
平成２４年（２０１２年） 

研 究 業 績 一 覧 



 



 

研究業績一覧凡例 

 

平成２４年４月～平成２５年３月 （Apr.,2012～Mar.,2013） 

 

 この研究業績一覧の論文等は，本校教職員が上記期間中に他誌等へ発表した研究業績である。 ゴシック体に 

より標記した者は，本校教職員である。 例：高専太郎，T.KOSEN 

 研究業績の範囲は主として次に掲げるものとし，各業績の先頭に番号による区分を示した。 

 

１．学会誌，協会誌等掲載学術論文（査読付）は［１］とした。 

２．国際会議発表*は［２］とした。 

３．著書は［３］とした。 

４．学会誌，協会誌等掲載記事（総説，解説，技術資料等），報告書は［４］とした。 

５．研究報告等掲載学術論文（査読なし）は［５］とした。 

６．学会発表，シンポジウム発表は［６］とした。 

７．特許等は［７］とした。 

８．芸術活動，建築作品，フィールドワークは[８]とした。 

 

 注：*は Proceeding 発表，Symposium 発表，Poster Session 発表を含む 

 

  

 掲載事項は以下のとおり。 

 

１．学会誌，協会誌等掲載学術論文（査読付）は [1] 著者名 : 論文名 ： 雑誌名, 巻（号）, 最初頁－最

後頁， （発行年）  

２．国際会議発表は [2] 発表者名 : 発表題目 : 発表誌名,  巻（号）,  最初頁－最後頁, （発表年月， 場

所） 

３．著書は [3] 著者名 : 書名（編集者） : 出版社名, （発行年）  

４．学会誌，協会誌等掲載記事，報告書は [4] 著者名 : 論文名 : 雑誌名,  巻（号）, 最初頁－最後頁, （発

行年）  

５．研究報告等掲載学術論文（査読なし）は [5] 著者名 : 論文名 : 雑誌名, 巻（号）, 最初頁－最後頁, （発

行年）  

６．学会発表，シンポジウム発表は  

[6] 発表者名 : 発表題目 : 発表誌名, 巻（号）, 最初頁－最後頁, （発行年）又は 

[6] 発表者名 : 発表題目 : 発表会名, （発表年月, 場所）  

７．特許等は [7] 発明者 : 特許等の名称 : 登録番号, （登録年）又は 

           [7] 発明者 : 特許等の名称 : 出願番号, （出願年）  

８．芸術活動，建築作品，フィールドワークは 

    [8] 制作者 : 作品等の名称, （発表年月, 発表した場所等） 又は 

    [8] フィールドワーク実施者 : フィールドワークの名称, （フィールドワーク実施年月, 場所等）  

 

  ※著者名等は２０名を越える場合は最初の１０名を記入し，ほか何名とした。 
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[1] 森野数博，皮籠石紀雄（鹿児島大），吉見祥吾（富士重工業），山根健作（鋼鈑工業），深田一徳（鋼鈑

工業）：Alloy718 の中高温における疲労き裂の発生に及ぼすラジカル窒化の影響：材料，61 巻（4 号），

pp.385-391，（2012年） 

 

[1] 皮籠石紀雄（鹿児島大），東 晃広（鹿児島大院），陳 強（高知高専），中村祐三（鹿児島大），森野数

博：高湿度下における Al合金 2017の疲労特性に及ぼす微視組織の影響：材料，61巻（6号），pp.556-563，

（2012年） 

 

[1] 仮屋孝二（第一工大），前田季輝（鹿児島大院），皮籠石紀雄（鹿児島大），陳 強（高知高専），中村祐

三（鹿児島大），森野数博：Al 合金 7075-T6 押出し材の疲労き裂伝ぱ挙動に及ぼす湿度の影響：材料，

61巻（8号），pp.712-718，（2012年） 

 

[4] 森野数博：複合教育によるものづくり技術者の育成：日本機械学会誌，115巻（1121号），pp.210-213,

（2012年） 

 

[4] 森野数博，大塚友彦（東京高専）編：特集「夢をカタチに，これからも －高専教育 50年－」：工学教

育，61巻（1号），pp.5-234,（2013年） 

 

[6] 西村太志（徳山高専），森野数博：ラジカル窒化を施した球状黒鉛鋳鉄の疲労強度に及ぼす欠陥寸法の

影響：日本材料学会第 61期学術講演会，（2012年 5 月，岡山大） 

 

 

 

 

 

 

 

校長 
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人文社会系分野 

 
 

