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学会・協会などにおける講演題目（1997年1月～12月）

物質合成部門

欝欝騰購騨齢ケトエ回忌 ・和田英治 日本化学会第72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

夏孝雛鰻三三瓢三冠三三魏 ・　G．　Kumaran

・金政修司
目本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

鵜4勇穿礫甜三三簾藤三番毒三二
とする不斉Diels。Alder反応

・山本豪紀
・金政修司

日本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

ビスオキサソリン金属触媒下の不斉Diels。Alder　足立謙次
反応におけるオキサソリン環4位置換基と金属　和田英治
イオンの効果

・大平落洋二
・金政修司

目本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

遮蔽置換基の立体配座制御に基づくメチレン架　　山本豪紀
橋型ビスオキサゾリン不斉配位子の分子設計　　野口三千彦

・前田真一
・金政修司

日本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

DBFOXのニッケル錯体を触媒とする不斉Diels一　大平落洋二
Alder反応における不斉増幅　　　　　　　　　　田中淳二

・山本豪紀
・金政修司

日本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

無調搬とルイス酸からエノラートジ温酒 ・金政修司 日本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

エノラートジアゾニウムとアルデヒドとの反応　金井利夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田英治

・金政修司 日本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

Nevv　Concepts　for　the　Structural　Design　of　Chiral　S．　Kanemasa

Ca削ysts。ANeu鰍lrans－C血elat孟ng　Trident就e
Ligand　and　Agua　Complexes

Special　Organic　Seminar　at

Universtty　of　Pittsburgh

　　　　　　　　　　（平9．8）

New　Nickei　and　Mnc　Cemplex　Catalysts　in　Diels一　S．　Kanemasa

・　Alder　Reactions

Organic　Chemistry　Seminar　at
University　of　Michigan

　　　　　　　　　　（平9．8）

A　New　Heterocyclic　Tridentate　Chiral　Ligand，
Di　benzofuran46－diyl－2，2’一bis（4－

phenyloxazoline）　D　BFOX．　Transition　Metat　Agua
Complexes　as　lscfective　Lewis　Acid　Catalysts　in

Afrymmetrric　Dieis－Alder　Reactians

S．　Kanemasa 16th　lntemational　Congress　of
Heterocyclic　Che　nistry

　　　　　　　　　　（平9．8）
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Catalyt　ic　Asymmetric　Hetero　Diels－Alder　E・YV．一ada　・N．　Imachi
Reactions　of　P，y－Uasamirateda－Kete　Ester　with　S・Kanemasa

Vinyi　Ethers

13TH　JOIM　SEMINAR　b　etween
Pusan　Branch　of　the　Koreaa

Chemica1　Sodety瓢d　Kアus血目
Branch　of　the　Chemical　Sociery

ofJ⑳鱒
　　　　　　　　　　（平9．8）

享野僧醗魏聾匙獺野卑餓鴛稟騨
Diels－Alder反応

．　G．　Kumaran

・金政修司
第28回複素環化学討論会

　　　　　　　　　　（平9．t◎》

トランス配位型ビスオキサゾリン配位子DBFOX大平落洋二
のニッケル錯体を触媒とする不斉Diels－Alder反
応における不斉増幅の機構解明

平成9年度　日本化学会九州支
部・中国四国支部合同大会

　　　　　　　　　　（平9．11》

1，3一双極性環状付加反応の不斉制御 嘉賀晋介
金政修司

・松田晴彦 有機合成化学協会九州山口支部
若手研究者セミナーt

　　　　　　　　　　（平9．11》

蝉畷三図鰍纏朧的liXg ・　G　Kumam
・金政修司

有機合成化学協会九州山口支部
若手研究者セミナー

　　　　　　　　　　（平9．11》

ジアゾ化合物を用いる合成反応の開発 荒木孝洋
金政修司

・金井利夫 有機合成化学協会九州山口支部
若手研究者セミナーA

　　　　　　　　　　（平9．ll》

柔軟な（z対称空間を有するトランス型ビスオキ　榎本昌弘
サゾリン不斉配位子の合成　　　　　　　　　　金政修司

・大平落洋二 有機合成化学協会九州山口支部
若手研究者セミナー

　　　　　　　　　　（平9．11）

積層型【3．3】オルトシクロファンの合成、構造及　又賀駿太郎
びスペクトル

琉球大学理学部講演会
（平9．1）

有機合成に於ける我々のアプローチ（シクロ　　田代昌士
ファン、N4S4、重水素化合物）

北海道大学工学部講演会

　　　　　　　　　　（平9．2）

1，　2，5一オキサジアゾール類を用いる蛍光性複　　高橋和文　　　・小杉善雄
素環化合物の合成 阿部文彦　　　　・山野敏雅

五郎丸英貴　　　・又賀駿太郎

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

［3．3】オルトシクロファン類のTC：NE錯体 又賀駿太郎　　　・谷口雅彦
三苫好治　　　　・澤田　剛
田代昌士

日本化学翁島72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）
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三冠旧臣三三及びイミン類の三三三郎団栗三三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河地貴利

日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

TMSCH2基を有する［2．2．2．2］メタシクロファン　平尾純孝
の合成と構造　　　　　　　　　　　　　　　　　澤田　剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田代昌士

・若林真樹
・又賀駿太郎

日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

アルカリ水溶液中th粉末を用いるピナコール化　月野三岳仁　　　・永野義彰
合物の簡便な合成法　　　　　　　　　　　　　　田代昌士

日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

インヂノ［2．3－b】一1，2，5一オキサジァソロ【
3．4－d】ピリジン類の合成とスペクトル

五郎丸英貴　　　・山野敏雅
高橋和文　　　　・又賀駿太郎
田代昌士　　　・鎌田吉之助
鳥井昭美

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

ビス（プロモメチル）ジベンゾビシクロ【4．4．1】　紫黒晃一郎　　・又賀駿太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・谷口雅彦ウンデカン類の合成と多層［3．31オルトシクロ　　三苫好治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・田代昌士ファンへの誘導　　　　　　　　　　　　　　　澤田　剛

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

ベンゾジイミダゾ・…一■ル及びイミダゾロベンソチ　磯村和親　　　・又賀駿太郎

アジアゾール類のN一アルキル化反応 田代昌士　　　　・月野三岳仁
鎌田吉之助　　　・鳥井昭美

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

ラネー一一合金を用いた9一置換アクリジンの還元反　冨永洋一
応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥井昭美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田代昌士

・鎌田吉之助
・又賀駿太郎

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

積層型［3．31及び［3．3］［3．3］オルトシクロファンの　三苫好治

サイクリックボルタンメトリー　　　　　　　　谷口雅彦
田代昌士
大賀一也

・又賀駿太郎
・三三晃一郎
・江頭直義

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9。3）

嘉籍甚留藷論呈漏ンエステル類の 聖職　愛
石本佳子
澤田　剛
田代昌士

・田中　幹
・松田俊夫
・又賀駿太郎

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

芳香族ジアルデヒド類のカップリング反応によ　田代昌士　　　　・又賀駿太郎
る側鎖ヒドロキシ置換［2．2］メタシクロファンの　D．A．・Sahade　　・河地貴利
合成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月野三岳仁

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

［3．31［3．3］Otthocyclophanes． 又賀駿太郎 第2回ルPtマニア国際シンポジ
ウム

　　　　　　　　　　（平9．5）
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P，。parati。n、and、Ch。mi。at、P，。P。ni。、。f　　細副

Metacycl。Phane　Tweezets　　　　　　　　　　又賀駿太郎

SyntheSis　and　Strucaure　of　a　　　　　　　　　　平尾純孝
［2．2．2．2】Metacycl。phane　having　TMSCH2　Groups又賀駿太郎

璋三図シクロファンーT㎝麟のx線宗吉鮨編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田代昌士

撃禦馳シクロファンのサイクリックボ’レ籍轟三郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田代昌士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江頭直義

7。アリールインデノ［1，2－bl－1，2，5一オキサジア　五郎丸英貴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋和文ゾロ13んd】ビリジン類のスペクトルと色変化

【2．2］メタシクロファン類の反応に関する研究　　日當　愛

［2．2．2】メタシクロファンを有する分子ヒンセッ　澤田　剛
トの合成と諸物性

【3．3］オルトシクロファン類に関する研究　　　　谷口雅彦

三三ヲ回議罐冠する［2・2・2・2】メ平尾純孝

7一アリー・・bルインデノ［1，2－b】一1，2，5一オキサジァ　五郎丸英貴

ゾロ【3，4　一d】ピリジン類の蛍光スペクトル

三編齢2三図三三ルポ三江三三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又賀駿太郎dyelic　Voltammetty　of　DQuble一，　Ttiple一，　and

Quadraple－layered　T（3．310rthecyclop－hanes　T：：1：tiereann

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詮贔鶴

九州大学機能物質科学研究所報告

一　62　一

・山田真樹
・田代昌士

・澤田　剛
・田代昌士

・又賀駿太郎
・三苫好治

・又賀駿太郎
・澤田　剛
・三苫好治
・大賀一也

・又賀駿太郎
・鳥井昭美

・三三晃一郎

・澤田剛
・三苫好治
・大賀一也

　　　　　　　t

第12回大環状化三物国際会議
　　　　　　　　　　（平9．8）

第ゴ2回大環状化合物国際会議

　　　　　　　　　　（平9．8）

第27回構造有機化掌討論会
　　　　　　　　　（平9．10）

第27回弓造有機化学討論会

　　　　　　　　　（平9．10）

第28回複素環化学討論会
　　　　　　　　　（平9．10）

第12回シクロファン談話会

　　　　　　　　　（平9．10》

第12回シクロファン談話会
　　　　　　　　　（平9．10）

第12回シクロファン談話会

　　　　　　　　　（平9．10）

第12回シクロファン談話会

　　　　　　　　　（平9．10）

有機合成化学若手研究者セミ
ナー

　　　　　　　　　（平9．11）

有機合成化学若手研究者セミ
ナー

　　　　　　　　　（平9．ll）

第7回物理有機化学九州国際会
議

　　　　　　　　　（平9．12》
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分子間水素結合及びCH．π相互作用で制御する液　森　　三

三性発現

文部省重点領域研究「有機結晶
環境下での反応設計」第6回公
開シンポジウム

　　　　　　　　　（平9．1）

新しい液晶化合物とフラー・…一レンの化学 森　　章 岡山大学大学院VBL講演会

　　　　　　　　　（平9．3）

灘舗翫三巴磁謙ノン蓉下永募 ・森　　章
・野副鉄男

日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　（平9．3）

瀧議湧翻鱗づ家占頻甥埜馨 ・辻剛志
・関谷　博
・森　　章

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　（平9．3）

騰ブリシンを含むカリックろアレーンの三編裕施：二七 日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　（平9．3）

識躍騰難ルの光環状付加反応を用k賀将嚢 ・初井敏英

・竹下齊
日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　（平9．3）

アゾトロボロン誘導体の液晶性 柿原康男

竹下齊
・森　　章 日本化学会第72春季年会

　　　　　　　　　（平9．3）

顯ノイドトリチオクラウンエーテルの合成細論舞 ・森　　章 日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　（平9．3）

鹸ボン環を持つカリックスアレーンの合成と懸盤豊人：塩梅 日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　（平9．3）

ヒドロキシトロポン類とフラーレンとの高圧付　高森裕一
加反応　　　　　　　　　　　　　　　　　竹下齊

・森　　章 日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　（平9．3）

フェニルカチオン生成反応におけるパラ位およ　園田高明
びメタ位置旧基効果の解析　　　　　　　　　　森　　章

・細田健一郎 日本化学会第72春季年会

　　　　　　　　　（平9．3）

議aよ綴≠，微鶏跨誇三三警蘇灘
の違い

・T．リフカ

・内田欣吾
日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　（平9．3）
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メタ位にアミノ基を有するフェニルトリフラー　細田健一郎　　・園田高明
トのソルボリシス反応　　　　　　　　　　　森　　章

日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

分子三光付加反応をもちいるepi－P繊diso1およ　　李　　珂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　章び10－epi－Eudes血ane4，11－dioiの合成

・初井敏英
・竹下　齊

日本化学三三72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

Comp雛a痕。亘a五1践ves虚ga磁。礁。飢he　Struc加re－
ReactiVity　Re韮atio鵬血ip　of　Phe虹ア豆Cado口s　i血

So童ution

T．　Sonoda
Y．　Kikuta

A．　Mori

・　K．　Hasoda

・　H．　Kobayashi
Seventh　Asian　Chemical　Cegress

　　　　　　　　　　（平9．5）

都置換フェニルアゾ）トロボロン三体の三三三冠 ・竹下　齊
・氏家誠司

第23回液晶討論会
（平9．9）

2，3一および2．7一ジ置換トロポンの光反応 川上宏子
森・　章

・呉　樹屏
・竹下　齊

第27回構造有機化学討論会
　　　　　　　　　（平9．10｝

1＝窪巽三三鐘四三三三嘉三三肇
シドおよびベンソニトリルオキシドとの1，3一双　　野副鉄男
極子反応

・加藤修雄
・竹下　齊

第27回構造有機化学討論会
　　　　　　　　　（平9．10）

5一アルコキシトロポロン錯体液晶の合成と性質　　武本　学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏家誠司

・森　亮二
・竹下　齊

第27回構造有機化学討論会

　　　　　　　　　（平9．10》

甥馳三三簾畜トリシクロf4・2・O・025］奮藤正夷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉橋陽一

・加藤修雄
・森下　進
・竹下　齊

第27回構造有機化学討三会

　　　　　　　　　（平9．10）

イネ科雑草いもち病菌の生産する新旧スタテル　貫名　学
べンについて　　　　　　　　　　　　　　加藤修雄

・末永美貴 第41回香料・テルベンおよび精
油化学に関する討論会

　　　　　　　　　（平9．10）

合成コチレノール類縁体の植物活性 李　　峰　　　・中沢　哲

加藤修雄　・二二
島崎研一郎　　・竹下　齊

第41回香料・テルペンおよび精
油化学に関する討論会

　　　　　　　　　（平9．10）

トロポンi環を一構成因子とするCalixa舵neの合　　初井敏英
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　章成

・牛島日出入 第12回シクロファン談話会

　　　　　　　　　（平9．10）

七三環構造を含む機能性分子の合成 森　　章 群馬大学機器分析セミナPt

　　　　　　　　　（平9．11）
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トロポノイド構造を持つ機能性化合物の合成と　森
性質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

章 広島大学セミナー
（平9．11）

真菌が生産する植物成長物質コチレニンAの構　　佐々武史
造確認とコチレノール新誘導体の同定　　　　　　貫名　学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤修雄

・大井隆浩
・池田道正

植物化学調節学会第32回大会

　　　　　　　　　　　（平9．11）

Synthests　and　Properties　of　5－Nkoxy一　and　5－

Alka皿oyl　oxytropolo血ato　Met毫山omesoge鵬

A．　Mori

R．　Mori
S．　Ujiie

・　M．　Takemoto

．　H．　Takeshita

・　V．　Volkmar

Kynshu　lnterriational　Synpostum
on　Phisical　Organic　Chemistry

　　　　　　　　　　　（平9．12）

超高圧下での環化付加反応 三 章 「極限反応揚での物質変換新手
法」研究会

　　　　　　　　　　　（平9．12）

シグマトロビー型トロボノイド液晶の合成と物　森
三

章 ’97ハイテクシンポジウム山口

　　　　　　　　　　　（平9．12）

MolecuLar　Designing　and　Some　Applications　of
Po1》伽odna乙ed　Weakly－coor－dinat血g　Anions．

