　　　第6巻1号（平4．11）

S．Nozu　　　・宜，　Inaba

H．Honda　’T．　Kobayashi

H．Honda　．　T．　Fukuda

S．　Nozu

H．　lnaba

’　K．　Ozaki

．　H．　Honda

本　田　博　司・高　松
高　田　信夫

Heat　Transfer　Japanese
Reseach，　Vol．　21，　No．

1　　　　（平4．1）

J．　Thermal　Science
VoL　1，No．　2

　　　　　（平4．2）

Trans．　ASME，　J．　Heat

Transfer，　Vol．　114，

No．1　　（平4．2）

洋　　機能物質科学研究所報告
　　　5巻2号　（平4．3）

本田博司・高松　洋
山城　　光・高田信夫

H．Honda　・B．　Uchima
S．Nozu　’E．　Torigoe
S．　lm　ai

本田博司・高松　洋
山城　光・小林慎太郎

高　松
藤　井

高　松
藤　西

洋・桃　木
野

立・桃　画
面

悟

同 上

Trans．　ASME，　J．　Heat

Transfer　Vol．　114，
No．2　　（平4．5）

日本機械学会論文集（B
編）58巻550号
　　　　　（平4．6）

同 上

悟日本機械学会論文集（B
　　　編）58巻551号
　　　　　　　　（平4．・7）

Heat　Transfer　During　Rapid　Quench－
ing　of　a　Thin　Wire　in　Water

A　Comparison　of　Heat　Transfer　Co－
efficients　for　Cendensation　of　CFC－11
and　HCFC一一1230n　an　ln－Line　Bundle
of　Horizontal　Finned　Tubes

白金細線の浸漬急速冷却過程の伝熱特性
（塩化カルシウム水溶液による伝熱促進）

H．Honda　’H．　Takamatsu
H．Yamashiro　．　S．　Kobayashi

H．Ii［onda　．　H．　Takamatsu

K．Kim　’H．　Urakami
N．　Takada

本　田　博　司・高
山　城　　　光・松

Proc．　2nd　JSME　IKSME

Thermal　Engineer－
ing　Conference
　　　　　（平4．10）

同 上

松洋日本機械学会論文集（B
尾　英　典　　編）58巻554号
　　　　　　　　　　　　（平4．10）

Optimization　of　Fin　Geometry　of　a
Horizontal　Low－Finned　Condenser
Tube・

水平フィン付き凝縮管のフィン形状最適化に
関する研究

遠心圧縮機のサージング

フロン遷音速ターボ圧縮機の開発研究

H．　Zhu

朱

速　水

’H．　Honda

恵　人・本1田　博　司

洋

速　水　　　洋・高　曽
河　口　宣　勝

Transport　Phenom－
ena　Science　and
Technology．
　　　　　（平4．10）

日本機械学会論文集（B
編）58巻555号
　　　　　（平4．11）

日本ガスタービン学会誌
19巻76号　（平4．3）

徹　　機能物質科学研究所報告
　　　5巻2号　（平4．3）
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乱流自由噴流における乱流間欠性現象の研究

Air　Bubble　Elimination　Methods　for
Vertical　Visinalization　Apparatus　of．
Internal　Flow　in　Turbine　Rotor

Blade　Loading　and　Shock　Wave　in　a
Transonic　Circular　Cascade　Diffuser

遷音速円形翼列ディフユーザの翼負荷

画像処理による噴流の三次元再構成とその立
体視

ピエゾ撹はん子による反応セル内の混合過程
の可視化

ピエゾ素子を応用した撹はん子の開発
…その原理と撹はん特性

自動分析装置TBA－80FRへのピエゾ撹は
ん子の応用

機械工学年鑑（1991年）流体工学（分担）

1992第37回ASME
国際ガスタービン会議　見聞記　遠心関係

高　曽 徹・速　水 平

F．Li　・X．　Wang
H．Hayami　・M．　Yamaguchi
F．Li　’B．　Chen

同 上

Proceedings　of　the
Second　China一一Japan
Sympesium　en　Visu－
alization，（平4．　5）

H．Hayami　．T．　Nakamura　ASME　Paper
M．Sawae　・N．　Kawaguchi　92－GT－34（平4．6）

速水　洋・野江正行
中村高紀・河口宜勝

高曽　　徹・福井英之
内野晶彦・速水　洋

速水　　洋・森　　　　功
六川玖治・大屋英朗
井上守人・坂口総一郎
青　木　　　登

六三玖治・大屋英朗
井上守人・坂口総一郎
青木　　登・速水　　洋

大屋英朗・井上守人
六川玖治・坂口総一郎
青木　登・速．水　洋
鵡　水

速　水

洋・高　曽

洋

徹

日本機械学会論文集
（B編）58巻550号
　　　　　（平4．6）

可視化情報
12巻　　Suppl。1号
　　　　　（平4．7）

H本臨床検：査自動化学会

誌17巻4号（平4．8）

同

署

上

上

日本機械学会論文築
（B編）58巻522号
　　　　　（平4．8）．

日本ガスタービン学会誌
20巻78号　（平4．9）

Mixed　Convection　Heat　Transfer　from
Vertical　Parallel　Plates　with　Discrete
Heat　Sources　（Effects　of　CondUction　in