[1] 谷岡憲三，光井周平，板東能生，南 雅樹（米子高専），森田正利（松江高専），松本浩介（〃），原田

寛治（津山高専），濵田朋起（広島商船高専），上 俊二（徳山高専），菅原 剛（宇部高専），伊藤正一

（大島商船高専）：中国地区高専陸上競技部合同合宿の取組みとその効果：論文集「高専教育」，第 36号，

pp.621-626，（2013年） 

 

[5] 冨村憲貴，木原滋哉：海外交流研修と学生の英語体験：呉工業高等専門学校研究報告，第 74号，pp.35-40，

（2012年） 

 

[2] Kazuaki ICHIZAKI：“Prosodic Traits of President Obama’s Utterances in a Hangout”：Proceedings of 

14th Joint Seminar on English Phonetics in Seoul，pp.14-19，（2013年 3 月 18日，Seoul National 

University，KOREA） 

 

[6] 市﨑一章：「オバマ大統領の発話分析－１対１のインタビューより－」：日本英語音声学会第 17回全国

大会予稿集，pp.10-17，（2012年 6月 2日，北見工業大学） 

 

[6] 市﨑一章：「オバマ大統領の発話分析－ハングアウトより－」：日本英語音声学会第 11回九州沖縄四国

支部大会予稿集，pp.11-18，（2012年 11月 10日，高知大学） 

 

[1] 外村 彰：室生犀星『愛の詩集』考―ロマンチシズムからの照射―：日本文芸学，第 49号，pp.71-84，

（2013年 3月） 

 

[3] 外村 彰：犀星文学 いのちの呼応 －庭といきもの－：鼎書房，（2012年） 

 

[3] 外村 彰（編）：もくはんのうた 高橋輝雄作品集：龜鳴屋，（2012年） 

 

[3] 外村 彰（編）：多喜さん詩集：龜鳴屋，（2013年） 

 

[3] 外村 彰（共編）：芥川と犀星：おうふう，（2012 年） 

 

[3] 外村 彰（共編）：太宰とかの子：おうふう，（2013年） 

 

[3] 外村 彰（分担執筆）：精選女性随筆集 第四巻 有吉佐和子 岡本かの子：文藝春秋（川上弘美編，解

説（岡本かの子）を担当），（2012 年） 

 

[3] 外村 彰（分担執筆）：高等学校 国語総合 教授資料：数研出版（六月 茨木のり子・I was born 吉

野弘を担当），（2013年） 

 

[4] 外村 彰：以倉紘平監修、苗村吉昭・外村彰編『大野新全詩集』：論究日本文学，97号，pp.125，（2012

年 12月） 

 

[5] 外村 彰：詩人・高祖保の歌（古調を愛した詩人）：ポトナム，89巻（6号），pp.62-65，（2012年 6月） 

 

[5] 外村 彰：室生犀星『蜜のあはれ』考 －金魚の冥通力－：呉工業高等専門学校研究報告，74号，pp.64-42
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（2012年 10月） 

 

[5] 外村 彰：室生犀星『かげろふの日記遺文』の人間像：立命館文学，630 号，pp.259-268，（2013 年 3

月） 

 

[6] 外村 彰：室生犀星『蜜のあはれ』考－成立と構想－：日本文芸学会，（2012年 6月，大阪産業大学梅

田サテライトキャンパス） 

 

[6] 上杉裕子：アメリカ女性詩人 Sylvia Plathと夫イギリス桂冠詩人 Ted Hughes－比較文化の視点から－：

高専機構 女性研究者研究交流会 ポスター研究発表，（2012年 12月，学術総合センター） 

 

[6] 上杉裕子：Sylvia Plath と Ted Hughes－愛の破綻と詩の創造：異文化の狭間で－：中・四国アメリカ

文学会 冬季大会，（2012 年 12月，別府大学） 

 

[4] 山岡俊一，林 和彦，岩本英久，佐賀野健，仁保 裕，井上浩孝，上寺哲也，溝上裕二（呉高専非常

勤講師）：地域貢献活動の提案・実践による人間力教育－授業「キャリア開発セミナー」－：工業教育，

9月号，pp.20-23，（2012年） 

 

[4] 佐賀野健：「JTサンダーズ対大分三好ヴァイセアドラー」戦評：日本バレーボールリーグ機構 Vプレミ

アリーグ試合会場レポート（2013年） 

 