K．　Fujiki

A．　Nagira

A．　Sonoda

一　H．　Kobayashi
・　J．　Nie

・　T．　Sonoda

13t勧Winter　F加。血e　Conference

　　　　　　　　　　　（平9．1）

Computational　and　Experimental　Studies　on　The
Structure　and．ReactiTvity　ef　Phenyt　Cations　in

Solutien

T．　Soneda F虻st　A雌ua田：NCW　Mini－

Sy搬pc戯um　o虹C血emical　and
Bioc血emicaI　SI蝿cture　and

Fu紅ctioね

　　　　　　　　　　　　（平9．1）

Sy㎞e謡s　a組d　C血em醜y　of　Weakly・C◎◎r伽at血g　T．　So蝕oda

Peiyfluorinared　Organic　lens

Chemistxy　Department　Seminar　at
Colorado　Stase　Uni　versity

　　　　　　　　　　　　（平9．1）

Sttuctvre　and　R　eactivity　of　Phenyl　Cations　iri

Solution
T．　Sonoda

　　　　　　　　　　
C血e血Listry　Depa」rtment　Se血inar　at

universit）1　0f　Uしha

　　　　　　　　　　　　（平9．2）

Synthests　and　Chemistsy　of　Wealdy　Coordinating　T．　Senoda

Polyfluorinated　Organic　lons

Chemistry　Department　Se血illar　at
U】odverSiry　of　U由a

　　　　　　　　　　　　（平9．2）

StrucrUre　and　R　eacほvity　of　Ph帥yl　Cations　in

So豆耽io丘

T．　Soneda ChemistrアDepa」rtment　Se皿i腰at
Univetsiry　of　California，　San

Diego
（平9．2）
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Sy磁esis　and　C血emistry　of　Weakly　Coordiirating
Po1アf置u（漉nated（）q堅aaic　Ieas

Syn血esiミa血d　C血e露1ist塀of　Weakly　Coordi血a血9
Polyfiuorinated　Organic　！cas

リチウム電池電解液用含フッ素有機リチウム塩
の分子設計

含フッ素フタロシアニン誘導体を用いたりチウ
ムイオンの選択的液一液抽出反応の機構につい
て

フェニルカチオン生成反応におけるパラ位およ
びメタ位置二四効果の解析

メタ位にアミノ基を有するフェニルトリフラPt
トのソルポリシス反応

カリックスアレー・F’一ン骨格を有する新規Pd（！1）イオ

ン溶媒抽出剤の分子設計

Cemputational　lnvestigatien　on　Structure－
Reactivity　Relatienship　of　Phenyl　Cations　in

So豆ution

Comparison　ot　Remarkabie　Propetties　of
Polyfluarinated　Tetraatylbcrate　Anions．

Experimental　and　Co血putational　StUdies

ルテニウム三核錯体反応場の立体・電子的制
御：ヘテロ原子を有する配位不飽和な三三ルテ
ニウム錯体の合成，構造及び反応

三野ルテニウムペンタヒドリド錯体を用いたベ
ンゾチオフェン，ジベンゾチオフェンの水素化
脱硫反応

フェニルカチオンの構造と安定性に及ぼす置換
基効果の計算化学的考察

九州大学機能物質科学研究所報告

T．　Sonoda

T．　Sonoda

園田高明

園田高明

園田高明
森　　章

細田健一郎
森　　章

真鍋学
園田高明

T．　Sonoda
Y．　Kikuta

A．　Meri

K．　Fujiki

A．So血oda

松原公紀
鈴木寛治

岡村玲
鈴木寛治

細田健一郎
森　　章

一一@66　一

・細田健一郎

・園田高明

・後藤雅宏
・中塩文行

．　K．　Hoseda

・　H．　Kobayashi

・　H．　Kobayashi

・　T．　Sonoda

・田中正子

・松原公紀

・園田高明

Chemistry　Depattment　Se血inar　at
Universiry　of　California，　San

Diego

　　　　　　　　　　（平9．2）

Special　Loker　Hydrocarbon
！nstitute　Seminar

　　　　　　　　　　（平9，2）

第3回りチウム電池開発研究会

　　　　　　　　　　（平9．2）

佐賀大学理工学部講演会

　　　　　　　　　　（平9．3）

日本化学二二72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

日本化学会第72春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

7th　Asian　Chemical　Cangress

　　　　　　　　　　（平9。5》

15th　lnt．　Symp．on　Fluorine

Chemistry

　　　　　　　　　　（平9．8）

第44回　有機金属化学討論会
　　　　　　　　　　（平9．9）

第44回　有機金属化学討論会
　　　　　　　　　　（平9．9）

第20回情報化学討論会

　　　　　　　　　（平9．10》
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種々の弱配位性含フッ素有機アニオン種の特性　小林　宏
に関する計算化学的考察

・園田高明 第21回フッ素化学討論会

　　　　　　　　　　（平9．10）

両メタ位にビロリジニル基を有するフェニルト　園田高明
りフラートのソルボリシス反応　　　　　　　　森　　章

・細田健一郎 第47回有機反応化学討論会第
21回フッ素化学討論会
　　　　　　　　　　（平9．10｝

Mol　ecular　D　estgning　of　Highly　Fluorinated

Weakiy　Coordinating　Otganic　Anions．　Their
Speeialities　and　Applications．

・T．　Sonoda 2nd　China－Japan　Symp．　on

Computer　aided　Materials　and

Molecular　Design

　　　　　　　　　　（平9．11）

Efficient　Preparation　of　Trichlorimated　gamma－

Lactams　and　Their　alpha－Alkylation　Reactions

Catalyzed　by　Copper－Amine　Camplexes

H，Nagashima　・S．　Iwamatsu
H．　Kondo

！KOC－7

（平9．11）

Computational　and　Experiraental　Studies　on
Structuee　a血d　Stabiliじy　of　Phe且y丘Ca虚ons

K．Hosoda　．　T．　Sonoda
H．　Nagashima

第7回九三三三有機化学国際会
議

　　　　　　　　　　（平9．12）

Computational　and　Experimental　Studies　on
Sm匡cture　a血d　Stab盗ty　of　P血副1yl　Catio血s

K．Hosoda　．　T．　Sonoda
H．　Nagashima

第7回九州物理有機化学国際会
議

　　　　　　　　　　（平9．12）

Computational　studies　on　cation　1　sc　interactions

in　8－bromornethyl　f2．2］meta－cycloph　ane

derivatves

K．　Tanaka

S．　Mataka

．　T．　Sonoda 第7回九州物理有機化学国際会
議

　　　　　　　　　　（平9．12）

素子闘発部門

キチン及びセルU一ス系バイオマスの加圧熱水　坂西欣也
分解反応性の比較　　　　　　　　　　　　　　　坂木　剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木敏晴

・池山信秀
・柴田昌男

日本化学会第72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

炭化水素資源高効率転換触媒の新概念 持田勲 日本化掌宅配72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

低温・低濃度排ガスの脱硫システム 安武昭典
小林三山

・瀬戸口稔彦
・持田　勲

日本化学会第72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

Depolyne虚atio血a血d　Dem臼tallation　Treatments　of　K：・Saka面shi　　’NYama血陰
AsPhaltene　in　Vacuum　Residue　D．　D．　Whitehurst　・1．　Mochida

ACS．　Div．　Petrol．Ch　em．

〈平9．4）
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Heavy　Oil　Ccnverssion　Assisted　by　Carbon
Relared　Materials

1．　Mochida

H．Ha馳o
H．　Farag

T．　Nagamatsu

・　K．　s紬＝葦毫】【1ishi

・H．Ta盃gucぬi

・N．Y細血ashita

ACS．Div．　Pecro1．Ch　em．

（平9．4）

器：d鐡慰霊『濫鷲鑑謬器識籔醤譲ed蘭臨，

ConFounds

・坂西欣也 石油学会第46回研究発表会

　　　　　　　　　　　　　（平95）

減圧残油の低温水素化及び高温水素化分解反応　坂西欣也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持田勲

・山下尚巳 石油学会第46回研究発表会

　　　　　　　　　　　　　（平9．5）

ARodic　Performances　of　Carbon　Prepared　£rem

Sy鉱山e直。　MeSOP血ase　Pitc蝕es

C．　H．　Ku

K．Saka録圭s雌

・　Y，　Korai

・　1．　Mochida

23rd　Carbon　Cenf．

（平9．7）

Anodic　Performances　ef　Carbons　Prepared　from
Isotroptc　Quieline　ptzeh

C．　H．　Kn

K．　Sakatzishi

・　Y．　Korai

・　1．　Mochida

23rd　Carbon　Conf．

（平9．7）

Charge／Discharge　Characteri　stics　of　Meso－Carbon　Y．　G，　Wang

Microb　eads　Prepared　frem　Synthetic！sotrcFic　S．　Ishida

Pitch　1．　Mochida

・　C．　H．　Ku

・　Y．　Korai

23rd　C紬。戯Conf．

（平9．7）

Effects　of　Csifbon　Black　Addition　on　the

Microstructure　of　Meso－Ca出。血Microb　eads

Y．G．　Wa戯9

M．　dgashira

I．　Mechida

・　S．　lshida

，　Y．　Korai

23rd　Carban　Conf．

（平9．7）

Formation　and　Change　of　Pleat　SrructiJre　in

Mesephase　Pitch－Based　Carbon　Fiber

S．H．　Ho血9

1．　Mocinida

’　Y．　Korai 23rd　Carbon　Cenf．

（平9．7）

Microstructure　and　Properties　of　Meso－Carb　on

Microbeads
1．　Mochida

Y．G。　Wa翁9

Y．Ko戯

・S．Is雌da
．　F．　Watanabe

23rd　Carbon　Co血「．

（平9．7）

Origin　of　Micro醐ructures　F　ou血d血Meso：phase

Pitch－Based　Carbon　Fiber

S．　H．　Hong

I．　Mochida

・　Y．　Kcrai 23rd　Carhen　Conf．

（平9。7）

Preparatien　and　Performance　of　Coke　’?ｒｏｍ　Ceals

as　an　2inode　of　Lithium　lon　Secondat　y　B　attay

1．　Mochida
Y．　C．　Chang

Y．　Nitta’

・　S．　lshida

・　Y．　Korai

．S．　Kasamatsu

23rd　C紬。盤Co血f。

（平9．7）

Preparation　ef　Meso－Cerbon　Microbeads　by
Disperstng　Ani　setroplc　Pitch　in　The　lsotropic

Pitch　in　The　Presence　ef　lnert　Matetials

1．　Mochida
Y．　G．　Wang

・　S．　lshida

・　Y．　Korai

23rd　Catbgn　Cenf．

（平9．7）
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The　Preparati　on　and　Characteri　zation　of　Isotropic　ge．・S・一￥．atig

Ca由。血Fiber　from　Chemicaliy　Modified　Coal－tar　　Y・J・Kim

Pitch　T　1．　Mochida

・　D．　J．　Lee

・　K．　H　An

23rd　Carbon　Conf．

（平9．7）

Effect　of　Pretreatments　on　The　Flash　Pyrolysis

Behavior　and　The　Coking　Propercies　of　a　Non－

Fustble　Coat

M．　Kishino

K．　Sakanishi

・　T．　Nonaka

・　1．　Mochida

9th　lnter．　Conf．　Coal　Science

　　　　　　　　　　　（平9．9）

Cattb　o血一SupPorted　Meta1　Suifides　Catalysts　for　　　K・Saka誼shi　　●H・Hasuo
Coal　Ligue－?－≠モ狽奄盾氏@and　Upgrading　of　Coal　Liguids　T．　Nagamatsu　・1．　Mochida

9th　lnter．　Conf．　Coal　Science

　　　　　　　　　　　（平9．9）

Catalytic　Activity　of　Carbon　by　K，　oo，　Supported　T：MiYazaki
on　se’魔?ｒａｌ　oxides　’　一　’　”　M．　Atita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I．　Mochida

・　N．　Tokubuchi

．　M．　lnoue

9th　lnter．　Conf．　Coal　Science

　　　　　　　　　　　（平9．9）

Regeneration　of　Initial　Activity　of　a　Pitch　B　ased　1：1！．lochida　’）yl．一．Kishi40

ACF　for：NO・・NH3　Reaction　at　A血bient　Temp鮒蜘re　S・Kawaれ。　　　　●A・Yasutake

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．　Yoshikawa

9th　lnter．　Conf．　Coal　Science

　　　　　　　　　　　（平9．9）

AFresh　Approach　to　Kinetic　Analyses　of　the　一H．．　F－ara．　g

HYdrodesiiifurization　of　Rolyaroiri．atic　Thiophenes　K．　Sakanishi

・　D．　D．　Whitehvrst

・　1．　Mochida

ACS　Div．　Petrol．　Chem．

（平9．9）

Comparison　of　Carbon　and　Alumina　Supported
CoMo　Catalysts　for　HDS　of　Dibenzothiophenes

H．　Farag

K．　Sakanishi

・　D．　D．　Whitehurst

，　1．　Mochida

ACS　Div．　Petrol．　Chem．

（平9．9）

ペロブスカイト型酸化物に担持したアルカリ塩　持田　勲
の炭素質ガス化触媒活性　　　　　　　　　　　　井上雅博

・宮崎達郎 日本化学会第73秋季年会

　　　　　　　　　　　（平9．9）

石炭の構造改質処理とその解重合反応への効果　坂西欣也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸野正裕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持田勲

・渡辺康
・野中俊晴

日本化学会第73秋季年会
　　　　　　　　　　　（平9．9）

炭素微粒子回持触媒による無溶媒石炭液化反応　坂西欣也
の設計　　　　　　　　　　　　　　　　持田勲

・蓮尾東海 日本化学会第73秋季年会

　　　　　　　　　　　（平9．9）

HydroUeating　Upgrading　of　Petrole岨Produαs　by　I・Moc血ida　　　●T・Nagama馴
．Cbutbon　SuppVonEdV　CataVly’sts　’　！1・F－ata－g一一．．．　’11．・H－as．uo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．D．　Whi匡ehursいK，　sakanishi

Inter．　Petrol．　Conf．

（平9．10）

種々の石炭から調製したコーtクスのリチウムニ　光来要三
次電池負極材としての特性　　　　　　　　　　　持田　勲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠松真治

・張永チョル
・新田芳明

第34回石炭科学会議
く平9．10）
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石炭の予熱処理による炭化反応の制御

無溶媒液化反応におけるオイル生成物分布と三
種の影響

CoMo／Al，Q，及びNiMolAi，　Q3触媒の脱硫活性に対

するチタニアの添加効果

1血flu帥ce　of　H2S　en　Hydrodesulfurizatian　of

Dibenzothiaphene　aver　CoMefC　Cataiyst：
Reaction　Netwerk　and　Kinetics

炭素回持：NiMo触媒の水素化及び脱硫活性に対す
る触媒調製法の影響

Assesstnent　of　Limitation　and　Potentials　fer

Improvement　in　Deep　Desulfurization　through
Detalled　Kinetic　Analysts　of　Mechanistic

