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項 目 取 組 状 況 

教 育  令和 3 年度担当科目 

総合工学実験実習Ⅱ(2 年)，電気機械工作実習(3H)，CAD 設計製図(3H)，センサー工学(5H)， 

卒業研究(5H) 

 担当科目の取組状況（工夫・改善した点） 

より実践的な技術の修得を目指し，説明と実習を交互に推し進める事を意識し，授業づくりを行

っている．CAD 設計製図では今年度から新たに KiCAD を導入し，実際の PCB 基板の発注まで

授業をおこなった．総合工学実験実習Ⅱではロボットを最新の micro:bit を用いた実習に変更し，

より高度なロボット教育を低学年で行った． 

研 究  平成３０～令和２年度における研究業績 

 学術論文執筆 

(1) T. Hirade, H. Ando, K. Manabe, D. Ueda, “Detector identification by 

waveform shape analysis for effective data acquisition: Improvements in time 

resolution and count rate for positron annihilation age-momentum correlation 

measurement”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 

Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 

Volume 931, pp.100-104, (2019). 

(2) Do Duy KHIEM, Hirokazu ANDO, Hiroto MATSUURA, Masafumi AKIYOSHI , 

“Investigation of Characteristics of Low-energy X-ray Radiated from the 

Crookes Tube Used in Radiological Education”, Radiation Safety 

Management, Vol 18 p. 9-15 (2019). 

(3) 安藤太一, 佐々木健, 服部舜, 中井悠稀, 花谷侑成, 西田昌平, 野崎幸汰,“高専ロボコ

ン 2020 におけるパフォーマンスロボットの開発”,. 大阪府立大学高専研究紀要 第

55 巻, (2022/1) 

(4) 野田達夫, 安藤太一, 山下良樹, 勇地有理, 田中翔吾, 中田 裕一,“高専生を主体とし

た動画教材作成の試み”, 大阪府立大学高専研究紀要 第 55 巻, (2022/1) 

 国際会議での発表 

(1) Hirokazu Ando, Masato Yamawaki, Tetsuya Hirade, Xunxiang Hu, 

Masafumi Akiyoshi, “ Advanced fast PALS system for irradiated single 

miniature specimen ” , International Conference on Fusion Reactor 

Materials-19,Abstracts-P365, (2019 年 10 月,USA). 

 学術講演会での発表 

(1) 安藤太一,山脇正人,平出哲也，秋吉優史,”微小試験片を用いた陽電子消滅寿命評価手

法の開発”日本原子力学会 2018 春の年会,大阪,2018/3. 

(2) 安藤太一，Do Duy Khiem，秋吉優史 ，BaF2 シンチレータを用いたクルックス

管からのパルス状低エネルギーエックス線の測定，日本原子力学会 2018 秋の大会，岡

山，2018/９.  

(3) 安藤太一,陽電子消滅測定系を用いた微小試験片評価手法の開発, 関西原子力懇親会 

平成 30 年度研究発表・国際学会発表支援,大阪,2019/1. 



他 3 件 

 特許 

特願:2017-239693，発明者:平出哲也,安藤太一,真鍋賢介,上田大介， 

出願日:2017/12/14，発明の名称:陽電子消滅法等のための同時計数法の高計数化 

 

 令和元年～令和３年度における外部資金獲得状況 

    科研費国際協力 B (2021) 

 学会などでの受賞 

(1) 安藤 太一 陽電子消滅測定系を用いた微小試験片評価手法の開発 陽電子科学研究交流

会 陽電子科学研究会奨励賞（2017 年 9 月、 逗子） 

(2) 安藤 太一, 山脇 正人, 平出 哲也，秋吉 優史, 陽電子消滅測定系を用いた微小試験片評

価手法の開発, 日本原子力学会 2018 年春の年会 ポスターセッション アイデア賞 受賞

（2018 年 3 月、大阪） 

(3) 安藤 太一, 陽電子消滅測定系を用いた微小試験片評価手法の開発, 関西原子力懇親会 

平成 30 年度研究発表・国際学会発表支援 最優秀研究発表賞 (2019 年 1 月、大阪) 

社会貢献  令和元年～令和３年度における公開講座・出前授業の取組状況 

産学連携推進会 第 1 回技術実践セミナー 講師(2020/9) 

公開講座 地デジアンテナを作ってみよう(2021/7) 

 令和元年～令和３年度における学協会等の委員 

原子力施設の社会的安全性に関する検討委員会 委員 

 特記すべき社会貢献の内容 

(1) 大阪万博 Honaikude 高専顧問(2021/7) 

(2) あべのハルカス学園祭 ろぼっと倶楽部出展 (2021/11) 

(3) 大阪府立大学 未来の博士育成ラボ 協力(2022/3) 

(4) 近畿地区合同ロボコン 2022 協力(2022/3) 

 