[6] 山岡俊一，林 和彦，岩本英久，佐賀野健，上寺哲也，井上浩孝，仁保 裕，溝上裕二（呉高専非常

勤講師）：地域貢献活動の提案・実践による人間力教育「キャリア開発セミナー」について：平成 24 年

度全国高専教育フォーラム，（2012年 8月，東京） 

 

[4] 岩城裕之：医療従事者のための方言の手引き：日本語学，通巻 396号（第 31巻 8号），pp.36-45，（2012

年 7月） 

 

[6] 岩城裕之，林 和彦，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：呉高専における導入

教育－カリキュラム編成の軌跡と実践報告－：日本高専学会，第 18回年会，（2012年 8月，近畿大学高

専） 

 

[6] 林 和彦，岩城裕之，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：導入教育「技術者入

門」の実施報告：平成 24年度全国高専教育フォーラム，（2012年 8月，東京） 

 

[6] 三村陽一，山岡俊一，林 和彦，岩城裕之，上寺哲也，井上浩孝，佐々木伸子：高専 1 年時に行う導

入科目の新設に向けた検討：土木学会第 67回年次学術講演会，（2012年 9月，名古屋大学） 

 

[6] 林 和彦，岩城裕之，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：導入科目「技術者入

門」について：平成 24年度 中国・四国工学教育協会 高専教育部会 教員研究集会，（2012年 11月，

岡山市） 

 

 

 

 

自然科学系分野 
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[1]吉川祐樹，井上浩孝，加納誠二，光井周平，笠井聖二：学科に依存しない情報リテラシー教育への取り

組み：論文集「高専教育」第 36号，pp.121-125，（2013年） 

 

[6] 笠井聖二：物理教育の改善おける到達度試験結果の利用方法の検討：平成 24 年度全国高専フォーラム

教育研究活動発表概要集，AK22_2_3，（2012年 8月，東京） 

 

[6]山田祐士，笠井聖二，佐々木智大，三見智子：呉高専における連絡網システムの導入事例について：平

成 24年度全国高専教育フォーラム教育研究活動発表概要集，pp.265-266，（2012年 8月，東京） 

 

[6]吉川祐樹，井上浩孝，加納誠二，光井周平，笠井聖二：情報リテラシー教育への取り組みについて：平

成 24年度全国高専教育フォーラム教育研究活動発表概要集，pp.57-58，（2012 年 8月，国立オリンピッ

ク記念青少年総合センター） 

 

[6] 笠井聖二：高専物理教育におけるクリッカーデータの活用について：日本物理学会第 68 回年次大会，

26pXD-11，（2013年 3月，広島大学） 

 

[4] 林 徳治（立命館大学），若杉祥汰（〃），黒川マキ（大阪学院大学），河崎拓郎（立命館大学），北村光

一，原田 肇（京都府八幡市立男山中学校）：教養ゼミナール（53）情報通信社会におけるコミュニケー

ション活動－アクティブラーニングによる自律的な学び－：2012年度 立命館大学共通教育 前期 活

動報告書，p.25，（2012年 10月，立命館大学 BKC） 

 

[4] 林 徳治（立命館大学），若杉祥汰（〃），黒川マキ（大阪学院大学），中村研二（立命館大学），北村光

一，原田 肇（京都府八幡市立男山中学校）：教師のための教育的コミュニケーション活動：2012 年度 

立命館大学教職課程科目 学校教育演習 活動報告書，p.66，（2013年 3月，立命館大学 BKC） 

 

[4] 竹内 渉（岡山理科大学），木村 宏（〃），北村光一，岡戸真理子（岡山理科大学），本田絢也（環太

平洋大学）：岡山オルガノンにおける大学連携による教育の共有化－Ⅱ －ライブ型遠隔授業や VOD方式

による e-Learning 教育－：岡山理科大学情報処理センター研究報告，第 33 号，pp.45-54，（2012 年 3

月） 

 

[6] 北村光一，林 徳治（立命館大学）：高専生における主体的学習をめざした数学科授業の設計と実践Ⅰ

－呉高専生の学習に関する意識調査を通して－：日本教育情報学会第 28 回年回論文集，pp.248-249，

（2012年 8月，聖徳大学） 

 

[6] 深澤謙次，高遠節夫（東邦大）：Maxima 上での KETpic の実装について：RIMS 研究集会「数学ソフト

ウェアと教育」，（2012年 8月 21日，京都大学数理解析研究所） 

 

[5] 赤池祐次：東京高専と呉高専の数学カリキュラム比較：東京工業高等専門学校研究報告書，第 44（2）

号，pp.11-16，（2013年 3 月） 

 