Pathways

ViscoeLastical　lnvestigations　on　th　e　Spinnabil　ity

of　Mesophase／1sotropic　Pitch　Biends

ガラス状炭素の微細構造解析と制御

フラPtレンスートを原料とする成型炭素体の調
製

メソフェーズピッチ系炭素繊維の熱処理による
微細樗造の生成と発達

裏方性ピッチを原料として等方隈ッチの分散

によるMCMBの調製

高温下（50－70℃）での活性炭素繊維による排
煙中硫黄酸化物の硫酸回収除去

九州大学機能物質科学研究所報告

野中俊晴　　　　・岸野正裕
坂西欣也　　　　・持田　勲

坂西欣也　　　　・蓮尾東海
持田　勲

E．Lecrenay　　・永松友重
　　　　　　　　　　　勲　　　　　　　・持田坂西欣也

H．Fas，ag　　　　・坂西欣也
　　　　　　　　　　　勲D．D．　Whitehurst・持田

永松友重

T．Nagamatsu
I．　Mochida

K．　S．　Yang

I．　Mochida

岡野三三

持田勲

江頭　港

持田勲

洪聖和
持田　三

王　三三
光来要三

持田　勲
河野静夫

D．D．　Whhehurst・持田

D．D。　White血ursいH．　Fa㎎
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・坂西欣也

　　　勲

・K．Saka血ishi

・Y．J．　Ki颯

・光来要三

・光来要三

・光来要三

・石田澄人
・持田　勲

・光来要三
・宮本修司

第34回石炭科学会議

　　　　　　　　　（平9．10）

第34回石炭科学会議

　　　　　　　　　（平9．10）

第27回石油化学討論会

　　　　　　　　　（平9．11》

第27回石油化学討論会

　　　　　　　　　（平9．11）

第27回石油化学討論会

　　　　　　　　　（平9．11）

3rd　Japan－EU　Catalyst

　　　　　　　　　（平9。11）

第24回炭素材料学会年会

　　　　　　　　　（平9．12）

第24回炭素材料学会年会

　　　　　　　　　（平9．12）

第24回炭素材料学会年会

　　　　　　　　　（平9．12）

第24回炭素材料学会年会

　　　　　　　　　（平9．12）

第24回炭素材料学会年会

　　　　　　　　　（平9．12）

第24回炭素材料学会年会

　　　　　　　　　（平9．12）
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炭化条件による石炭由来コークスの弓造および　持田　勲　　　・石田澄人
リチウムイオン電池負極特性の変化 張永チョル　　　・光来要三

新田芳明　　　　・笠松真治

第24回炭素材料学会年会

　　　　　　　　　　（平9．12）

窒素を含有する炭素材料のリチウムイオン電池　具　回訓
用負極特性　　　　　　　　　　　　　　　　　　持田勲

・光来要三 第24回炭素材料学会年会

　　　　　　　　　　（平9．12）

5一フェニルトロボロン電子スペクトル。フェニ　西村幸雄
ル基の内部回転がプロトントンネリングに及ほ　林　良之
す影響の解析　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　章

・辻　剛志
・川上宏子

日本化学会第72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

H三三との中和反応によるHq，’　O生成過程三三駿 ・織田恵理香
・西村幸雄

日本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

レーtザーアブレーション法によるタンタル酸化　新川昭博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辻　正治膜の堆積一一一高温における結晶化膜の堆積

・氏田博樹
・西村幸雄

日本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

購房ロビン・アレン・’一7チンとのイオ1）■一議回忌三三難 日本化学三三n春季年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

He放電フロー中でのHeNe・クラスター・・一一イオンの　田中　誠
生成過程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村幸雄

・辻　正治 日本化学三三72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

超音速ジェット中の【2．21一メタシクロファンの　　辻　剛志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤田　剛電子スペクトル

・西村幸雄
・田代昌士

日本化学会第72春季年会

　　　　　　　　　　（平9．3）

三三％阜蹉芳香族カルボニル化合物甚三三 ・織田恵理香 第34回化学関連支部九州大会

　　　　　　　　　　（平9．7）

H礁咄との中和反応によるHe，’　co回転三三三三．辻正治 第34回化学関連支部九州大会

　　　　　　　　　　（平9．7）

準安定ネオン原子衝突によるエチレン、エタン　小松孝弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村幸雄の励起解離過程

・辻　正治 第34回化学関連支部九州大会

　　　　　　　　　　（平9．7）

希ガスヘテnクラスターイオンの電子構造と生　辻　正治
成素過程

原子衝突研究会第22回研究会
　　　　　　　　　　（平9．8）

霧窮友下闇ベンゼン・トルエンとの詩季灘 ・織田恵理香 分子構造総合討論会
（平9．10）

九州大学機能物質科学研究所報告 第12巻第1号（1998）
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トロボロン．N，、　COクラスター・PtのSl状態におけ

るプロトントンネリング

Hぢと電子との衝突放射再三合反応によるHeゴ
の生成素過程

葎　音速ジェット中の3一ヒドロキシトロポロンの
　造異性体の解析
　　　　’

5。フェニルトロボロンのフェニル基のねじれ振
動状態におけるプロトントンネリング

メチル基の内部回転がトロボロンのプロトント
ンネリングに及ぼす効果

準安定希ガス原子と低級炭化水素とのエネル
ギ・・…L移動反応

ヘリウムダイマーイオンとフッ化ベンゼンアニ
オンとの中和反応で生成するヘリウムダイマー
の内部エネルギー・db分布

炭化水素イオンと含酸素ベンゼン置換体とのイ
オンー：分子反応

畿四三離且三三吻be叫

Ion－molecule　reactions　of　CHs’．　（I　Hs’s　and　C3　Hs’

with　benzene　derivasSves　carrying　a　carbonyi

group

Safery　of　Limium　Secondas　y　Cells

九州大学機能物質科学研究所報告

浜辺秀典
西村幸雄

織田：恵理香

西村幸雄

三三
森　　章

三三之
浜辺秀典
川上宏子

浜辺秀典
川上宏子
西村幸雄

三三雛

織田恵理香
西村幸雄

辻　正治
西村幸雄

T．　Tsuji

H．Hamabe
A．　Mod

M．　Tsuji

J．　Yamaki
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・辻　剛志

・辻　正治

翻難

・辻　剛志
・西村幸雄
・森　　章

・辻　剛志
・森　　章

・辻　正治

・辻　正治

・織田恵理香

．　Y．　Nishimura

・　H．　Kawakmni

・　Y．　NTishimura

分子構造総合討論会

　　　　　　　　　（平9．　10）

分子構造総合討論会

　　　　　　　　　（平9．霊。》

三子構造総台討論会

　　　　　　　　　（平9．IOl

分子構造総合討論会

　　　　　　　　　（平9．10）

分子構造総合討論会

　　　　　　　　　（平9．10）

分子構造総合討論会

　　　　　　　　　（平9．lo》

第40回放射線化学討論会

　　　　　　　　　（平9．10》

第40回放射線化学討論会

　　　　　　　　　（判。》

The　7th　Kysshu　lntern．　Symp．

Phys．　Org．　Chem．

　　　　　　　　　（平9．12）

The　7th　Kyushu　Intern．　Symp．

Phys．　Org．　Chem．

　　　　　　　　　（平9．12）

The　2nd　Japan－Korea　Joint

Semin継 ﾏ豊A舳ced　B灘es
　　　　　　　　　　（平9．7）

第三2巻　第i号（1998）



Electrochemical　Reaction　of　Li2．6　Coo．，　N　Anode　in

Rechargeable　Lit血i1岨　（＝ぼells

Investigations　on　the　Reaction　of　Lithium　with

Tin　B　ased　Compostt　Oxide

ソルゲル法によるジルコニア膜ノセリアシー・・一卜複

合型電解質の作製とそのセル特性

リチウム金属電池特性に与える電解液組成の影
響

溶媒和状態とリチウム電池の充放電特性

Lithiu血Cell　safety

リチウム金属負極並びに新規負極開発の現状と
その可能性

チョクラルスキー法の振動対流

気液二相流の自由表面の取り扱いについて

水平円管内における温度成層流の数値解析

Cz法における融液対流に及ぼすルツボ回転の影
響とその構造

カスプ磁場印加Cz法におけるS儲晶中酸索濃度
奢布の結晶回転効果．

九州大学機能物質科学研究所報告

T．　Shodai

S．　Okada

J．　Yamaki

S．　Machill

櫻井庸司

千葉玲一
山木準一
遠藤恵子

三島真一
根本康恵

林　克也
三島真一

J．　Yamaki

山木準一

尾添紘之

回すなを
尾添紘之

沖ノ谷剛

赤松正野
尾添紘之

Y．　C．　Won

尾添紘之
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．　K．　Saito

・　Y．　Sakurai

・正代尊久
・山木準一

・吉村文一
・米沢　政

・林　克也
・山木準一

・根本康恵
・三木準一

．桑木勲

・尾添紘之

・柿本浩一

・柿本浩一

1997　Jeint　lnternatienal
Meeting，　The　Mectrochem．　Soc．
192nd　Meeting　and　lntenat．　Soc．

of　Mectrochemistry

　　　　　　　　　　（平9．9）

’97年　電気化学秋季大会

　　　　　　　　　　（平9．9）

’97年　電気化学秋季大会

　　　　　　　　　　（平9．9）

’97年　電気化学秋季大会

　　　　　　　　　　（平9．9）

’97年　電気化学秋季大会

　　　　　　　　　　（平9．9）

11th　I　BA　Meeting，　Singa：po爬

　　　　　　　　　　（平9．9）

セミナーt「ハイテク電池の材料
の現状と展望」

　　　　　　　　　（平9．10）

化学工学会第5回研究討論会
　　　　　　　　　　（平9．1）

化学工学会第62年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

化学工学会第62年会
　　　　　　　　　　（平9．3）

第44回応用物理学関係運合講
演会

　　　　　　　　　　（平9．3）

第44回応用物理学関係連合講
演会

　　　　　　　　　　（平9．3）
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磁場による液体ガリウムの自然対流三熱促進実
験

低プラントル数流体の乱流自然対流の数値計算

Hydrodynantic　lnstability　of　Liguid　Silicon　During

Cr＞7stal　Growth

分子動力学法によるシリコン中の酸素の運動

材料製造プロセスの移動現象

円筒容器内の三三二相流三次元非定常特性

低ft数流体ベナール対流に関する研究

密閉容器内における乱流自然対流の数値計算

Numerical　Calcutasiou　of　Czochratski　Process

Under　Cusp－shaped　Magnedc　Fields

水平方向磁場下におけるCz法領域内自然対流の
数値解析

耐火性管内における燃焼実験

ガリウムの自然対流の静磁場印加による伝三三
進効果

九州大学機能物質科学研究所報告

由川俊夫

鎌倉勝善

K．　Kaltimoto

柿本浩一
尾添紘之

尾添紘之

桑木賢也

畠中光幸

鎌倉勝善

Y．C．　Wo血

尾添紘之

赤松正人
尾添紘之

泊一九男
尾添紘之

由川俊夫
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・尾添紘之

・尾添紘之

・　H．　Ozoe

・菊地　晋

・尾添紘之

・尾添紘之

・尾添紘之

・柿本浩一

・柿本浩一
・福田承生

・　K．　Rapepun

・尾添紘之

第34回日本三熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．5）

第34回日本三熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．5）

！三三i。捌。曲。且ce。n’

Advaneed　Maserials　ICAM’97
Eurmpean　Materials　R　esearch
ScK　iety　E・一MRS’97

　　　　　　　　　　（平9．6）

第28回結晶成長国内会議
　　　　　　　　　　（平9．7）

学術講演会　最近の化学工学の
進歩

　　　　　　　　　　（平9．8）

化学工学会第30回秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

化学工学会第30回秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

化学工学会第30回秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

化学工学会第30回秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9》

化学工学会第30回秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

化学工学会第30回秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

日本鉄鋼協会第134回秋期講
演大会

　　　　　　　　　　（平9．9）

　　　　　第12巻第1号（1998）



c・灘おける融三内温度飾と嚇分布の相関鯉濃且 ・柿本浩一 第58回応用物理学会学術講演
会

　　　　　　　　　（平9．10）

シリコン融液固体界面の酸素の局所偏析 柿本浩一 ・尾添紘之 第58回応用物理学会学術講濱
会

　　　　　　　　　（平9．10》

シリコン融液対流の振動現象 柿本浩一
Y．　C．　Won

・赤松正人
・尾添紘之

第58回応用物理学会学術講演
会

　　　　　　　　　（平9．10）

三三印加下における。・内融液対流の数値計算三三全 ・柿本浩一 第58回応用物理学会学術講演
会

　　　　　　　　　（平9．10）

Cz法結晶成長における鉛直方向磁場効果の数値　尾添紘之
解析

平成9年度日本鉄鋼協会第2回
研究発表会

　　　　　　　　　（平9．10）

カスプ磁場における三三回転効果 Y．　C．　Won

尾添紘之
・柿本浩一 日本機械学会熱工学講演会

　　　　　　　　　（平9，11）

生体表面からの放熱量測定値と室温分布 尾添紘之 目本伝熱学会f生体内における
熱・物質・電磁波の輸送・伝播
に関する研究会」第3回研究会

　　　　　　　　　（平9．11）

耐火性管路内における予混合燃焼 K．Rapepun　　・尾添紘之 粉体工学会　’97年度第2回
「西日本談話会」

　　　　　　　　　（平9．12）

　　システム工学部門

TRIESからのシリカの熱CVDの反応解析 岡崎竜馬
秋山泰伸
今石宣之

・金　姻勲
・佐藤恒之

化学工学会第62年会
（平9．3）

中国の回収衛星利用によるinGaSb混晶半導体の
結晶成長（3）

平田　彰
広瀬大介
岡野泰則
今石宣之
熊切康雄
x．　xie

F．　Wu

熊川征司

・和田哲也
・早川泰弘
・清水　順
・新船幸二
・X．　Zh　ong

・　B．　Yuan

・　H．　Liu

平成9年春季第44回応用物理
学関係連合講演会

　　　　　　　　　　（平9．3）

三州夫学機能物質科学研究所報告 第12巻　第1号（1998）
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微小重力環境下（IMレ2）における三三混合実
験（V）

興津和彦
山口十六夫
酒井　奨
新船幸二
依田真一一

熊川征司

・早川泰弘
・岡野泰則
・平田　彰
・今石宣之
・大井田俊彦

平成9年春三三44回応用物理
学関係連合講演会

　　　　　　　　　　（平9．3）

液柱内の3次元三軸対称振動型Mamg。ni対流　　安廣祥一
の数値解析

・今石宣之 第34回日本三熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9；5）

躍再興弊利用はる’nGaSbme＆半導体の 平田彰
和田哲也
岡野泰則
今石宣之
熊切康雄
X．　Me

F．　Wu

熊川征司

・広瀬大介
・早川泰弘
・清水　順
・新船幸二
・　Z．　Xingu

．　B，　Yuan

・　H．　Liu

第14回宇宙利用シンポジウム
　　　　　　　　　　（平9．7）

縦型回転三熱C＞D装置内の熱流動および成三三　木村正幸
性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今石宣之

・佐藤恒之 日本機械学会第10回計算力学
講演会

　　　　　　　　　　（平9．7）

水平コールドウォール三熱CVD装置内の熱流動　田之上健一郎　　・有馬博史
解析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森山伸也　　　　・佐藤恒之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今石宣之

