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（電気情報工学科） 

題       目 担当学生 指導教員

大気圧低温プラズマ法により作成した ZnO 薄膜における繰り返し堆積の効果 朝倉 稜 鹿間 共一

組込みシステムと IC カードで実現するインタフェースの実装 網野 祐輔 中山 仁史

クロスフロー水車を用いた小規模水力発電システムの諸特性解析 植松 恵司 漆原 史朗

計算機シミュレーションによる線形・非線形信号処理の分析と 適処理用途の

検討 

加藤 吉貴 雛元 洋一

速度-出力特性を考慮した同期発電機出力制御システムの構築 亀田 恭平 漆原 史朗

医療用動画像における線状パターンの動きの変化による識別能の計測 阪本 拓海 本田 道隆

フェーズドアレイアンテナ用小形給電回路の研究 佐藤 佑 辻  正敏

廃導線からの銅抽出方法に関する研究 鈴木 俊博 岡野  寛

プロジェクト管理における実働期間を表示可能なガントチャートの提案 関  亮太 柿元  健

タブレットを用いた板書画像表示システムの開発 田口 拓明 重田 和弘

マイクロ波センサのハイトパターンによる誤差検知軽減の研究 田中 秀和 辻  正敏

自動車用スロットアンテナに関する研究 中川 俊久 森本 敏文

空間分布ターゲットからの反響音試聴実験と動的システム構築の検討 野郷 孝介 原囿 正博

電気力線立体表示システムの開発 -ジェスチャーによる入力インタフェース- 長谷川雄太 重田 和弘

コーナーリフレクタに用いる偏波変換板の製作 星野 広樹 森本 敏文

農作業情報管理 Web データベースシステムの開発と自動スケジューリング機能

の提案 

細野 敬太 村上 幸一

詩吟発声における音響特徴分析に関する基礎的研究 溝渕 翔平 中山 仁史

横方向検知マイクロ波センサの研究 三好 太朗 辻  正敏

射出圧推定法における重畳する周期信号の 適設定値解析 六車 健宏 漆原 史朗

オープンソースソフトウェアの自動パフォーマンス・チューニング手法の提案森  佑貴 村上 幸一

X 線動画における線状陰影の認識能の向上のための動画処理 安原 正人 本田 道隆

酸化物ナノアイランドの表面観察と光電変換特性 與田 将士 岡野  寛

ICT を用いた農作業日誌作成支援システムの開発 クリス 重田 和弘

大気圧低温プラズマ法により AZO/ZnO ２層膜の特性ー下地製膜の RF 電力によ

る膜特性の変化 

ニテシュ 鹿間 共一

 

（制御情報工学科） 

題       目 担当学生 指導教員 

受動型立ち座り支援システムの試作と評価 赤木 周 十河 宏行 

"火星大気雰囲気での GHTA 溶接による SUS304 鋼の放電・溶融特性に及ぼす

ガス流量の影響" 

綾田  和城 吹田 義一 

類似つぶやき検索システムの開発 一里山空広 徳永 秀和 

ストレンジネスの効果を考慮した高密度物質の状態方程式  上谷  俊郎 遠藤 友樹 

Mn-Si 系および Mg-Si 系熱電発電モジュールの開発 江戸 拓朗 相馬 岳 
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CO2 ガスを用いた GHTA 溶接における必要ガス量の実験的調査 大野 友郁 正箱信一郎 

火星大気雰囲気での SUS304 鋼の GTA 溶接実験 大前  佑貴 吹田 義一 

自走倒立振子の設計・製作・制御 岡谷  勇希 平岡 延章 

セラミックハニカム型酸化亜鉛系熱電発電モジュールの研究 木村 祥梧 相馬 岳 

CCD カメラを用いた GHTA 溶接の輝度特性取得実験 河野 広 正箱信一郎 

"配管ポケット部に残留した液体のパージ方法に関する研究 

（市場調査および代替法との比較検討）" 

小西  亮伍 山内 庄司 

超高真空環境下での CO2 ガスを用いた GHTA 溶接実験 古免 久弥 正箱信一郎 

野球スコア Android アプリの開発 斎藤 悟志 徳永 秀和 

拡張現実感を利用した簡易ゲームの試作 篠原  由衣 十河 宏行 

機動性を考慮した小型走行体の開発 島  聖 十河 宏行 

暗渠水路検査ロボットの走行システムと位置測定装置の改良 下川  一幸 逸見 知弘 

自律型階段昇降ロボットの設計・製作 杉原  智美 平岡 延章 

条件付加時の 適経路探索アルゴリズムの開発  曹家  翔平 真鍋 知久 

"配管ポケット部に残留した液体のパージ方法に関する研究 

（パージガス流量推算式の改良） " 

竹井  颯 山内 庄司

体操選手の等価重心に基づいた Acrobot の制御則の設計 中條  文鈴 逸見 知弘 

"火星大気雰囲気での GHTA 溶接による SUS304 鋼の放電・溶融特性に及ぼす

溶接電流の影響" 