[4] 山岡俊一，林 和彦，岩本英久，佐賀野健，仁保 裕，井上浩孝，上寺哲也，溝上裕二（呉高専非常

勤講師）：地域貢献活動の提案・実践による人間力教育－授業「キャリア開発セミナー」－：工業教育，

9月号，pp.20-23，（2012年） 

 

[6] 岩城裕之，林 和彦，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：呉高専における導入

教育－カリキュラム編成の軌跡と実践報告－：日本高専学会，第 18回年会，（2012年 8月，近畿大学高

専） 

 

[6] 林 和彦，岩城裕之，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：導入教育「技術者入

105



門」の実施報告：平成 24年度全国高専教育フォーラム，（2012年 8月，東京） 

 

[6] 山岡俊一，林 和彦，岩本英久，佐賀野健，上寺哲也，井上浩孝，仁保 裕，溝上裕二（呉高専非常

勤講師）：地域貢献活動の提案・実践による人間力教育「キャリア開発セミナー」について：平成 24 年

度全国高専教育フォーラム，（2012年 8月，東京） 

 

[6] 三村陽一，山岡俊一，林 和彦，岩城裕之，上寺哲也，井上浩孝，佐々木伸子：高専 1 学年時に行う

導入科目の新設に向けた検討：土木学会第 67回年次学術講演会，（2012年 9 月，名古屋大学） 

 

[6] 林 和彦，岩城裕之，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：導入科目「技術者入

門」について：平成 24年度 中国・四国工学教育協会 高専教育部会 教員研究集会，（2012年 11月，

岡山市） 

 

[1] Motoki Kino（国立天文台），Hirotaka Ito（京都大学），Nozomu Kawakatu，Monica Orienti（ボロー

ニャ大学）：New class of very high energy γ-ray emitter:radio-dark mini-shells surrounding in AGN 

jets：The Astrophysical Journal，764（2），pp.134-138，（2013年） 

 

[1] Akihiro Doi（宇宙航空研究開発機構），Hiroshi Nagira（山口大学），Nozomu Kawakatu，Motoki Kino

（国立天文台），Hiroshi Nagai（〃），Keiichi Asada（台湾中央研究院）：Radio Galaxies in Narrow-line 

Seyfert 1 Galaxies：The Astrophysical Journal，760（1），pp.41-51，（2012 年） 

 

[1] Donghoon Son（ソウル大学），Jong-Hak Woo（〃），Sang Chul Kim（〃），Hai Fu（カリフォルニア大学），

Nozomu Kawakatu，Vardha N. Bennert（カリフォルニア理工州立大学），Tohru Nagao（京都大学），Daeseong 

Park（ソウル大学）：Accretion Properties of High- and Low-Excitation Young Radio Galaxies：The 

Astrophysical Journal，757（2），pp.140-152，（2012 年） 

 

[1] Motoki Kino（国立天文台），Nozomu Kawakatu，Fumio Takahara（大阪大学）：Calorimetry of AGN 

Jets:Testing Plasma Composition in Cygnus A：The Astrophysical Journal，751（2），pp.101-109，

（2012年） 

 

[1] 川勝 望，白川友紀（筑波大学），本多正尚（〃），戸田さゆり（〃）：筑波大学「理数学生応援プロジ

ェクト」とスーパーサイエンスハイスクールとの関係：大学入試研究ジャーナル，23，pp.185-189，（2012

年） 

 

[2] 川勝 望：Dynamical evolution of AGN cocoons（招待講演）：Relativistic jets in AGNs，（2012年

11月，NAOJ，Japan） 

 

[2] 川勝 望，和田桂一（鹿児島大学）：Coevolution of AGNs and nuclear starbursts：AGN Workshop 2012 

in Jeju，（2012年 9月，Jeju Island，Korea） 

 

[6] 川勝 望：サブミリ波観測で探る活動銀河核の形成と進化（招待講演）：ALMA ミリ波サブミリ波観測で

押さえる銀河の基本観測量とその理解，（2013年 2 月，国立天文台） 

 

[6] 川勝 望：銀河とブラックホールの共進化（招待講演）：銀河進化と遠方宇宙 2013（第 1 回），（2013
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る発振モードジャンプの理論的・実験的検討：電子情報通信学会総合大会，C-2-8，（2013年 3月，岐阜） 

 