日本機械学会第10回計算力学
講演会

　　　　　　　　　　（平9．7）

SiCz三三三熱解析に及ぼす結晶面ふく射特性の　三三　皓
影響 宝沢光紀

今石宣之

・塚田隆夫
・円山重直
・北川貞夫

第28回日本結晶成長学会国内
会議

　　　　　　　　　　（平9．7）

微小重力下（IML－2）でのlnκGafSb混合と凝固 早川泰弘
山口十六夫
岡野泰則
新船幸二
依田真一
熊川征司

・輿津和彦
・平田　彰
・今石宣之
・酒井　奨
・大井田俊彦

第28回日本結晶成長学会国内
会議

　　　　　　　　　　（平9．7）

微小重力下（IML－2）でのlntGlamSb混合と凝固 早川泰弘
山口十六夫
岡野泰則
新船幸二
依田真一
熊川征司

・興津和彦

・平田彰
・今石宣之
・酒井　奨
・大井田俊彦

第28回日本結晶成長学会国内
会議

　　　　　　　　　　（平9．7）

1鵬㎡acial　P血e血。血帥a　of　Molte且Sまlioo且 T．　Hibiya

K．　Mukai

N．㎞組shi
S．　YOda

・　S．　Nakamura

・　S．　G．　Niu

・　S．　Nishizawa

・　M．　Koyama

Ro）ろSoc．　Dis㎝【ssio且Meeti昭。認

Marangoni　Effect　a血d　I皿erfaciaI

Ph　enomena

　　　　　　　　　　（平9．8）
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シリコンCz炉における気相内移動現象 安廣祥一
宮　，豪
今石宣之

・敬　成君
・佐藤恒之

化学工学会第30秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

タングステンCVDのモデル解析 金三三
佐藤恒之

・秋山泰伸
・今石宣之

化学工学会第30秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

CVDのミクロ1マクロシミュレーション 今石宣之 化学工学会第30秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

微小重力環境下におけるinGaSb　3元混晶の作製　平田　彰
岡野泰則
早川泰弘
新船幸二
X．Z血。㎎
B．　Yuan

H．　Liu

・清水　順
・熊川征司
・広瀬大介
・今石宣之
・　x．　xie

．　F．　Wu

化学工学会第30秋季大会
　　　　　　　　　　（平9．9）

挙隅響騰鵬綴鰭辮手甲葺毒 ・塚田隆夫 NEDO研究基盤施設合同シンポ
ジウム

　　　　　　　　　　（平9．9）

Simultaneous　Measurements　of　Thermal　M．　Fujii
Conductivity　and　Therrnal　Diffusivity　of　Molten　一Z一・9i

Carbenates’翌奄狽?　a　Transient　Short－hot－wire　N，　imaishi

Method

・X．　kng
・　T．Tomimura

24th　lnt．　Thermal　Conductiviry
Conf．　and　12th　lnt．　Thermal

Expanston　Symposium

　　　　　　　　　（平9．10）

液柱内の3次元振動型マランゴニ対流の数値解　安廣祥一　　　　・今石宣之
析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H・　C・　Kithimam

第13回マイクログラビティ応
用学会学術講演会
　　　　　　　　　（平9．10）

短時間微小重力実験における気相内非定常熱移　有馬博史
動現象 森山伸也

今石宣之
加藤浩和

・田之上健一郎’

・佐藤恒之
・森田知二

三13回マイクログラビティ応
用学会学術講演会
　　　　　　　　　（平9．10）

微小重力下の局所加熱された三型流路内の熱拡
散現象

森山伸也
大塚幸伸
松本泰典
今石宣之
島根由光
川崎晴彦

・有馬博史
・須藤真弘
・佐藤恒之
・横田孝夫
・森田知二
・加藤浩和

第13回マイクログラビティ応
用学会学術講演会

　　　　　　　　　（平9．10）

面張力温度係数
シリコン融液のマランゴニ対流の不安定性と表　　日比谷孟俊　　　・中村　新

向井楠宏　　　　・牛　正剛
今石宣之　　　　・西沢伸一
依田真一　　　　・小山正入

日本機三三会熱工学講演会

　　　　　　　　　（平9．11）

九州大学機能物質科学研究所報告 第12巻　第1号（1998）

一　77　一



難鍔三三舗顧鵜三三癬騰饗今回之 In　Space　’97

（平9．11》

Numerical　Simu｝ation　of　Three　Dimensionai

Unsteady　Marangoni　Convection　in　Half－zone

N．　imaishi ．S．　Yasuhire leth　lnt．　Symp．　Transpcrt

Phenomena

　　　　　　　　　（平9．12）

Co∬deasation　Heat　Tra血sfer　of　Re蹴ge髄t
Nlixrures　in　a　Plate－fin　Heat　Exehanger

S．　Koyama ・T．Y鯉a 971血：．SymP．　On　New

Mechanical　Technelogy

　　　　　　　　’　（平9．5）

3回分混合冷媒の管内凝縮特性の予測計算法 小山三
佐藤一尚

・三相武 第34回日本伝熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．5）

蕪辞鑛四隅雛FC123のプレートフィン票岳穆 ・廣石晃久 第34回日本伝熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．5）

A血Appro雄tinate　Solutien　for　Lamin2tr　Film

Co舷de血sa疽。脆of　P聰fe　Re踊ge繊。血Vd戯cal
Fiね戯ed　Surface

S．Koyama　・J．　Yu
T．Matse血oto

2nd　int．　Symp．　on　Heat　Tmasfer

Enhancetnent　and　Enetgy
Conservation

　　　　　　　　　　（平9．6）

Dy1幽。　Cha熈ted頭cs　of　Reg　e蝕e蝿Proce舘　　E・Hira
of　Lithium－Bromide　Soiution　Ustng　Soliit　Energy　S．　Koyama

・　T．　Nakayama 3rd　I鵬rnationa　1　Therma垂Enefgy
Congtiess

　　　　　　　　　　（平9．7）

Prediction　Method　of　ln－tube　Condensation　ef

Mね1ti－compo皿e餌Vapor　M塾にUfe

S．　Keyama ・　S．一M．　Lee 19971AMS　I∬t．　Se血inar　on

Thermat　Fluid　Engng，　fer

Advanced　Energy　System

　　　　　　　　　　（平9．7）

多成分蒸気の管内凝縮 小山三 日本伝熱学会九州グループ特別
講演会

　　　　　　　　　　（平9．9）

Condensation　of　B纏y　Ref㎏erant　M㎞es　i血a　　S．　Kbタama

Horizontal　Smooth　Tube　’　A．　Ishibashi
・J．　Yu 45th　Oji　int．　Seminar

（平9．9）

2成分混合媒体のプレート凝縮器内の熱伝達特性　小山　繁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣三和緒

・屋良朝康
・鈴木浩志

日本機械学会熱工学講演会

　　　　　　　　　（平9．11）
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Condensation　Heat　Transfer　of　Refrigerant
M．　ixures　in　a　Plate－fin　Heat　Exchanger

S，　Koyama ・　T．　Yara

　，

10th　int．　Symp．　on　Transport

Phenomena　in　Thermal　Science
and　Process　Engineering

　　　　　　　　　　（平9．12｝

環境と冷凍空調システム 小山　繁 九州大学公開講座
（平9．12）

人工キャビティを有する模擬チップの浸漬沸騰　久保秀雄
冷却　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田博司

・高松　洋 弓34回日本三熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．5）

水平フィン付き管群におけるHCF（M23iHFC－
134aの凝縮（フィン形状の影響）

本田博司
高田信夫

・高松洋
・竹前要輔

第34回日本三熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．5）

水平円筒まわりの過冷膜沸騰における蒸気膜の　高松　洋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田博司安定限界（過冷三内の周期的熱伝導を考慮した
解析）

・山城　光 第34回日本伝熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．5）

Co皿de雌；atio皿of　D　ow血ward－FIow血g　Zeotropic

Mixture　HCFC－123／HFC－134a　on　a　Staggered
Bundle　of　Hori　zontal　Finned　Tubes

H．　Honda
N．　Takata

・　H．Takamatsu 2且dI血terna虹onaユSy皿posium，　o鉦

Heat　Transter　Enhancement　and
E蝕ergy　Co血serva垣。血

　　　　　　　　　　（平9．6）

Flow　Chatacteristics　of　Condensing　’IXNo－Phase

Flow　in　Hodzontal　Microfin　Tub　es

S．’　Nozu ．　H．　Honda 1997　ASME　international
Mechanical　Enginee血9
Congress　and　Exposttion

　　　　　　　　　　（平9．11）

Condemsation　of　Zeotrop　ic　Mixture　H：CFC－123／

HFC－134a　on　a　Staggered　Bundle　of　Horizontal
Finned　Tub　es

H．　Honda

N．　Takata

・H．Talramatsu SAREK’97　Annual　Winter
Conference

　　　　　　　　　　（平9．11》

Low－Solidity　Cascade　Diffuser　in　a　Transonic

Ce血蹴嘘fugaI　Compressor

H．　Hayami ehio　Aerospace　lnstitute

Distinguished　Lecture　Program

　　　　　　　　　　（平9．3）

遠心送風機・圧縮機のディフユーザ 速水洋 第29回流体機械研究会
（平9．3）

移動する物体による乱流混合の研究 高曽　徹
高山英治

・三家本崇行
・速水洋

日本機械学会第74期通常総会講
演会

　　　　　　　　　　（平9．3）
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画像直接記録方式を用いたパソコンpr》システム

ー個の粒子の乱流後流による物質の混合

PC－PIV　System　fer　a　Measurement　ef　RelasSve

Flow　in　a　Rotating　lmpeller

Pressure　Ftuctuation　in　Sa11　and　Surge　of

Transonic　Centrifugal　Compressor　with　a　Lovv－

Solidiry　Cascade　Diffuser

prvベンチマ■・・Pt一クテストの試み

フォトクロミック染料による物体後流中の乱流
混合の可視化

Unsteady　Phenomena　in　a　Transonic　Turb　o

Compressar

EFDとCFD

粒子画像流速計（prv）の特性と適用例

’振動平板による容器内の流れ（二次元CFDとPIV
による検証）

超音速への挑戦

九州大学機能物質科学研究所報告

荒巻森一朗
三三　徹

高野　徹

速水洋

H．　Hayami

Y・　Watanabe

H．　Hayaini

H．　Hasegawa

速水　洋
荒巻森一朗

高曽　徹

速水洋

H．　Hayami

速水洋

速筆洋

速水洋
谷口伸行

速水洋

一　80　一

・速水　洋
・渡辺祐輔

・高山英治

・S．　Atamnd

・　T．　ltoh

・岡本孝司

・高山英治

・清平明寿
・小林敏雄

日本機械学会第74期通常総会講
演会

　　　　　　　　　　（平9．3）

第16回混相流シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．7）

The　Second　lnternadonal
Werkshop　on　P　IV’97－Fukui

　　　　　　　　　　（平9．7）

JSME　C帥tennia1　Grand　Congress
I翻onal　．Co血ference　o盤Fl羅id
Engineering

　　　　　　　　　　（平9．7）

第25回可視化情報シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．7）

第25回可視化情報シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．7）

1997　IAMS　lntermational　Seminar
on　Thermal　and　Fluid　Engineering
for　Advanced　11netle　sr　Systems

　　　　　　　　　　（平g．7）

SALシンポジウム’97

　　　　　　　　　　（平9．8）

日本機械学会講習会実験流体力
学

　　　　　　　　　　（平9．9）

可視化情報学会沖縄講演会

　　　　　　　　　（平9．10》

日本機械学会第1回流体工学部
門トークイン

　　　　　　　　　（平9．11）

　　　　　第三2巻第1号（1998）



PIVによる回転羽根車内流れの計測 荒巻森一朗
渡辺祐輔

・速水洋 弓39回ターボ機械協会宇部講演
会

　　　　　　　　　（平9．重1）

自己断熱型ガスーガス熱交換器の研究 富村寿夫
藤井　夫

・三三
・越後亮二

第34回日本三熱シンポジウム

　　　　　　　　　　（平9．5）

Noncontact　Measurement　of　Intaernal　Temperature　M・Fujii

Dist　ribution　in　a　Solid　Material　Using　Ultrasonic

Computed　Tomography

・X．Z血a㎎ Experi血enta1　Heat　Transfer，　Fluid

Mechanics　and　Thermodynamics
1997，　Brussels，　B　elgium

　　　　　　　　　　（平9．6）

Numerical　Study　on　N血21　Nr　Coo童ing　of　Fin

Arrays　with　Enclosed　Boundaries

J．Wei　・K．　Hijikma
T．Tomimura　・M．　Fujii

The　PACIFIC　RIM／ASME　Int．，
Intersoeiety　Mectronic　＆

Photonic　Packaging　Conf－
InterPACK’97，　1997，　Hawaii，

U．S．A

　　　　　　　　　　（平9．6）

臨罐畿両面盤瞳ed鰍かgasHr略脚’m　：三三。 The　3rd　Int．　Thermal　Energy

Congress，　1997，　Kitakyushu，

Japan
（平9．7）

Simultaneous　Measurements　of・　Ther組al

Co船uc亘vity飢d　T血㎝a豆Dぜfusivity　of　Molt帥
Carbo血ates　wi山aTransie！臨S血ot－hot一・嘘e

Me山od

M．　Fujii

Z．　Qi

N．　imaishi

・X．Zha露9

．T．Tomimura

The　24th　lnt．　Thermal

Conductivity　Conf．　＆　the　12th

Int．　Thermal　Eb［pansion

Symposium，　Pittsburgh，　U．S．A

　　　　　　　　　（平9．10）

非定常短線加熱法による溶融炭酸塩の熱伝導率　張　輿
および熱拡散率の同時測定　　　　　　　　　　　藤井　夫

・三智健
・富村寿夫

第18回日本熱物性シンポジウム

　　　　　　　　　（平9．10）
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学会・協会誌に掲載された論文題目（1　997年1月～12月）

物質合成部門

インターネットを利用するシンポジウム 田中淳二 化学と工業，50巻1号
（平9．1）

Catalytiq　Efficiency，　Ligand　Acceterasien，　and

Concentration　Effect　in　Magnestum　lon　Mediated
1，3－Dipolar　Cycloadditioms　of　Mesttonitrile　Oxide

急oA縫ylic　Alcobols

S’．　Ktttvernasa

H．　Yamamo；o

・　K．Oiruda

・　S．　Kaga

Tetrahedren　Lett．，　Vcl．　38，　No．　23

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．6）

C醐cA卿C。岬1ex鱈。舳eq－Sア㎜甑。
ま拗5トCheユa二加g　Liga且d（i～，R）一4，6一　　　　　・

Dibenzofurmdiyi－2，2’一bis（4－phenyiexazoline）．

Absotute　Chirai　induction　in　Diels－Alder　Reactions

C幽且yzed　by　Water－Tole撒E口調iopure　Lewis
Acid

S．　Kanemasa

H．　Yamamoto
E．Wada

・　Y．　Oderaotoshi

・　J．　Tant－ca

・D．P．　Cu働

J．　Org．　Chem．，Vol．　62，　No．　19

　　　　　　　　　　　　　　　（平9．10）

Lanthanide－Catalyzed　endo－Selective　Hetero　Diels－
Alder　Reactions　of　4－Substituted　Methyl　（E）一2－