Plates）

対流および伝導・ふく射が共存する複合熱伝
達

T．　Tomimura　・　M．　Fujii Heat　Transfer　Japanese
Research，Vol．21，　No．1

　　　　　（平4．．2）

藤　井　　　夫・富　村　寿　夫　　機能物質科学硯究所報告

張　　　　興　　　　　　　　5巻2号　（平4．3）

An　Experimental　Study　of　Natural
Convection　Heat　Transfer　from　Ver－
tical　Parallel　Boards

A　Non－Contact　Measurement　of［lherm1
（舳ctivity　andDiffusivity　of　Solids

M．　Fujii

S，　Gima
．　T．　Tomimura

．　X．　Zhang

M．Fujii　’T．　Tomimura
X．Zhang　．　S．　Park

Transport　Phenome－
na　Science　and　Tech－
nology　1992，　Edited　by

B．　X．　Wang，　Higher

Education　Press
　　　　　（平4．10）

Thermophysical　Prop－
erties，　lnternationalAca－

demicPublishers
　　　　　（平4．10）

Effect　of　Acoustic　Streaming　on　Nat－
ural　Convection　Heat　Transfer　from
a　Downward　Facing　Horizontal　Cold
Plate

鉛直平行平板群から空気への自然対流熱伝達
（模擬パッケージ搭載の影響）

M．Fujii　．　T．　Temimura
X．Zhang　．　H．　Umino
Y．　lzumi

藤　井　　夫・儀　間
富　三寿　夫・張

Proc，　2nd　JSME－KSME

Thermal　Engineer－
ingConference，Vol．1
　　　　　（平4．10）

悟　　機能物質科学三三所報告

興6巻1号（平4．1D
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九州大学機能物質科学研究所報告　第7巻　第1．号（1993）

機能物性学

Cryptoporic　Acids　A－G，　Drimane－
Type　Sesquiterpenoid　Ethers　of　lso－
citric　Acid　from　the　Fungus　Crypto－
porus　Volvatus

PhotQchemistry　of　5－Phenyltricyclo一
［5．2．1．02・6］deca－4β一dien－3一つne

・Three　New　Eunicellin－Based　Diter－
penoids　from　an　Okinawan　Cladiella
Species　of　Soft　Cera1

7－Epidenticulatolide，　a　New　Cembrar
nolide　with　a　Cyclic　Peroxide　Func－
tion　from　the　Soft　Coral　Lobothytum
denticulatum

Y．　Asakawa　．　T．　Hashimoto

Y．Mizuno　’M．　Tori
Y．　Fukazawa

T．Ogino　’Y，　Takahashi
Y．　Kobayashi　．　K．　Awano

Y．　Fukazawa

Y．　Uchino
S．　Usui

’M．　Kodama
．　Y．　Fukazawa

Y．Uchino　’S．　Eguchi
Y．　Fukazawa．　M．　Kodama

Photochemistry，　Vol．

31　　　　　　（平4）

」．　Chem　Soc．，　Chem．

Commun．，　No．　2
　　　　　　　（平4．2）

Tetrahedron　Lett．，
Vol．33，　No．10
　　　　　　　（平4．3）

Bull．Chem，Soc．Jpn．，
Vol．65，　No．　4

　　　　　　　（平4．4）

SYnthesis　of　Medium　Ring1，5－Dienes

Cycloaddition　Reactioris　of　2－Acetyl－
amino一，　2－Alkylamino一，　8－Ethylamino一，

and　8－Acetylamino－1－azaazulenes　with
Dimethyl　Acetylenecarboxylate

Synthe’唐奄刀@of　Mohodeexycalix［4］arene
and　lts　Di・mer　Structure　in　Solution

Ternary　Compounds　of　CsC2，　with
Ethylene

S．Usui　．　T．　Haino
T．．　Hayashibara　．　Y．・　Hirai

Y．　Fukazawa’　M．　Kodama
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