[6] 沖田靖能（呉高専専攻科），黒木太司：直線偏波検出用 60GHz帯プローブ：電子情報通信学会総合大会，

C-2-48，（2013年 3月，岐阜） 

 

[6] 森田智紀（呉高専専攻科），黒木太司：垂直ストリップ線路放射器を用いた 60GHz帯アレイアンテナの

検討：電子情報通信学会総合大会，C-2-49，（2013 年 3月，岐阜） 

 

[6] 黒木太司，國重健吾（呉高専本科）：315MHz帯地板付クロスミアンダラインアンテナ：電子情報通信学

会総合大会，C-2-50，（2013 年 3月，岐阜） 

 

[6] 井上晋吾（呉高専専攻科），黒木太司：94GHz 帯 NRD ガイドにおけるベンドの設計：電子情報通信学会

総合大会，C-2-63，（2013 年 3月，岐阜） 

 

[6] 一瀬健人（呉高専専攻科），明石 歩（呉高専本科）、黒木太司：平行平板内装荷 60GHz 帯金属ロッド

共振器の無負荷 Qの測定：電子情報通信学会総合大会，C-2-109，（2013年 3 月，岐阜） 

 

[6] 黒木太司，久保遥平（呉高専本科）：94GHz 帯 NRD ガイドサーキュレータ用フェライト共振器の設計：

電子情報通信学会総合大会，C-2-110，（2013年 3月，岐阜） 

 

[1] 槇野洋平（岡山大），藤井敏則，今井 純（岡山大），舩曳繁之（〃）：反射率漸減型 PSOを用いた電力

平準化システムの最適化：電気学会論文誌 B，Vol.132 No.7，pp.676-683，（2012年） 

 

[1] T Yamasaki，S Namba（広大工），K Takiyama（〃），and H Nojima（サムスン）:Effect of Cathode Length 

on Electrical Characteristics of a Microhollow Cathode Discharge in Helium：Jpn. J. Appl. Phys，

51 066001，（2012年） 
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[1] T Yamasaki，S Namba（広大工），K Takiyama（〃），and H Nojima（サムスン）:Pressure Dependences 

of Gas Temperature and Electron Density in Microhollow Cathode Discharges in He and He+H2O Gases：

Jpn. J. Appl. Phys，51 126101，（2012年） 

 

[5] 山崎 勉：高気圧水素混合ヘリウムプラズマの気体温度と電子密度の放電電流依存性：呉工業高等専

門学校研究報告，74号，pp.7-12，（2012年） 

 

[1] 谷岡憲三，光井周平，板東能生，南 雅樹（米子高専），森田正利（松江高専），松本浩介（〃），原田

寛治（津山高専），濵田朋起（広島商船高専），上 俊二（徳山高専），菅原 剛（宇部高専），伊藤正一

（大島商船高専）：中国地区高専陸上競技部合同合宿の取組みとその効果：論文集「高専教育」，第 36号，

pp.621-626，（2013年） 

 

[6] 板東能生，池端秀治（呉高専専攻科）：ハーマン法の精度評価：日本熱電学会学術講演会（TSJ2012），

（2012年 8月 27日，東京工業大学） 

 

[1] 吉川祐樹，井上浩孝，加納誠二，光井周平，笠井聖二：学科に依存しない情報リテラシー教育への取

り組み：論文集「高専教育」第 36号，pp.121-125，（2013年） 

 

[4] 山岡俊一，林 和彦，岩本英久，佐賀野健，仁保 裕，井上浩孝，上寺哲也，溝上裕二（呉高専非常

勤講師）：地域貢献活動の提案・実践による人間力教育－授業「キャリア開発セミナー」－：工業教育，

9月号，pp.20-23，（2012年） 

 

[6] 岩城裕之，林 和彦，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：呉高専における導入

教育－カリキュラム編成の軌跡と実践報告－：日本高専学会，第 18回年会，（2012年 8月，近畿大学高

専） 

 

[6] 吉川祐樹，井上浩孝，加納誠二，光井周平，笠井聖二：情報リテラシー教育への取り組みについて：

平成 24年度全国高専教育フォーラム教育研究活動発表概要集，pp.57-58，（2012年 8月，国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

 

[6] 林 和彦，岩城裕之，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：導入教育「技術者入

門」の実施報告：平成 24年度全国高専教育フォーラム，（2012年 8月，東京） 

 

[6] 山岡俊一，林 和彦，岩本英久，佐賀野健，上寺哲也，井上浩孝，仁保 裕，溝上裕二（呉高専非常

勤講師）：地域貢献活動の提案・実践による人間力教育「キャリア開発セミナー」について：平成 24年度全

国高専教育フォーラム，（2012年 8月，東京） 

 