Oxo；3－butenoates　with　Vinyl　Ethers

E．Wada
G．Kumav岨

・　N，　imachi

．　S．　Kanemasa
九大機能研報告，Voi．11，：No．2
　　　　　　　　　　　　　　　（平9，12》

Diels－Alder　Read瞳。戯of　A虹1血齢ace伽b［3．3】o紬。－

benzophane　and一雌Pぬd10Pha戯e．　Co旗謄010fπ一

Facial　Dias釦ereoselec穏vity　by　U赴d副yi鰺π。

Sy就e拠s

S．M飢aka
T．T血iem飢n
H．T馴rzロki

T．Sawada

・J．　Ma

・J．　M．Rudzinski

・　M．　Tashiro

Te励edro無，　Voユ．53。No．3
　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．1）

Confo瑚胆tio舩ユA雄a三ysis　of　spセocツClopropane－

and　Spirooxirane－amelated　Dibenzobicyoto一
［4．4．　1］undecanes　by　’H　NMR　Spectroscopy　and　X－

Ray　Cリアs尉旦ography

S．　Matalza

Y．　Mitoma
M．　Tashiro

・　M．　Taniguchi

．T．　Sgvvada

J．　Chem．　Res．，Ne．　2

（平9．2）

Bisacetals　of　Aromatic　Ring－asmelated’Benzo一
［a，d］bis｛bicyclo［4，4．1］undeca－3，8－diene－11－orie｝一

【3．3】［3．3】0曲ocyc藍ophanes　With　Tdp厨ayered

Beαzolb帥zo／be且zo一鯉d　Nゆ血山。／benzolnap由。－

system

S．Ma幽
T．　Thiemann
M．三三9廻chi

M．T醐血。

．　Y，　Mitoma

・　T．Savvada

・　M．　Kobuchi

Tet紬edro夏，　Vol．53、　No．9

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．2）

Pinacolic　Co粗Pま㎏of　Ar，omatic　Ca由。血y豊

Co漁pou総ds　Usi釦g　Z∬Powder血A鳳ueops　B　asic
Media　without　Of　ganie　Solvems

T．Ts歯丘ok三
1．　Hashirnoto

M．Ta調ビ。

・T．Kaw勾i
・S．　Mataka

C血e搬．Le㏄．　No．3
　　　　　　　　’

（平9．3）

Evalua蛭。盤of　Tra血sa皿慧1af　I飢：eracほ。総i録

［2．3］Metacyclqphanes

A．　Tsuge

K．S戯a
S．　Matalra

・　T．　Moriguchi

・T．Yam．a的

・M．Tas血虹ro

Che血．　Leec．，N。．4

（平9．4）

Deuterium－induced　Effects　on　：3C　NMR　ef

Deuteriated【2．勾血etacyclOPha血es

H．Tsロzロki

S．M鉱aka

・　T．　Goda

・　M．　Tashiro

Jpn．　J．　Deuterium　Sci．，Vo1．　6，

No．　1

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．5）

Substituent　Effect　en　the　Setectivity　of

［3．310rthoanthracenophanes　in　the　Diels－Alder

Reactien　with　N一（p－Substituted　phenyl）一

血ale㎞ides

S．M就aka
T，　Thiemann

T．Sawada

・J．　Ma

・T．　Mimum

・M．Tas血㎞

TetTahedron，　Vol．　53，　No．　20

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．5）
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［2．2］Metacyclophanes　Having　Hydroxy　Gropps　on　一D．LA．’Sabade

，the　Bridge　’　’T．Sawada　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．　Tashiro

・　S．　Mataka

・　T．　Tsukinoki

Tetrahedron　Lett．，　Vol．　38，　No．　21

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．5）

Reductive　Coupling　Reaction　of　Carbonyl
CompQunds　Using　Al　Powder　in　10％　aq　NaOH／

MeOHiTHF　Solution

T．　Tsukinoki

I．　Hashimoto
D．　A．　Sahacle

・　T．　Kaw　ajj

・　T．　Ecoh

・　M．’Tashiro

Eng．　Sci．　Rep．，Kyushu　Univ．，

Vol．　19，　No．　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．6）

Soiuble　Polyimides　Based　on　2，3，5一

，Tticarb　axycyclopentyl　．Acetic　Dianhydride

Y．Tsuda
K．Kamata
S．　Mataka
M．　Nishikawa
N．’　Bessho

・　Y．　Tanaka

・　N．　Hiyoshi
・　Y．’

latsuki・

・S．Kawamura

Polymer　Journal，　Vol．　29，　No．　7

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．7）

Synthests　and　Photochemical　B　ehavior　of，3一

（Estrati－16－yl）　Aaylates　and　2一（Estran－16－yt）

Vinyl　Ketones

T．T血iema血n
S．　Sasaki

S．　Mataka

・　C．　Thiemam
．の　V．　Vi11

・　M．　Tashiro

J．　Chem．　Res．，No．　9

（平9．9）

Lewis　Acid　Catalysis・in　the　Oxidative

bycloaddition　of　Thiophenes

Y．　Li

T．SaWada
M．　Tashiro

・　T．　Thiemam
・　S．　Mataka

J．　Org．，Chem．，　Vol．　62，　No．　23

　　　　　　　　　　　　　　　　．（平9．11）

Deute血m　Labelling　of　L－TyroStne　wit血Raney
Alioys　in　Alkatine　D　euterium　Oxide　Solution．

H．Tsuzuki
J．　Udagawa
M．　Tashiro

・　M．　Mukumoto

・S．　Mataka

ReP．　lnst．　Adv．　Mat．　Study，

Kyushu　Univ．，　Vol．　11，　Ne．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Synthests　of’2－Aminotnethyl－5－tert－butylphenols，　q．．FU．　kara

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．　Mataka

・T．．Ka血ai Rep．　lnst．　Adv．　Mat．　Study，

Kyushu　Univ．，　Vol．　11，　No．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Prep繊io舳1d　Confo㎜㈱夏紐Behavior　of
TrimethQxyl［2．2．3］metacyclophanes

T．Sawada
M．　Tashiro

・　T．　Tsukirioki

・S．　Mataka

Rep．　lnst，　Adv．　Mat．　Study，

Kyushu　Univ．，　Vol．．11，　No．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Chiral　Building　Blocks’from（＋）一（S）一7，7a－Dihydro一　T．　Thlelnqnn’

7a覗ethyli繊dane－15（6H）一dion琴（Hajos－Pa㎡sh　　　A．　de　Meijere

Diketone）

・　M．　Noltemeyer Rep．　lnst．　Adv．　Mat．　Study，

Kyushu　Univ．，　Vol．　11，　No．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

N，N！一Bis（1－Pyrenylmethyi）一1，4，10，13－tetraoxa－

7，16．diazacycloectadeCane

K．　Kubo
T．　＄akurai’

・　N．　Kato Acta　Crystallographica，　Vol．　C53

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．1）

Synl　hests　and　Mercurophiiic　Prepenies，　of　2，2’一・

Oxybis（ethylenethiepuitropone　and　ct一［2一（2一・

Troponylthio）ethyll－ut一（2－troponylthio）oiigo
（oxyeth，ylene）・

K．　Kubo

H．　Takeshita

・A．　Mori Butl．　Chem．’Soc．　Jpn．　，　Vol　l　70，・

No．　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．1）

Diels－Aider　Reaction　’of　Fullerene’C60　’and　4－

Hydroxytropones　・　・　・
A．　Mori

H．　Takeshita

・　Y．　Takamoni Che伽istry　Letters，　No・5

（平9．5）

New　Troponoid　Liguid　Crystaliine　Compounds，5一　A．　Mori
Alkoxy－2（4－alkoxyb　enzoylamino）tropones，　ty・．K．　A．t．o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．　Ujiie

‘．K．　Hirayama

・　H．　Takeshita

Chemistry　Lettersi，　No．　6

（平9．6）
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Monolayer　Properd　es　ot’　FuUerenes　Containi　ng

Fluoroalkyl－Chain　and　Polar　Head　（iroups

K．　Shiratori

A．　Mori
j．一F．　Liu

’・@T．Nagamura’
・　H．　Takeshita

，J．　’Photopolymer　Science　and

Technoiogy，　Vol．　10，’　No．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．7）

1一（8，8－Picyanoheptafulven－3－yl）aza－15－croWn－5

Et血er

K．　Kubo

A．　Mori

・　N．　Kato

・　H．　Takeshita
Acta　Crysta11ographica，　Vol．　C53

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．8）

Preparation　of　Tetraphenylazuleneguinodimethanes
fセom　dhe　Reac；孟。鳳s　of　Azuieneq，篭ユinones、with

Diphenylketenes　ancl　the　’H　NMR　and　UV－vis

Speerral　Studies　in　Acidic　Media

A．　Mori

H．　Takeshita

・　Y．，Z．　Yan

．　T．　Nezoe

C血emist6・むeに晦N。．8
（平9．8）

Synthests　of　8，8－Dicyanoheptafulvene　from
qアdohξpta匡de血アliu血丁．etraflu◎Pt◎borate　a且d

B『o皿omalo血onitrile

H．　Takeshita

K．　Kubo

・　A．　Mori Organic　Syntheses，　Vol．　75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．9）

Preparation　of　Sigmatropic　2－Acylpxy－5－

perfluoroalkoxytropon’es：　New　MonocycLic
Tropo血oid　Liquid　Crystals　wit血a血E幽otropic
Sme，ctic　A　Phase

A．　Mod
H．　Takeshita

．　S．　Tak　ematsu C血emi甑’y　Le儲s、　N◎．10

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．10）

Electronic　Spectra　of　Jet－Ccoled　5－

Phenyltropofone．　The　Effect　of　Exeitation　df　t　he

Torsional　Vibrational　Levels　o∬Pro的n
T粗nn録elj血9

T．T馳ji

H．Sekiアa
Y．　Nishimura
A．　Mori

e　Y．　Hayashi

・H．Ha血abe
・　H．Kaw’　akami

Cherrzical　Physics　Letters，　No．

278
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．11》

Syn山esis　and　Complexation　Be血avior　Qf　Diaza一．

18－crown6　Carring　tvvo　Pyrenylmethyl　Groups
K，　Kubo

T．　Sakutai

．　N．　Kato Bull．　Chem．　Sec．　Jpn．，Vel．・70，

No．　12

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Synthests　of　9－Deoxycetylenol　D　erivatives　and

Their　Seed　Germination－Stimulating　ActivitY

F．　Li

A．　Mori

T．Sa弱a

」N．K飢。

・　H．　Takeshita

Chemistxy　Letters，　No．　12

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Spectroscopic　Properties　of　Scme　［60］Fullerene－o－

Quinedimethane　Monoadducts　and　Bisadducts
Y．　Nakamura
S．　Tobita

A．M◎憾

・　N．　Taki

・　H，　Shizuka

，　J．’　Nishimura

Fullerenes，　Vol．　4

（平9．121

Symbesis　and　Cotnplexation　B　ehavior　of　N，NT－Bis
（1－naphthyimethy1）一1，4，10，13rtet臓．ox　a－7，16一．

diazacyclooctadecane

K．　Kubo

E．　Yamamoto
T．　Sakurai

・’

q，　lshige

．　N．　Kato

Heterocycles，　Vol．　45
．（平9．12）

，　The　First　Total　Synthesis　of　Floerkein　B　and

　Barbilycopodin
N．．Kato

×．　Wn

・A．　Higo

・　H．　Takeshita

Heterocycles，　Vol．　46，

（平9．12》

Associatio且Co餓stants　of　581114・一Tetrao：匿a一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　コ　　　　　ニ
2，17－di，thまabicyc旦。［16．4」ltricosa－1（22），18，20－

nien－23－o皿e　for　V頭ous　Metal　Io血s

A．　Mori

H．　Takeshita

・　N．　Kato Heterocycies，　VeL　46

（平9．12）

Colliston－Activated　Dissociatian　Spectra　for　the

Characterization　af　the　Diels－Alder　Adducts

betwee血C60雄d　Tr◎po血oids

’A．　Mori

N．，　Kate

H，　Takeshita

・　J．一F．　Liu

，　R．・　lsobe

Repoms，Of　lnstitute　of　Advanced

M鋤a蓋Sεudy，　Kyushu
Unive『瓢1ツ，．Vol． 11，　No．　2

　　　　（平9．12）
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Photoaddition　Re包。醸◎無of　Me山y12，4。

Dioxopentanoate　with　Chloroprene

T．　Hatsui

H．　Takeshita　．

・’

@T．　Hashiguchi Reports　of　lnstitu　te　of　Advanced

Ma二eria艮S加dy．　K：yushu

University，　Vol．　11．　No．　2

　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Copper（II，）Bis（（trifluoromethyl）sulforiyl）amide．　A　J．　Nie

Novel　Lewis　Acid　Catalyst　in　Diels－Al　der　T．　Sonoda
Reactions　of　Cyclopentadiene　with　Methyi　Vinyi

Ketone

・　H．　Kobayashi Casalysis　Today，　Vol．　36

（平9．2）

0飢he　Charaαe磁ics　of．Eleごtrolytes　wiこh　New

Li由ium　lmide　saltS

F，　Kita

J．　Nie

H．　Kobayashi

・A．Kawakami
・　T．　Sonoda

J．　Power　Sources，　Vol．　68

　　　　　　　　　　　　　（平9．．2）

フラーレンの有機合成化学的展開一・Cs。シリルメ　永島英夫
チル誘導体の合成と有機、無機フラーレン誘導　　伊藤健児
体合成への応用

・神野清勝 日本化学会誌2号．
（平9．2）

Retention　B　ehavior，of　Calixarenes　with　Various

C．　Bondecl　Sitica　Pkases　in　Microcolumn　Liguid

Chromatography

K．Jinno　　　　　・K．T2血ab　e

Y．’Saito　・H．　Nagashima
R．　D．　Trengove

Analytical　Communi　cations，　Vol，
34，　No．　6

　　　　　　　　　　　　　（平9．6）

Separation　of　Polycyclic　Aromatic　Hydrocarb　ons　．　K．　Jipao
with　Various　C．　Fullerene　B　onded　Silica　Phases　in　Y．　Saito

Microcolumn　Liguid　Chromatography

・　K．Tanab　e

・　H．　Nagashima

Analyst．，　Vol．　122；　No．　8一

　　　　　　　　　　　　　（平9．8）

Casrb　on－Hydrogen　B　ond　Activation　by

Td㎞the！血m　Carb　onyi　Species　During　Carbon
Monoxide　P　romoted　E血nination　of　4，5－
Dihydroacenaphthylene　from　［（muG）eta（’）eta（S）一

Ct2Hio＞Ru3　H2（CO）7］　一　ltnpiication　of　Reaction

Intermediates

H，　Nagashima　，　・・　A．　Suzuki’

M．Nobata　，　i　K．　Aoki
K．　ltoh

Bull．　Chem，．　SOc．　Jpn，　Vol．　70，

No．　9

　　　　　　　　　　　　　（平9．9）

Rhodium－Catatyzed　Silylformylation　of　Acerylenic　1．　Matsuda　・　．　Y．　Fukuta
Bonds：Ius・ScoPe　and　Mechasiistic　Censtderations　T．　Tsuchihashi　・H．　Nagashima
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．K．　Ito血