豊田  望 吹田 義一 

人工無能による疑似メール会話システムの開発 中西 優樹 徳永 秀和 

PS3(モーションコントローラ)の高専研究への応用 野崎  賢三 真鍋 知久 

コンクリート打撃振動特性の調査研究 蓮井 和基 神内 教博 

手のこんだ手抜き CG の作成方法の開発と研究 原田  雄大 真鍋 知久 

昇降機能を有する車椅子転回装置の開発 藤川  貴広 逸見 知弘 

コンクリート打撃装置の開発  藤谷 来輝 神内 教博 

表面筋電計を用いた筋力測定法の評価 古家  和樹 十河 宏行 

ロボコン用モータドライバの設計・製作 増田知絵美 平岡 延章 

真空管を用いたオーディオ用アンプの作製とその性能評価 松下  明弘 由良 諭 

"自然循環式蒸気発生ループにおける流れ振動に関する研究 

（流れ振動発生限界予測モデルの改良） " 

丸尾  嘉輝 山内 庄司 

コンクリート異常検知ソフトウェアの開発 美野 陽太 神内 教博 

Fe-Si 系熱電発電モジュールの開発 森重裕美子 相馬 岳 

適応型モデル予測制御によるプロセス系の制御 森本  貴也 逸見 知弘 

CO2 ガスを用いた GHTA 溶接における電極損傷の調査 山口 敬典 正箱信一郎 

ホワイトボードイレイザーロボットの設計・試作 山中  章弘 由良 諭 

コンクリート打撃データ･アクイジションシステムの開発 好井 宏平 神内 教博 
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4.2.3 学科・個人別 

（校長） 

嘉門雅史 

著書 

○ 嘉門雅史（監修）・太田貞次・三浦正純・鈴木智郎：“実践的橋梁維持管理講座”，大成出版

社，2011年7月． 

査読論文 

○ 嘉門雅史：地盤工学における資源の有効利用，地盤工学会誌，Vol.59, No.7, pp.1-3, 2011. 
○ Abedin, M.A., Katsumi, T., Inui, T. and Kamon, M.: Arsenic removal from contaminated groundwater 

by zero valent iron; A mechanistic and long-term performance study, Soils and Foundations, Japanese 
Geotechnical Society, Vol.51, No.3, pp.369-377, 2011. 

○ Flores, G., Katsumi, T., Inui, T. and Kamon, M.: A simplified image analysismethodto study LNAPL 
migration in porous media, Soils and Foundations, Japanese Geotechnical Society, Vol.51, No.5, 
pp.835-847, 2011. 

○ 諏訪靖二・嘉門雅史・木山正明・福田光治：真空圧密工法 －わが国での発展の歴史－，材料， 

第61巻，第1号，pp.2-6, 2012. 

国際会議発表 

○ Katsumi, T., Inui, T., Takai, A., Ishimori, H. and Kamon, M.: Effects of clay-chemical interactions for 
geo-environmental containment, Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Challenges and 
Solutions – The 14th Asian regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 
pp.25-36, 2011.. 

○ Inui, T., Katsumi, T., and Kamon, M. (2011): Heavy metal mobility in coastal MSWIA landfill in batch 
and column systems, Soil mechanics and Geotechnical Engineering: Challenges and Solutions – The 
14th Asian regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2011 (on CD). 

○ Kotake, N., Matsubara, S. and Kamon, M.: Dynamic interface behaviors of geosynthetic barriers by 
shaking table tests, Proc. 10th Japan-Korea-France-Canada Joint Seminar on Geoenvironmental 
Engineering, Takamatsu, pp. 135-140, 2011. 

○ Takai, A., Koga, H., Inui, T., Katsumi, T. and Kamon, M.: Piezocone for quality control of soil-bentonite 
mixture cut-off wall, Proc. 10th Japan-Korea-France-Canada Joint Seminar on Geoenvironmental 
Engineering, Takamatsu, pp. 149-154, 2011. 

○ Kotake, N., Urayama, S. and Kamon, M.: Bending strength characteristics of fiber-reinforced cement 
treated soil, Proc. 10th Japan-Korea-France-Canada Joint Seminar on Geoenvironmental Engineering, 
Takamatsu, pp. 183-188, 2011. 

 学会発表 

○ 高井敦史・乾 徹・勝見 武・嘉門雅史・荒木 進・吉村 貢：ソイルベントナイト遮水壁の 

遮水性能評価手法とその品質管理に関する基礎的研究，第9回環境地盤工学シンポジウム論文 

集，pp.53-56, 2011. 

○ 片山真理子・出島 茜・弘田実俊・乾 徹・勝見 武・嘉門雅史：長期屋外曝露試験による自 

然由来重金属を含有する岩石・土壌の溶出挙動，第9回環境地盤工学シンポジウム論文集， 

pp.177-180, 2011. 

○ Flores, G.・乾 徹・勝見 武・嘉門雅史：地盤中のLNAPLの挙動解明を目的とした画像解析 

システムの開発と適用，地下水地盤環境に関するシンポジウム発表論文集，pp.9-16, 2011. 

○ 西村正樹・赤井智幸・石田正利・嘉門雅史：遮水シートの促進暴露試験における光源影響の検 

討，ジオシンセティックス論文集，第26巻，pp.121-126, 2011. 

その他 

○ 平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（研究部門）受賞，2011年4月. 

○ 嘉門雅史：廃コンクリートのリサイクルへの新たな課題，コンクリート工学，Vol.49, No.8, 
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