[6] 梅本雄大（呉高専専攻科），井上浩孝：Self-Organizing Neural Grove and Its Incremental Learning 

Performance：平成 24年度日本神経回路学会全国大会，pp.2-16，（2012年 9 月，名古屋） 

 

[6] 杉山享志朗（呉高専専攻科），井上浩孝：Effective Pattern Recognition Using Self-Organizing Neural 

Grove：平成 24年度日本神経回路学会全国大会，pp.2-18，（2012年 9月，名古屋） 

 

[6] 向原康平（呉高専専攻科），井上浩孝：A Study on GUI for Self-Organizing Neural Grove：平成 24

年度日本神経回路学会全国大会，pp.2-15，（2012年 9月，名古屋） 

 

[6] 三村陽一，山岡俊一，林 和彦，岩城裕之，上寺哲也，井上浩孝，佐々木伸子：高専 1 学年時に行う

導入科目の新設に向けた検討：土木学会第 67回年次学術講演会，（2012年 9 月，名古屋大学） 
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[6] 松井修一（呉高専専攻科），井上浩孝：自己組織化ニューラル木立を用いた効率的なパターン認識に関

する研究：平成 24年度電気・情報関連学会中国支部第 63回連合大会，pp.458-459，（2012年 10月，松

江） 

 

[6] 吉田剛志（呉高専専攻科），井上浩孝：新指数型進化的プログラミングの有効性に関する研究：平成 24

年度電気・情報関連学会中国支部第 63回連合大会，pp.254-255，（2012年 10 月，松江） 

 

[6] 林 和彦，岩城裕之，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：導入科目「技術者入

門」について：平成 24年度 中国・四国工学教育協会 高専教育部会 教員研究集会，（2012年 11月，

岡山市） 

 

[1] 梶原和範（広島商船），平野 旭，田中 誠：Matlab によるディジタル信号処理実習－データ解析手

順の導入と画像処理での関数適用法について－：論文集「高専教育」，第 36号，pp.265-270，（2013年） 

 

[2]T. Sugitani（広島大学），S. Kubota（広島大学），A. Toya and T. Kikkawa（広島大学）：Compact Planar 

UWB Antenna Array for Breast Cancer Detection：Proc. of 2012 IEEE International Symposium on 

Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting，356. 10，（July 8-14，

2012，Chicago，USA） 

 

[2] K. Sogo（広島大学），A. Toya and T. Kikkawa（広島大学）：A Ring-VCO-Based Sub-Sampling PLL CMOS 

Circuit with -119.1 dBc/Hz Phase Noise and 0.73 ps Jitter：the 38th European Solid-State Circuits 

Conference，pp.253-256，（September 17-21，2012，Bordeaux，France） 

 

[2] K. Sogo（広島大学），A. Toya and T. Kikkawa（広島大学）：-119.1 dBc/Hz Phase Noise Ring-VCO-Based 

PLL CMOS Circuit Using A Tunable Narrow-Deadzone Creator in Frequency Locked Loop：International 

Conference on Solid State Devices and Materials，J-6-3，（September 25-27，2012，Kyoto，Japan） 

 

[2] T. Sugitani（広島大学），S. Kubota（広島大学），A. Toya，X.Xiao（天津大学）and T. Kikkawa（広

島大学）：Influence of Breast Organisms and UWB Antenna Array Configuration on the Resolution of 

Breast Cancer Detection：Proc. of 2012 International Conference on Solid State Devices and 

Materials，PS-11-1，（September 25-27，2012，Kyoto） 

 

[2] Akihiro Toya，Kenta Sogo（広島大学），Nobuo Sasaki（群馬高専）and Takamaro Kikkawa（広島大学）：

102.4 GS/s Impulse Sampling Circuit with Low Power and Low Timing Error Clock Generation：

International Conference on Solid State Devices and Materials，J-5-1，（September 25-27，2012，

Kyoto，Japan） 

 

 

 

 

環境都市工学分野 

 
 

[1] 森脇武夫，佐藤友彦（早稲田大学），古屋智郷（呉高専専攻科）：自然堆積粘土の水平方向透水係数の

評価法：第 57回地盤工学シンポジウム論文集，pp.167-174，（2012年 11月） 

 