Organometallics；　Vol．　16，　No．　20

　　　　　　　　　　　　　（平9，9）

新しい電解質塩の性質と最近の動向について 喜多房次
園田高明．

・川上　章 電気化学および工業物理化学，
65巻口語
　　　　　　　　　　　　（平9．11）

脇戸霧π【罷鹸観鰯鍛お嬰賊郎 ・園田高明 九州大学機能物質科学研究所報
告，11巻2号
　　　　　　　　　　　　（平9．12）．

光反応性を持つ複核有機金属錯体 永島英夫 ・鈴木昭洋 九州大学機能物質科学研究所報
告，tl巻2号
　　　　　　　　　　　　（平9．12）
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素子開発部門

Irofi－Based　Catalysrs　Supperted　on　Carb　on

Nanoparticles　ef　Holl　ow　Structure　fbr　Coal

Liguofaction

K．Sa北a皿shi
H．Ha馳。

・　H．　Taniguchi

・　1．　Mochida

Ind．　Eng．　Chem．　Res．，．Vol．　36，

No．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．2）

Tlte　Effects　of，Seeding　in　The　Synthesis’　of　Zeolite

MCM－22　in　Presence　of　Hexamethylefieimine

1．　Mochida

M．　Hironaka
K．Saka血isぬま

・　S．　Eguchi

・　S．　Nagao

・　D．　D．　Whitehurst

Zeolites，　Vol，　18

（平9．2）

Reinarkable　Catalytic　ActivitY　of　Calcined　Mtch
Based　Activated　CarboA　Fib　er　fer　（）xidative

Re拠ova韮。：f　SO2　as　A優ueous　B：ユSO4．

1．　Mechida

S．　Miyameto
Y．　Kbrai

K．　Sakanishi

M．　Yoshikawa

・　K．　Kureda

・　C．　Sotowa

・　S．　Kawano

・　A．　Yasutake

EneEgy　＆　Fuels，　Vol．　11，　Ne．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．3）

1回目tial　Period　of　NO－NH，　Reaction　over　a　Heat－

Treated　Pitch－Based　Active　Carbon　Fiber

1．　Mochida

S．　Kawano
A．　Yasutake

・M．　Kishino
・　H．　lwaizono

．　M．　Yoshikawa

Enagy　＆　Fuels，　Vol．　11，　No．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．3）

Determimation　of　Sulfur　Compounds　in　Non－Polaj’

Fraction　of　Vacuum　Gas　Oil

X．　Ma’

T．　lsoda

・K．Saka滋sぬi．

．　1．　Mochida

Fuei，　Vol．　76，　No．　4

（平9．3）

Catalytic　Activities　Qf　NiMo　and　CoMo／　A12　Q3　of

Vatiahle　Ni　and　Co　Contents　far　The

Hydrodesu1血ldza亘。鍛of　4，6－

Dimethyldibenzothi　opinene　in　The　Presence　of

NaPht血a1　en診

T．．lsoda

X．　Ma

I．　Mochida

・　S．　Nagao

・・　Y．　Korai

Applied　Catalysis　A：　Genertd，

Vot．　150

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．4）

Chemical　Vapor　D　eposition　of　Heterocyclic
Compou滋ds　over　Active　Carb　on　Fiber　to　Co血d

Its　Porosity　and　Surfa¢e　Functien

Y．Kavvabuchi
M．　Kishino
D．　D．　Whitehurst

．　C．　Sotowa

．　S．　Kawano

．　1．　Mochida

Langmuir，Vol．　13，　No．　’8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．4）

Crack　Formation　in　Mesophase　Pitch－Based
Carb　on　Fibres　Part　I　Som．e　1血fl　u帥tial　Factors　for

C鳳ck　For躍ladon

S．一H．　Yoon

Y．　Korai

・　N．　Tals　ano

・　1．　Mochida

Jou三田戯。重Mateda量s　Scie皿ce，　No．

32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．平9．5）

Crack　Formation　in　Mesophase　Pitch－Based
Carbon　Fibres　Part　2　De面1ed　S隣。εu爬of　Pitc血。

Based　Carbon　Fibres　with　Some　Types　of　Ctpen

Cracks

S．一H．　Yoen

I．　Mochida
・Y．Ko面 Jouma　of　Materials　Science，　No．

32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．5）

・Kinetic　Stロdy　of．　The　Co磁血uous　Removaユof　SO翼

on　Polyacrylonitriie－Based　Activated　Catbon
Fibres，　1，Catajytic　Activity　of　PAN－ACF　Heat－

Treated　at　800℃

1．　Mochida

S．　Kawano

M，　Yoshikawa

・　K．　Kuroda

．　Y，　Matsumura

Fuel，　Vol．　76，　No．　6

（平9．6）

High　Catalytic　Activity　of　Pitch－Base，d　Activated

Carbon　Fibres　of　Mederate　Surface　Area　for

OXidation　of　NO　to　Nq　at　Room，　Temperature

1．　Mochida，

S．　Kawano

M．　Ybshikawa

・　Y．　Kavvabuchi

・　Y．　Matsumura

Fuel，　Vol．　76，　No．　6

（平9．6）
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Kinetic　Study　of　The　Continuous　R　emoval　of　SQ，

L’：sing　Polyacrylonitriie－Based　Activated　Carbon

Fibefs，　2．Kinetic　Mode1

1．　Mochida

S．　Kawano

M．　Yoshikawa
R．　Andrews

・　K．　Kuroda

．　Y．　Matsumut’a

・E．Gr血ke

Fuel，　Vol．　76，　No．　6

（平9．7）

Effects　of　Catb　on　Black　Addition　on　Preparatioit　of

Meso－Cas‘bon　Mierobeads
Y．Ko面
S．一H．　Yoon

I．　Mochida

Y．Matsumura

・・@Y．　Gang

・　S．　lshida

・　Y．　Nakaghwa

Carbon，　Vol．　35，　No．　7

（平9．8）

ワンドアン炭急速熱分解チャ山の性状に対する
緩和な前処理の効果

岸野正裕
持田　勲

・坂西欣也 日本エネルギー学会誌，76巻5
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　．（平9．8）

Catalytic　Combustion　of　Carb　on　by　Alkali　Metal

Carb　onates　Suppo鵬d　o血Peroマskite－Type　Oxide
T．，Miyazaki
M．　Arita

’1．　Mochida

，　N．　Tokubuchi

．　M．　lnou，e

Energy　＆　Fuels，　Vol． 11，　No．　4

（平9．10）

Kine1証。　Smdy　o塾Red睦otio狙of　NO　of　Low

Concentration　in　Air　with　NH3　at　，Room・

Temperature　over　Pitch－Based　Active　Catbbn
Fibers　ef　Moderate　Surface　Area

1．　Mochida

M．　Hironaka
Y．　Korai

M．　Yoshikawa

．　S．　Kawano　’

・　Y．Kawabuchi・

．　Y．　Matsumura

Langmuir，　Vol． 13，　No．　20

　　　　　（平9．10）

Preparation　of　Mesocarbon　Microbead　s’　by

Pisperstng　Mesephase　Pitch　in　lsotroplc　，Pitches

Y．　Korai

S．H．　Yoon

I．　Mochida

C．　Yamaguchi
y．　salrai

・　S．　lshida

・　Y．　G．　Wang

・　Y．　Nakagawa

．　Y．　Masumura
・，　M．　Kematsu

Carbon，　Vol．　35，　No．　10－11

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．11）

Modificati　oms　to　Carbonization　of　Mesophase
Pitch　by　Addition　of　Carbon　Blacks

K．　Kamo
F．　Fortin

I．　Mochida

’・　J．　J．　Fernamdez

・　Y．　Korai’

Carb　on，　Vol．．　35，　No．　10－11

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．11）

Structural　Changes　of　FUIIerene　by　Heattreatment

up　to（漁P血iti2鋤。盤Tempe戯顎燈

1．　Mochida

Y．　Korai

・　M．　dgashira

，　K．　Yokogawa

Carbon，　Vol．　35，　No．　12

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

PreParation　of　Carben．Fiber　fro血1・sotroPtc　Pitc血

Conmi血g　Mesop血ase　Spheces
Y．　Korai

F．　Watanab　e

Y．　G．　Wang，

1．　Kato

Y．　Sakai

・　S．　lshida

．S．　H．　Yoen

・　1．　Mochida’

・T．iNaka　mut’a

・・M．　Komatsu

Carb　on，　Vol，　35，　No．　12

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．．12）

C磁雌）磁。｝lydrodesulfurizatio血of（＝｝as　Oi1飢d

Model　Sulfur　Compounds　over　Commercial　and
Labor飢ory－made．　CoMo　a血d　Ni魏。　CaLaIysts：

Activity　and　Reaction　Scheme

E．　Lecremay

I．　Mochida

’・　K．　Sakanishi Catatysis　Today，　Vot．　39

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Th，e　B　l　i2　一一〉　X　1／2　and，　C，1／2　．　A，1i2　Transitions・

・fNk＋Pr・duced恥m　A壌。n・After91・w　Re朗・nr
of　Kr

M．　Tsuji

Y．　Nishimura

・　M．　Tanaka Chem．　Phys．　Lett．，　Vol．　266，　No．

12
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．2）

Formation　of　the　H　e（3s，　3p，　3d）　States　by　Ion－ion

N，　eutralization　Reaction　of　He’　with　C6　F6’　in　the

Helium　Flowing　Afterglow

M．　Tsuji

Y．　Nishimura

．　M．　Nakamura C血e加．Leに。，No．3
（平9．3）．
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Dissociaeive　Exeitatien　of　CH，　via　Triplet

S叩erexcited　Sta£e　bアCollisio鵬wit勤εhe

Me鵬励le　Ne（3Pe，2）A勘◎斑s血aNeon　Flow魚9

Afterglow

M．T馳li　　　　・T．　Ko颯飢su

M．Tanaka　・M．　Nakamura
Y．　Ni　shimura

Chem．　Lenc．，　No，　4

（平9A）

Mass－spectrometric　Study　cn　lon－meSecute

Reac燵。塾s　of　CF3ぐwitぬPぬX（X瓢F，　C1，　Br，1）飢

Near－t血e藍mal　E鳳e虻gies

M．　Tsuji

E．　Oda

・M．A三z翫wa
。Y．　Nishi燃ロfa

Bull．　Chem．　Soc．　Jpn．，Voi．　70，

Ne．　5

　　　　　　　　　　　　（平9、5）

Fertnatien　of　He，（c，　d，　e，　f，　C，　D，　E，　F）States　by　　’M．　Tsuji　・E．Oda

Io血一ien　Neutralizatiefi　Reation　of　He2’　vvith　CsF6’i滋　M・Taaaka　　　’M・：N鋤認m

蜘・H・1髄Fi。w塊触創91。w　　　　　Y・Nishi血u鳳

Chem．　Lett．，　No．　5

（平9．5）

放電フロー型ケミカルドライエッチング装置の　辻　正治
試作

・西村幸雄 九大機能研報告，11巻1号
　　　　　　　　　　　　（平9．7）

繊轟々との正負イオ沖和反応によるHc5‘誌村離 ．・ D田恵理香 九大電離気体実験施設報告7号
　　　　　　　　　　　　（平9．7）

Che面cal　Io血ization　Mass　Spectra　of　Benzene組d　M．　Tsuji　　　　・EOda

Toluene　at　low　CH，　Pressures　Y．　Nishimura
Chem．　Lett．，　No．　8

（平9．8）

Mass－speccrometric　Study　on　lon一血olecule

Reactio鋒s　of　CF3“with　P蹟opy証e，　A雌e∬e，　a薮d　1。

butyne　at　Near－thermal　Energies

M．　Tsuji

E　Oda　・

．　M．　Aizawa

．　Y．　Nishimura

J．　Mass　SpectTom．　Soc．　jpn．，

Vol．　45，　Ne．　4

　　　　　　　　　　　　（平9．8）

上層大気中でのフロンのイオンー分子反応の解　　辻正治
析と無害化反応の開発

岩谷直治記念財団報告書，v。1．

20
　　　　　　　　　　　　（平9．8）

Mectro血ic　Spectra　of　Jeレcoo量ed　5－phe戯ア量一

tropolane，　The　，Effect　of　Excitation　of　the

Tersional　Vibrational　Leveis　on　Proton　Tumeling

T．T師
H，Sekiソa
Y．Nishi飢u鯉し

A．　Mori

，　Y．　Hayashi

・　H．　Haniabe

，　H．　Kawakami

Chem．　Phys．　Leec．，　Vol．　278，　No．

1－2－3

　　　　　　　　　　　（平9．10）

EmisSion　Spectra　of　NeRg2’（Rg躍Ar，　Kr，　Xe），　　　M・Tsuji　　　　’M・T飢aka
A戯9、・（Rg・・　k，　X・），雌dK・X・、・H・t・m・血1e・・1。鵬Y・Ni・himu鳳

Produced　in　Rare　Gas　Flowing　Afterglows　at　High

Stagnation　Pressures

J．　Chem．　Phys．，　Vol．　I　e7，　No．　13

　　　　　　　　　　　（平9．10）

，AChemical　Dry　Etching　of　Si　and　SiO，　Substrates　M．　Tsuji

by　F　Atoms　in　a　Dischatrge　Flow

・　Y．　Nishimura Jpn．　J．　Appl．　Phys．，　Vol．　36　Part

・1，　No．　11

　　　　　　　　　　　（平9．　t1）

上層大気中でのフロン系ガスのイオンー三子反　辻　正治
応の解析

昭和シェル石油石油環境研究助
成財団助成研究成果報告書（第
一回1995年度） No．　1

　　（平9．　11）
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Ion－tnotecuLe　Reactions　of　CF，’　with　Prepyne，

Alle∬e，　and　1－b　utyne　a£Nea卜t血er魚al　E舵rgies

M．　Tsuji

E．　Oda

．　M．　Aizawa’，

．　Y．　Nishimura
Atomic　Collisien　Research　in
Jap鋤，　No．．23

　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Emisston　Specttmm　ef　He，’　Produced　from　！，4．・T．SU－jl’

Collisional＝qadiative　Re60mbination　Reaction　of　Y・Nishimura

Hらやi虹aHelium　Flowi㎎A血erglow

・　E　Oda A£omic　Collision　Research　in
Japaii，　No．　23

　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

　　　　　　　　　　　　　コE躍1i弱io銀Specmユm　of　He　Produced㎞1隷Io11－io耳
Recombina蝋on　Reaごdon　of　He÷wi口1　C6　F6’

M．　Tsuji

Y．Nishi血ura

・　M．　Nakamura Atomic　Collision　Research　in
Japan，　No．　23

　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

S幡㎝re　a血d　Hydregen。bonding　Interac縫。鵬in

Jet－cqoled　Tropolone－acetone

H．　Hamak）e　，

N．　Nalcano

Y．　Nishimura

i　H．　Sekiya

・　K．　Nishi

Chem．　Phys．　Leec．，　Vol．　280，　No．

3－4

　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

熱エネルギー・・hイオンビーーム法による．プラズマプ　辻　正治

ロセスガスのイオン化・分解素過程に関する研
究

・西村幸雄 九大機能研報告，11巻2号
　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Improvement　in　Lithium　Cycling’Effieiency　by

Usi㎎Addi垣マes　i血Lithiu田Met滋

K．　Saito

S．　Tobishima

．　Yi　Nemoto

・J，　Yamalci

Journal　of　Power　Sources，　Vel．　68

　　　　　　　　　　　　　（平9．7）

Cathode　Performance　and　Voltage　Esiimation　of

MetaS　Triharaides

H．　Arai

Y．　Sakumi

・　S，　Okada

・J．　Yanalti
Journal　of　Power　Seurqes，　Vol．　68

　　　　　　　　　　　　　（平9．7）

Io出。　Co且d翌ctivity　aぬd．　Morp血010gy三n　Sらq3　a且d

錫qD。P・dZκ㌧F郷P・ep町・dby山・S。レG・1

’Method

R．　Chiba

J．　Yamaki

T．　Yonezawa

・F．Yos1塾i凱ura
．　T．　lshii・

・K．Endo墾

Solid　State　Ionics，　Vel．　104

　　　　　　　　　　　　　（平9．7）

リチウム金属負．極の最近の話題 山木準一
斉藤景一
根本康恵

．・ ﾑ　克也
・荒川正泰
・鳶島真一

電池技術，9巻
（平9．7）

E山ylene　Ca由。劇し飢e／ProI）y1ene　Carbo血aten－

M軸ソ1・Te軸アdr。釦餓n　T㎝鰐融ed　S。1ve皿
Eledwolyte　for’・　Rechageable　Lithium／Amorphous

V20s一？20s　Cells

S．　T6bishima

Y．Ne血oto

・　K．　Hayashi

rJ．　Yamalti

Electrochimica　Acta，　Vol．　42，　Ne．

11
　　　　　　　　　　　　　（平9．8）

リチウムイオン溶媒和状態と電池特性 林　克也
飛島真一

・根本康恵
．・ R木準一

信学技報σECHNICALR　EPORT
OF　IEICE），　CPM97－62巻

　　　　　　　　　　　　　（平9．8）

Electroche血ica豊and　Thermal　BehaVior　of　LiNi　1－x　　H．　A面

MzO，（M　＝Co，　Mn，　Ti）　J．　Yamaki
・　s．　okada J．，・Electrochem．　Soc．，Voi．　144，

Ne．　9

　　　　　　　　　　　　　　（平9．9）

P1磁昭fqg　Ge血eration　in　the　Formjng　of　Pr三】αted

黛・・i。・by出βAddi即r　M・山。d

S．　Sngihara

K．　Onose

H。A面
S．　ekada

S．　Tobistrima

．　A．　lwasawa

・　A．　Tanalra

・　T．　Shodai

・　H．　Ohtsuka

・J．　Yamaki

Journal　of　Applied

Electrochemistry，　Vot．　27

　　　　　　　　　　　　　　（平9．9）
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リチウム三次電池用多成分混合溶媒電解液の特　　三島真一
性　　　　　　　　　　　　　　　　　根本康恵

・林党也
・山木準一

電気化掌，65巻9号
（平9．9）

缶詰錯体正極 岡田重人
山木準一

・荒井創 電気化学，65巻10号
（平9」0）

リチウムメタル2次電池一一一一実用化復活の可能性　　山木準一
は果たしてあるのか

レアメタルニュース，1877巻
　　　　　　　　　（平9．10》

リチウムの三三形態に関する考察 山木準一 九州大学機能物質科学研究所報
告，11巻2号
　　　　　　　　　（平9．11）

最近の二次電池技術 山木準一 電子情報通信学会誌，80巻！2号
　　　　　　　　　（平9．12）

Developme鉱of　a　Co颯putat　io側，　Sche血e　for

Transien：　Combustien　lnstde　a　Refractoty　Tube

R．Kansuntistiirm　・　H．　Miyachi

o鉱9ko三　　　　・S．　W．　Churchi録
’H．　Ozoe

Combustion　and　Flame，　Vel．　108

　　　　　　　　　（平9．1）

use　of　lnhomogeneous　Magnedc　Fields　for　Silicon　柿本浩一・

α獅al　Growth　　　　　　　　　　　　　　　　（共著）
High　Magnetic　Fields：　Worid
Scienrific　Edited　by　Hans　J．

Schneider－Mumau
　　　　　　　　　（平9．1）

Numerical　and　lixperisnental　Analyses　fdr　Two－

phase　Flow　in　a　Vertical　Cylinder

K．　Kuwagi ．　H．　Ozoe The　Second　Kyushu－Taipei
International　Cengress　on．

Chemical　Engineedng
　　　　　　　　　（平9．2）

液体金属シリコンの対流不安定性 柿本浩一 謡本物理学会誌，52巻2号
　　　　　　　　　（平9．2）

Bubble　Fermation　in　Silicon－guartz　lnterface K．KaS　imoto　．　M．　Iiguchi
H．　Ozoe

The　Science　Reports　of　The

Research　I血虹馳tes，　Tohoku

University，　Series　A，　Materials

Destgn　by　Computer　Simulatien
IV，　一NucleaiSon　Theory　and

Simul組。血，　Vo三．43，　No．1

　　　　　　　　　（平9．3）

．圃uence　of　T血e酬Co抽du｛ntViry　and柳e慌面。　R．Ka亘戴i馳㎞・H．　Oz㏄
on　Stable　Co斑bus直on　I雄side　a　Re£能u尤α呼Tube　　　o鉦gko1

J．　of　Energy　Convers．　Mgmt，

Vol．　38，　No．　10－13

　　　　　　　　　呼9．4）

linhancement　of　Heat　Ttansfer　Rate　by　Application　T．Tagawa
of　a　Static　Magnetic　Field　During　Naniral

Convectま。血of　Li璽uid　Metal　i血aC糧be

．　H．　Ozee Joma　ef　Heat　Transter，　Vol．　119

　　　　　　　　　（平9．5）
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The　Oscillatory　Characteristics　of　Nattiral

Convection　of　Lxiguid　Metal　with　and　without

Externat　Magnetic　Field

T．Tagawa ．　H．　Ozoe Proc．of　Electromagnetic
Processing　of　Materials，　lnt．

’Ccng．，　Paris，　Vol．　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．5）

Micro－segregatio血of　Oxygen　at　a　So止id－liqU重d

In£erface　in　Silicon

K．　Kakiinoto ’・　H．　Ozoe Proceedi㎎s　of由e　first

sympoSium　o血鋤mic・scale
surface　and　in£erface　dynamics，

Tokye，　No．　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．5）

Magnetic　Field　Effects　on　Melt　Convection　During　K．　Kakimoto
Crystal　（irowth　’

．　H．　Ozoe Proceedings　of　th　e　12tk　KACG

Technical　Meeting　and　the　4th

Korea－Japan　EMGS　（Electronic

Materials　Growth　SymposiuM）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．6）

Three－dimensional　Analyses　for　Unsteady　’17vvo－

phase　Flow　in　a　Vertical　Cyiigder
K．Kuwagi ・　H．　Ozoe International　Conference　en　Fluid

and　Thermal　Energy　Conversion
tg7

（平9．7）

Transient．　Compptations，for　Th　etii！ally　Stabiiiz，ed

Combustion
R．Kansuntisukni　．　H．　Ozoe

ongko1
1獺ibna1。。㎡ere血ce。敷刊ui“
and　Thermal　Energy　Conversion
’97

（平9．7）

Numerical　Computation　of　the　Flow　Characteristics　H．　Ozoe
of　Liguid　Metal　under　a　Rotating　Magnetiq　Field

・　T．　Wakishima Inter　iational　conference　on　Fluid

and　Therm，al　Enetgy　Conversion
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．7）

（｝rowth　crystallography　of　Bi，2＄iO20　Singie

αystals　Solid雌ed　by　a　Floa血g　Zo蔽e　Methgd

S．　Eu ・　H．　Ozoe Joumal　of　Materials　Science，　Vol．

32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．7）

Numerical　Cpmputation　for・the　Czochralski　・

卑o皿e∬tum，　Heat　and　Mas＄T舩nsfer　u血der　a　Cu写p－

shaped　Magnetic　Field

Y．　Shimabukuro　・T．Tagawa
K．Kakitnoto　．　H．　Ozoe

The　third　interhational　thermal

energy　congress
　　　　　　　　　　　　　　　　　．（平9．7）

結晶成長と相図 柿本浩一
（共著）

結晶工学スクールテキスト　結

軽学の基礎㈹応用擁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．7）

Effect　of　Oxygen　and　Temperature　on，　the　Surface

Tensten　ef　Molten　Silico’n・

K．　Kakitnoto 日．本結晶成長学会誌．，Vot．24，

Ne．　4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．9）

Use　of　an　lnhomogeneous　Magnetic　Field　for

Siliqon　Crystal　Growth

K．　Kakimoto
H．　Ozoe

・　M．　Eguchi Joumai’of　Crystal　（irowth，　Vol．

180
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．10）
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Modification　of　Heat鋤d　Mass　Tra血sfers．and　T血eir　M．　Wa職ab　e

Effect　on　the　Crystal－Melt　lnserface　Shape　of　Si　M　Eguchi
Si処gle　Qツsta韮Dud昭Czochra皇ski　Crystat（㌃owtね

・　K．　Kakimeto
．．・

s．Hibiアa

Jpn．　J．　Appl．　Phys．，　Pasc　1，　Vol．

36’，　No．　10

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．10）

Sensttivity　of　Oxygen　Serisors　in　Silicon　Melt　to

Temperature　Flucruatiqn

K．　Kakimote
M．　Eguchi

・　H．　Noguchi ’Journal　ef　The　Electrochemical

Soci　ety，　Vci．　144，　No．　11

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．11）

高次風上差分法を用いた円筒容器内の気液二相　　桑木賢也
流解析（二相流モデルの比較と差分近似法の比
較）

・尾添紘之 化学工学論文集，23巻6号
　　　　　　　　　　　　　　　（平9．11》

Numerical　Simulatio∬for　U臨eady　Co血マec錘on　of　Y．　C．．　Won

Silicon　Melt　undet　a　Cusp－shaped　Magnetic　Fietd　H．　Ozoe

・K，Kak三颯oto The　I　Cth　Symposium　eA

Chemical　Engineering　TaejoAi

．8藩（KO叫K脚
　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．11）

Th母Gゴowth猫d　Chara醜e㎡z飢io総of　Bi4Ti3　q2

Single・　Crystal　Using　a　Floating－Zone　Method

S．　Fu ・　H．　Ozoe J．　Phys．・　D：　App1．　Phys．，　Vol．　30

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12）

Reactien　Pathways　in　the　Synthests　of
Photorefractive　y　一Bi，，MO．（M　F　Si，　Ge，　or　Ti）

S．　Fu ・　H．　Ozoe Journal　of　the　American　Ceramic
Society，　Vol．　80，　No．　1　O

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12》

Numerical　Analyses　for　Two－phase　Flow　in　a

Vertical　Cylinder，

S．　Kusu

H．　Ozoe

・　K．　Kuwagi The　Reports　of　lnstitute　of

Advanced　Matetia1　Study，　Kyu：曲u

Universtry，　Vol． 11，　No．　2

　　　　（平9．12．）

Analytical　Study　on　Mechanism　of　Boiliirig　Hear

Transfer　in　a　Moderate　Narrow・Space

Y．　Zhao

H．　Ozoe

・　T．　Masuoka

・　T．Tsuruta
Tra血sport　Plle鉦omena三級The藍mal

Science　and　Process　Engineering，
Vol．　1

（平9．12）

Effect　of　dncible　RoeatSen　on　the　Melt

Convection　and　the　Struocure　in　a　Czochralski

Method

M．　Akarrtatsu

’H．　Ozoe

・K．Kaki血oto Tra血sport　P血e110mena拠T血er無考
Science　and　Process　Engineering，・

Vet．　3

（平9．12）

Numetical　Computatien　of　the　Ftoating　Zone
Crystal　（irowth　Process　by　Boundat　y　Fitted

Element　Scheme

A．1血oue
T．　lmal

・　T．　Hashimoto

’　H．　Ozoe

Tra血SPOft　Phe且omena　in　T血e虻血al

Science　and　Process　Engineeting，
Voi．　3

〈平9．12｝

システム工学部門

Simultaneous　Measurements　of　Thermal
Conductivity　and　Dif釦sivity　of　Liquids購n4er

Micro－gravity　Condition

M．　Fujii

N．　imalshi

T．　Sakatnoto

・X．　Zhag
・　S．　Fujiwara

Int，　J．　Thermophystcs，　Vol．　18

　　　　　　　　　　　　　　　　．（平9．1）
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Numerical　Simulation　of　Mixing　of　Semiconductor　A．　Hirata

Melts　T．　Akiyama　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．　Yasuhire

・　K．　Arat’une

・　N．　lmaishi

Bu鎚e蕊n　of山e　Centre　for

Infmmatics，　Wase　da　Universiry，

Vo五．21
（平9．2）

Numerical　Simulation　of　Three　Dimensional

Unsteady　Marangoni　Convection　in　Half－zone

N．　lmaishi ・S．　Yasuhiro Proc．10由Int．　Symp．　Transport

P血enomena，　Vo且．1

　　　　　　　　　　　　（平9．2）

Numerical　Simulation　of　Solutal　Marangoni
Convection　During　Liquid　Mixing　under
Microgravity

S．Yasv血iro　　　・T．　Sato

N．imaishi　・A．　Hirata
M．Kumagawa

Microgravity　Science　and
Technology，　Vol．　9，　No．　4

　　　　　　　　　　　　（平9．3）

Melt　Mixing　of　the　O．31n／O．7GaSblO．3Sb　Solid

Combination　under　Microgravity

K．　Okitsu

T．Yamaguchi
S．　Fujiwam

N．㎞ais血i
T．　Oida

・　Y．　Hayakawa

・　A．　Hirara

・　Y．　Okano

・　S．　Yoda

・　M．　Kumagawa

Japanese　J．　Applied　Physics，　Vol．

36，　No．　6A

　　　　　　　　　　　　（平9．6）

DPM錯体を原料とするLiNbO3薄膜のcvD 鄭相鐵 ・今石宣之 九州大学機能物質科学研究所報
告，11巻1号
　　　　　　　　　　　　（平9．7）

Li（DPM）を原料とするLi20あるいはLi2co3薄膜　鄭　相鐵
の減圧Cvp

・今石宣之 九州大学機能物質科学研究所報
告，11巻1号
　　　　　　　　　　　　（平9．7）

Numerical　and　Experimental　Studies　on　Generation　T．Tsukata　・K．　Kaknoki
of　Crack　in　LiNbO3　Single　Cryscal．　・　M．　Hozawa　・N．．lsnaishi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K．Shima血ura　　・T．Fu㎞da

J．CI「ystal（ヨro軸，　Vol．　180

　　　　　　　　　　　（平9．10）

Micro／Macro　Modeling　ef　CVD　Synthesis N．　imaishi

M．　Kimura

．　T．　Sato

・　Y．　Akiyama

J．　Crystal　Growth，　Vol．　180

　　　　　　　　　　　（平9．10》

Rayleigh－Marangoni　’lhermal　lnstability　in　Twe

Liquid　Layers

．C．　J．　Jing

N．Im樋shi

・　T．　Sato Microgravity　Science　and
Tectmology，　Vol．　10，　No．　1

　　　　　　　　　　　（平9．10）

Simultaneous　Measurements　of　Thermal
Conductivity　and　Thermal　Diffusivity　of　Molten
Carbonates　with　a　Transient　Short－hot－wire