[5] 菊池喜昭（港湾空港技術研究所），森脇武夫，勝見 武（京都大学），平尾隆行（中電技術コンサルタ
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ント），蔦川 徹（中電技術コンサルタント），服部 晃（日本触媒），岡本功一（日本触媒），山田耕一

（五洋建設），佐々木広輝（五洋建設）：管理型海面廃棄物処分場に打設する基礎杭が底面遮水基盤に与

える影響：港湾空港技術研究所資料，No.1252，pp.1-41，（2012年 6月） 

 

[6] 森脇武夫，古屋智郷（呉高専専攻科）：圧縮方向の違いが自然堆積粘土の圧縮性と透水性に及ぼす影響：

第 64回土木学会中国支部研究発表会発表概要集，Ⅲ-8，（2012年 6月，呉市） 

 

[6] 森脇武夫，脇岡宏行（呉高専専攻科）：自然堆積粘土の圧密に伴う骨格構造の変化に関する研究：第 64

回土木学会中国支部研究発表会発表概要集，Ⅲ-11，（2012年 6月，呉市） 

 

[6] 岡本功一（日本触媒），森脇武夫，菊池喜昭（港湾空港技術研究所），蔦川 徹（中電技術コンサルタ

ント），平尾隆行（中電技術コンサルタント），服部 晃（日本触媒）：管理型海面処分場へ打設する杭へ

の塗布剤としての膨潤性止水材の効果の検証：土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集，pp.93-94，

（2012年 9月，名古屋市） 

 

[4] 竹内準一：今月の話題 学生たちが生き返る国際交流の場：用水と廃水，54（12），p.1（2012年） 

 

[5] 竹内準一，大崎直生（株式会社クリタス）：緩速ろ過池の砂層に生息するユスリカ幼虫の消化管フロー

ラ：呉工業高等専門学校研究報告，74号，pp.13-18，（2012年） 

 

[5] Juni Takeuchi，Rabindra Raj Giri（大阪産業大学）：Wastewater management in tropical monsoon 

climates: sanitary and ecological implications：呉工業高等専門学校研究報告，74 号，pp.19-26,

（2012年） 

 

[2] 及川栄作：The manufacturing process and the feature of the ionized hydrogen water（IHW） using 

the bacteria：第 2回日本･中国マイナス水素イオン学術会議，（2012年 8月，仙台市） 

 

[6] 下田 直（呉高専専攻科），及川栄作：湧水から単離した微生物の増殖度と酸化還元電位の関係：第 64

回土木学会中国支部研究発表会，（2012年 5月，呉市） 

 

[6] 及川栄作,下田 直（呉高専専攻科），及川胤昭（創造的生物工学研）：微生物により作製した還元水か

ら溶存水素の検出：第 64回日本生物工学会大会，（2012年 10月，神戸市） 

 

[6] 及川栄作：電離水素水の製造法開発と応用例：科学技術振興機構(JST)新技術説明会，（2012 年 11 月，

東京都） 

 

[8] 及川栄作：イノベーションジャパン 2012大学見本市出展発表，（2012年 9月，東京都） 

 

[1] 重松尚久，小田 登（株式会社スターロイ），松浦一正（株式会社松浦建設）：打撃破壊方式による岩

盤切断機（インパクトカッター）の開発：平成 24 年度建設施工と建設機械シンポジウム論文集，

pp.121-124，（2012年 11月） 

 

[1] 重松尚久，河村倫太郎（呉高専専攻科），室 達朗（愛媛大学），小田 登（株式会社スターロイ）：バ

ックホウのアタッチメントとしての硬質岩盤掘削機の開発－花崗岩に対する荷重制御実験－：第 13回岩

の力学国内シンポジウム併催第 6 回日韓ジョイントシンポジウム講演論文集，pp.665-670，（2013 年 1

月） 

 

[2] R.Kawamura（呉高専専攻科），T.Shigematsu：The efficiency test of a rock excavator by use of a 

multistage edge excavation method：Proceedings of the 2012 Japan-Taiwan Symposium on intelligent 
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Green and Orange （iGO） Technology，pp.40-41，（2013年 1月，Taiwan） 

 

[4] 河村倫太郎（呉高専専攻科），重松尚久，室 達朗（愛媛大学），小田 登（株式会社スターロイ）：端

面掘削方式を用いた多段型掘削機の開発に関する研究：テラメカニックス，第 32 号，pp.55-59，（2012

年 5月） 

 

[4] 岡本有希加（愛媛大学），重松尚久，小堀慈久：強降雨による斜面崩壊調査と安全解析についての考察，

テラメカニックス，第 32号，pp.73-78，(2012年 5 月) 