Method　・

M．　Fujii

Z．　or

N，　！maishi

・X．Z血a㎎
．　T．Tomimura

Proc．24th　I皿．　T血ermal
ConductiVity　C◎翅「．　a血d　12th　lnt．

Thermal　Expanston　Symposium．
（Pinsburgh，　Oct．　26－29）

　　　　　　　　　　　（平9．10）

宇宙環境での化学工学 今石宣之
白石秀夫

・鈴木睦 化学工学，61巻10号
（平9．lel

有機シランを原料とするシリカ薄膜の熱CVD

x

金網勲
秋山泰伸
今石宣之

・岡崎竜馬
・佐藤恒之

九州大学機能物質科学研究所報
告，11巻2号
　　　　　　　　　　　（平9．，12）
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表面張力対流の挙動 ’今石宣之 三熱研究，36巻蓋43号
（平9．121

純冷媒のフィン付鉛直面上での膜状凝縮に回す　小山　繁
る近似解析　　　　　　　　　　　　　　　　　　松元達也

・愈　堅 九州大学機能物質科学研究所報
告，10巻2号
　　　　　　　　　　（平9．3）

流下液膜プレー・…トフィン蒸発器内での純冷媒
HCFC　123の三熱および流動特性

小山　繁

桑原憲
・大原順一
・西山浩靖

九州大学機能物質科学研究所報
告，10巻2号
　　　　　　　　　　（平9．3）

建欝躍搬離翻年内魏曲局所熱三条堅 ・小山　繁 九州大学機能物質科学研究所報
告，10巻2号
　　　　　　　　　　（平9．3）

An　Apptoxtmase　Soiution　for　Laminar　Film
Conde総s鋤on　of　Pure　Refrigera皿；o撫V麟cal
Fi且血ed　Su㎡ace

S．Koyama　，　J．　Yu
T．　Mat　silmoto

Proc．　2nd　lnt．　Symp．　on　Heat

Transfer　Enhancement　and　Energy
Co皿servati　o丘

　　　　　　　　　　（平9．6）

Dynamic　Characteristics　of　Reg　e血e餓直ng　Procε弱　　　E．　Hit’a

of　Lithium－Bromide　Solution　Using　Solar　Energy　S．　Koyama

・　T．　Nakayama Proc．　of　3rd　lnt．　Termal　Etiergy

Congress

　　　　　　　　　　（平9．7）

機械工学年鑑（1996年）一三工学一
第1．6節凝縮・沸騰

小山　繁 日本機械学会論文集（B編），
63巻612号
　　　　　　　　　　（平9．8）

Conde血s組o皿of　B吻Re鮒gera皿M㎞fes　i血a　　S．　Koya皿a　　　・J．　Yu

Horizontal　Smooth　Tube　A．　lshibashi
Proc．　45th　Oji　intettnational

Sem血ar
　　　　　　　　　　（平9．9）

水平平滑管内における二成分混合冷媒の凝縮特　　小山　繁
性の予測計算法　　　　　　　　　　　　　　　愈　堅

・石橋　晃 日本機械学会論文集（B編），
層63巻613号

　　　　　　　　　　（平9．9）

水蒸気の水中凝縮振動に関する研究 平　栄蔵
小山　繁

・中吊英俊 宮崎県工業試験場・宮崎県食品
加工研究開発センターt研究報告
41号
　　　　　　　　　（平9．11）

A　Method　of　Aerosol　Pa」戯cle　Removal　App産】融g　　K。Kuwahara　　・S．　Koyama
Conde血sati　o血P11帥om副10且　　　　　　　　　　　　　　　K．　Hara　　　　　　・T．　Fujii

Heat　Transter一　Japanese
Reserach，　Voi．　26，　No．　6

　　　　　　　　　（平9．12）

Condensarion　Heat　Transfer　of　Refrigerant
Mixtures　in　a　Piate－fin　Heat　Exchanger

S．　Koyama ・T．Yam Proc．　of　l　eth　Int．　Sympe．　en

Tra血sport　Phe血omena　in　Theに鵬al

Science　and　Process　Engineering，
Ne．　2

　　　　　　　　　　（平9．12）
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Predictio血Method　of　In－ulbe　Condens鋤。ぬof

M嘘i－co拠PQne凱Vapor　Mixture
S．　Koyama ・　S－M．　Lee The　Reports　of　lnstitu　te　of

Advanced　Material　Study．　K＞Tushu
U2並vef’sity，　Vo1・ 11，　No．　2

　　　　（平9．　12）

An　Experimental　Study　on　Heat　Traiiafer　B　etween

Het　and　Cold　R　ooms　Ustng　with　Freon　Gas　R　l　14

B－D．　Park ・　S．　Koyama Theses　C611ection，　Sangju　Nat’1

Polytnchnic　Univ．，　Korea，　Vol．　7

　　　　　　　　　　　　　　　　．（平9．12）

Minimum　Heat－Flux　Point　and　ligujd・一Solid　Contact　H．　Honda

during　Rapid　Quenching　of　Thin　Wires　．，　H，　Y　amashiro

・　H．Takamatsu Heat　Transter－Japanese　，Research，

Vol．　24，　No．　6

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．3）

対向凝縮面を有する模擬チップ列の沸騰冷却に　田　．シ．ユウロン・高松　洋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本．田博司関する研究

日本機械学会論文集B編63巻
609号
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．5）

Condensatien　of　D　ownward‘Flowing　ZeQtrQpic
Mixture　HCFC－123／HFC－134a　o雄a　Staggered
Bundle　of　Hori　zontal　Finned　’IMbes

H．　Honda
N．　Takata

．　H．Takamatsu Proc．　of　the　2nd　ln；ernational

Sympostum　on　Heat，Transfer・

Enhancement　and　Energy
Conservation
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．6）

人工キャビティを有する模擬チ．ップの浸漬沸騰．高松　洋
冷却　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田博司

・久保秀雄 九大総理工報告，19巻2号
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．9）

Flow　Characxerist三cs　of　Co夏de鯛i昭Two－P血ase

Flow　in　H（xizontal　Microfin　Tubes

S，　Nozu ・　H．　Honda Ptoc．　of　the　ASME　Fiuids，

Engineering　Divi　sion　」　Vot．　244

　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．ll）．

Condensation　ef　Zeorropic　Mixture　HCFC－123／
HFC－134a　on　a　Staggered　Bundle，　of　Horizontal

Finned　Tub　es

H．　Honda

N．’Takata

・H．Talramatsu Proc．　of　the　SAREK’97　Annual

Wincer　Conference
　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．11）

混合冷媒HCFC－1231H　FC；134aの水平フィン付き　本田博司
管群における凝縮　　　　　　　　　　　　　　　高田信夫

・高松　洋 九大機能研報告，11巻2号
　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．12》

Researeh　aiid　Development　of　a　Transonic　Turbe

Campressor
H，　Hayami Turbomachinery　Fluid　Dynamics

and　Heat　Transter，　Marcel　D　eidcer’
C

1血C．

（平9．1）．

PC－PIV　System　fOt　a　Measurement，ef　Relative　Flow　’H．　Hayami

in　a　Rot鋤ng㎞pe11琴r． @　　　　　　　　　　　Y．　Wa鋤e
・　S．　Aramalti Prpceedings　of　The　Second

Intermational　Worlrshop　on
PIV’97・一Fukui

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．7》

Pressure　Fluctuation　in　Stall　and　SUrge　of　Transonic　H．　Hayami

Centrifugal　Compressor　With　a　Low－Selidity　H．　Hasegawa
Cascade　Diffuser

・　T．　ltoh Rroceed．i’ngs　of　JSME　Cegtenlxial

（㎞dCongress　I皿£ernado血a窪
Conference　on　Fluid　Engineering，
Vo1．三1

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．7）
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pr＞ベンチマーークテストの試み 速水洋
荒巻森一朗

・岡本孝司 可視化情報，17巻Supp1．1号
　　　　　　　　　　（平9，7）

フォトクロミック染料による物体後流中の乱流　　高畠　徹
混合の可視化　　　　　　　　　　　　　　　　　速水　洋

・高山英治 可視化情報，17巻Suppl．1号
　　　　　　　　　　（平9．7）

U丘s匡¢ady　Pheno瓶ena血a　Tra且s◎血ic　Turbo

Co血pressor
H．Haya血i Procedi興；s　of　19971AMS

I雄te轍tio皿aI　Seminar　on　T血ermal

and　Fluid　Engineering　for

Advanced　Energy　Systems

　　　　　　　　　　（平9。7）

三三る容器内の融（二次XCFDとP「v馨沓繕 ・四谷三寿
・小林敏雄

可視化情報，17巻Snpp1．2号

　　　　　　　　　（平9．10）

19971AMS国際セミナPt 速水洋 日本ガスタービン学会誌，25巻
99号
　　　　　　　　　（平9．12）

A　Noncontaoc　Method　fer　Measuting　Thermal

Conductiviry　and　Thermal　Diffusivity　of

Anisot　ropic　M飢eIials

M．Fjii　・，S．　C．　Park
T．Tomim旭餓　　　。　X．　Z血ang

！n；．　J．，of　Thermophysics，　Vol．

18，　No．　1

　　　　　　　　　（平9．1）

S㎞uIt飢eous　Measureme獄ts　of　Tぬe甑al
Conductivity　and　Thermal　Diffusiviry　of　Liguid

U血der　Micm9ごa嘘y　Co且di吐。旙

M．巧ii　　　　・X．　Z血a㎎
N．Imaishi　・S．　Fujiwam
T．　Saktunoto

1録匡．工of　Th　ermoP血ysics，　Vel．

18，　No．　2

　　　　　　　　　（平9．3）

Nonco繊t麟M鱈ure加e飢：of　l2me漁i　Temp轍ure　M　Fujii
Distribution　in　a　Solid　Material　Ustng　Ultrasonic

Comlnited　Tomograpky

・X．　kag Proc．　of　Expe血e血鼠Heat
Transfer，　Fiuid　Mechanics　and

Thermodynarnics　1997　Brussels，
Belgium，　Vol．　1

　　　　　　　　　　（平9．6）

Nu瓜edca乳Study　o』1：N自剛Nr　Coo塊of　Fin

Atrays　with　Enclosed　Boimdaries
J．Wet　・KHijikata
T．Tomimura　・M．　Fjii

Proc．of　the　PACIFIC　RIMIASME
Int．，　lntersociety　Electronic　＆

Phetonic　P　ackaging　Conf．

InterPACK’97，　1997，　Hawaii，
U．S．　A，，　Vol．　2

　　　　　　　　　　（平9．6）

Numerical　Study　on　Self－insulated　Gas－to－gas　Heat　T・T．9MiMUra　’fiM・．F．　u．J’ii

．Exchanger　Usitig　Porous　Media　V　P・Wu　・R．　Echigo
Proc．　of　the　3rd　Int．　Thermal

Energy　Congress，　1997，
Kitalryushu，　Japan，　Vel．　1

　　　　　　　　　　（平9．7）

自己断熱型ガスーーガス熱交換器の数値解析 富村寿夫
藤井　夫

・旧藩
・越後亮

九大機能研報告，11巻1号
　　　　　　　　　　（平9．7）
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機能評価基礎部門

Generation　of　Ct。Alkyl由io　Radicals　by　　　　　　　　T・Ikleno

Ph。b。ind・ced　O。e－Electr。・0・id・ti。血。fα一St蜘y正N・蝋

Sulfides　and　Their　Use　for　Carbon－Carbon　B　ond

Formation

・　M．　Harada’

・　K．　Narasaka

Chem．　Lesc．，　No．　2

（平9．2）

Preparation　of　Primary　Amines　by由e　Copper（1）
Catalyzed　R　eactiori　of　4，4’一Bis（triflu，　orom　ethyl）一

benzophenone　OMethylsulfonyloxime　and　Alkyl
（兇gna匪rd　Reagenしs

H．　Tsutsui

K．　Narasaka

・　Y．　Hayashi C血em．　Leロ；．，No．4

（平9．4）

Transformation　of　Okimes　of　Phenethyl　Ketone

Detivatives　to　Quinolines　and　Azaspirotrienones

Catalyzed　by　Tetrabutylammonium　Perrhenate　and
Trifluoromethanesulfonic　Acid’

H．　Kusama
K．　Uchiyama

・　Y．　Yanashita

・　K．　Narasalra

Bu皿．　Che血，　Soc．　Jp血．，Vo1．70，

No．　5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．5）

Syn血eSts　of・8－Hydroxyq曲10五i血es　by　the

qycliz飢io且of、醒一Hydro：曄yp血e皿eに血y旦Ketone（｝

2，4一　，Dinimophenyloximes

K．　Uchiyama
K．　Narasaka

・　Y．　Hayashi Syniett，　No．　5

（平9．5）

t

Prepamtion　of一　m－Acylphenol　Dedvatives　b　y　the’

Reaction　of　Tricarb　onyl（cyclohexadienone）iron

Complex　and　Higher　Order　Cupmes

S．　Ban

Y，　Hayashi

・　H．　Sakurai

・　K．　Narasalta

C虹em．　Leロ；，，．No．8

（平9．8）

Substituent　Effect　of　1，4－Benzenedicarb　onitriles　as・

Sensitizers　on　the　Photoinduced　Electron　Tranrfer

Reactions　in　Alcohol

M．　Suzuki
K．’　Osoda

T．　Suenobu
A．　lshida

・’

@T．　lkeno

・　K．　Nasrasaka

・S。Fu㎞z恩血i

Bull．　Chem．　S6c．　Jpn．，・Vol．　70，

No．　9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．9）

Oxidative　Generasion　of　1－Nitroalkyl　Radical’s　and

Their　Addition　Reaction　to　Olefins

N．　Anai ・　K．　Narasalca Bull．　Chem，．　Soc．　Jpn．，Vol．　70，

No，　10

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．10）

The　Catalyst　Precursor，　Catalyst，　and　lntermediate

in　the　Ruthenium（II）一Promoted　Asymmetric

・Hydrogen　Transfer　between．Alcohois　and　Ketones

K．　J．　Haack

A．　Fujii’

R．　Noyod

・　S．　Hashiguchi

・　T．・lkariya

A血gew．　C血e搬．　Int．冠d．　EngL，

Vol．’36，　NQ．　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．3）．

Kinetic　Resolution　of　Racemic　Secondary　Alcohols
by　Ruth帥ium（II）一Cata［yzed　Hydrogen　Transfer

S．　Hashiguchi
K．　J．　Haack

T．　lkartya

・　A，　Fujii

．　K．　Matsumura
・　R．　Noyori

Angew．　Chem．　lnt．　Ed．　Engi．，

Vol．　36，　No．　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．3）

A岡7加me頃。　Hydrbg帥a怠。血of　Cソ。雌。．α，β一

Unsa加ra二ed　Keto織es的C血セal　A皿ylic　Alcohols

T．　Ohkuma
’T．　lkariya

・・　H．　lkehira

・　R．　Noyori

Syniett，’　No．　5

（平9．5）

Molecular　・Ca；alysis，in　Supercrirical　FIUids T．　lkariya Jasco　Report
（平9．8）

Ascymmetric　Tfansfer　Hydroge釦臓娠。臓．ofα，β二

Acetylenic　K働血es

K：．M飢sumura．

T．Ik雄アa

・　S．　Hashigtichi

’・　R．　Noyori

J．　Am．　Chem．　Soc．，Vol．　・1　19，　No．

37
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平9．9）

九州大学機能物質科学研究所報告 第12巻　第1号（1998）

一　97　一


	KJ00004507867.pdf
	KJ00004507868.pdf