 

[4] 重松尚久，岡本有希加（愛媛大学），小堀慈久：強降雨による斜面崩壊調査と安全解析に基づく施工法

についての考察：建設機械 11月号 573，pp.43-48，（2012年 11月） 

 

[4] 重松尚久，河村倫太郎（呉高専専攻科），小田 登（株式会社スターロイ）：ディスクカッタビット摩

耗検知システムの開発のための基礎的研究：建設機械 1月号 575，pp.63-67，（2013年 1月） 

 

[4] 重松尚久，松浦一正（株式会社松浦建設），小田 登（株式会社スターロイ）：打撃破壊方式による岩

盤切断機の開発（インパクトカッターの開発）：建設の施工企画①No.755，pp.49-52，（2013年 1月） 

 

[1] 吉川祐樹，井上浩孝，加納誠二，光井周平，笠井聖二：学科に依存しない情報リテラシー教育への取

り組み：論文集「高専教育」第 36号，pp.121-125，（2013年） 

 

[6] 吉川祐樹，井上浩孝，加納誠二，光井周平，笠井聖二：情報リテラシー教育への取り組みについて：

平成 24年度全国高専教育フォーラム教育研究活動発表概要集，pp.57-58，（2012年 8月，国立オリンピ

ック記念青少年総合センター） 

 

[2] M. Kita（広島大院），T.Kurokawa：Changes in Flow and Water Quality Using a Flow-Accelerating 

Device Installed in a Reservoir：Proceedings of 11th International Conference on Civil and 

Environmental Engineering（ICCEE2012），B3-3，pp.85-86，（2012年 8月，Hiroshima） 

 

[6] 黒川岳司，北 真人（広島大院）：貯水池におけるジェットポンプ式流動促進装置による流況と水質改

善効果：第 47回日本水環境学会年会講演集，3-B-11-3，（2013年 3月，大阪市） 

 

[1] 山岡俊一，坂本 淳（岐阜高専），今田寛典（広島文化学園大）：土砂災害に対する斜面地居住者の意

識レベルを考慮した防災学習パンフレットによる防災教育に関する研究：土木学会論文集 F6（安全問題），

Vol.68，No.2，pp.I_187-I_192，（2012年） 

 

[1] 坂本 淳（岐阜高専），山岡俊一，藤田素弘（名工大）：地方鉄道への財政的支援問題に対する沿線住

民の賛否態度の要因分析－岐阜県樽見鉄道を事例として－：都市計画論文集，No.47，No.3，pp.325-330，

（2012年） 

 

[1] 坂本 淳（岐阜高専），山岡俊一，藤田素弘（名工大）：高速道路利用後の自動車に着目した速度特性

分析および安全性評価：第 32回交通工学研究発表会論文集，pp.1-6，（2012 年） 

 

[3] 藤田素弘（名工大）（編著），小池則満（愛工大）（著），坂本 淳（岐阜高専）（著），鈴木弘司（名工大）

（著），野田宏治（豊田高専）（著），松本幸正（名城大）（著），山岡俊一（著）：社会基盤の計画学－確

率統計・数理モデルと経済諸法－「第５章 多変量データの解析（pp.55-82）」：理工図書，（2013年 3月） 

 

[4] 山岡俊一，林 和彦，岩本英久，佐賀野健，仁保 裕，井上浩孝，上寺哲也，溝上裕二（呉高専非常

勤講師）：地域貢献活動の提案・実践による人間力教育－授業「キャリア開発セミナー」－：工業教育，
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9月号，pp.20-23，（2012年） 

 

[6] 恩田直幸（岐阜高専専攻科），坂本 淳（岐阜高専），山岡俊一，藤田素弘（名工大）：地域住民を巻き

込んだ鉄道まちづくりの可能性に関する一考察－樽見鉄道を事例として－：平成 24年度土木学会中部支

部研究発表会講演概要集，pp.253-254，（2013年 3 月，豊田市） 

 

[6] 林 和彦，岩城裕之，山岡俊一，上寺哲也，井上浩孝，三村陽一，佐々木伸子：導入科目「技術者入

門」について：平成 24年度 中国・四国工学教育協会 高専教育部会 教員研究集会，（2012年 11月，

岡山市） 

 

[6] 坂本 淳（岐阜高専），山岡俊一，藤田素弘（名工大）：地方鉄道への財政的支援に対する沿線住民の
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