
論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

Delay of diffusion in a thin layer electrochemical cell
（薄層電気化学セルにおける拡散の遅れ）

向　超耀

Comparison of fast scan voltammetry with microelectrode voltammetry of reduction of 1.4-benzoquinone
（ベンゾキノンの還元の高速ボルタンメトリーと微小電極ボルタンメトリーとの比較）

　　

Catalytic generation of chlorine with slight overpotential by micellar ferrocene
（ミセル化したフェロセンによる塩素の触媒生成）

　　

Voltammetric electrodes coated with carboxyl latex particles
（カーボキシルラテックスで被覆されたボルタンメトリ用電極）

李　天保

Study on Sharing Flexibly Resizable Multidimensional Arrays
（柔軟にサイズ変更が可能な多次元配列の共有方式に関する研究）

李　　

 修士論文 (2007年９月修了)

【ファイバーアメニティ工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

Cavitation erosion resistance of cast metals AUNG MYO KHAING

オンラインパーティクルカウンタを用いたDLC膜のなじみ挙動解析 淡路　俊介

強制流動アルカリ水電解に及ぼす隔膜の影響 伊藤　智昭

断熱性塗装剤の伝熱学的検討 王　　建軍

鋼管材料のキャビテーション壊食に関する研究 小木曽　貴昭

単一極入力を考慮したピエゾアクチュエータによる 適制振制御 金子　辰徳

ポンプ部材のキャビテーション壊食予測法 岸本　守央

データベースに基づく鋳鉄及び非鉄金属材料のキャビテーション壊食抵抗の解析とその応用 北川　哲夫

アイガモ農法におけるアイガモ群の誘導に関する研究 栗田　栄三

機械構造物に対するヘルスモニタリングシステムの構築に関する研究 坂下　聖和

金属含有DLC膜のトライボロジー特性 佐藤　智之

サーボプレスによるボス及びリブ付マグネシウム合金ケースの鍛造成形 清水　大地

再構成可能型生産システムにおける故障復旧の生産性への影響評価 白野　太一

摩擦斜面による免震装置の相対変位低減に関する研究 田口　直矢

地中熱利用融雪システムの実証とシステム設計条件の 適化 津田　　亨

固液混合物への超音波照射によって生じた音圧と音響流
（粒子形状等の影響）

畑山　祐輝

硬質薄膜の磨耗特性評価のためのマイクロスラリージェットエロージョン（MSE）試験装置の開発 平井　雄一

２段抵抗ろう付法によるNT超弾性合金とステンレス鋼の微細接合 廣瀬　繁太

各種肉盛材料のキャビテーション壊食特性 藤沢　盛司

地中熱源を利用した筐体内温度制御 政田　陽一

太陽光で熱還元した鉄系酸化物による水素の製造 松浪　圓聖

水溶性離型剤液滴蒸発時の蒸発曲線と固液接触および離型剤付着の関係 松村　武紀

回転ダイスを用いた湾曲材の押出し成形 三好　峻佑

修士論文（２００８年３月終了）

【機械工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

高温超伝導バルクを用いた同期電動機の開発及びパルス着磁法の検討 家田　 潤

二層金属埋め込みカソード構造GaNショットキー障壁ダイオードに関する理論的研究 石川 信洋

PbCl2:Br－結晶に於ける励起子緩和過程に関する研究 伊豆原 翔

キャンパス配電系統における電力品質の実態把握と品質向上に関する基礎研究 伊藤 彰俊

二段階窒化法を用いたRF-MBE単結晶InN薄膜成長に関する研究 岩尾 耕介

統合電力潮流制御装置（UPFC）による電力系統の三相不平衡改善に関する研究 榎本 昌高

GaN系へテロ接合FETにおける電流コラプス現象の評価に関する研究 柿澤 秀介

ニューラルネットワークによる通信ネットワークの 短経路の設計 郭 

テラヘルツ時間領域分光法を用いた生物組織の透過イメージングに関する研究 川上 和寿

AlGaN混晶半導体の価電子構造と光学異方性に関する研究 岸田 正明

クロック制御LFSRを利用したストリーム暗号に対する故障利用攻撃 北原 慶吾

IｎNに於ける赤外反射スペクトルの解析および物性評価に関する研究 栗原 健太

ニューラルネットワークによる施設配置の 適化 高　 兢

TCSCによる電力動揺抑制効果の実験と解析 洪 　嵐

画像処理によるプリント基板の外観検査 宮 　暁東

回転錯視図形の特性　-立体知覚と脳波信号解析- 齋藤 義晃

サイリスタ制御直列コンデンサの点弧角切り替え制御による電力系統安定度向上と遠隔制御 斉藤 良幸

AlGaN混晶半導体発光に於ける励起子緩和過程に関する研究 坂井 友英

AlGaN/GaNヘテロ接合における電子状態と接触抵抗に関する理論的研究 髙 陽一

可変フレームとスロット内多重化を用いた非一様可変長パケットアクセス制御方式の研究 髙田 一樹

RIPEMD族ハッシュ関数の左ライン暗号化モードに対する鍵関連ブーメラン攻撃 筑摩 　忍

走査型レーザ検眼鏡画像の高解像度化 坪井 豊英

ILUBCG法ポアソン方程式解法プログラムの開発とデバイスシミュレーションへの応用 西田 猛利

A Study on a Class of Intermediate Variants of 2-Dimensional Orthogonal Wavelet Basis Composition
NIK MOHD.ZARIFIE BIN

HASHIM

【電気・電子工学専攻】



SNOMによる高In組成 InAIN, InGaN の評価に関する研究 丹羽 弘和

NISTの乱数検定を用いた擬似乱数生成アルゴリズムの安全性評価 布川 恭平

適応同定によるIPMSMの電機子巻線抵抗推定機能付き位置センサレスベクトル制御に関する研究 能登 泰之

風力発電出力の変動抑制に関する研究 野村 知弘

配電系統に連系される分散型電源の連系可能容量評価に関する研究 花井 悠二

常圧MOVPE法による高In組成InAINの薄膜成長に関する研究 宝珍 禎則

InxGa1-xN (x=0～0.4)のMOVPE成長とMgドーピングに関する研究 保理江 勝

エンジン駆動ウォーターポンプ用永久磁石型誘導カップリングモータの検討 三安 礼輔

マイクログリッドにおける電源運用 適化に関する研究 宮元 英樹

超電導電機子巻線を用いた液体窒素冷却アキシャルギャップPM型高温超電導同期電導機に関する研究 森下 貴也

配電損失 小化による年間CO2排出削減量の評価に関する研究 横山 昌央

Research on an HTS Motor with Second Generation HTS Wire at Liquid Nitrogen Temperature 王 　卓男

多レベル符号化法による時空間符号生成に関する研究 五十嵐  広考



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

市街地環境における見通し率とSDMA基地局構成に関する研究 石田　怜司

調整の容易なディジタル補聴器回路の構成法に関する研究 岩本　拓明

FPGAを用いた遠隔講義のためのポインティングシステム 大泉　好史

気導音と骨導音を併用した口笛音・歌声の分析とその応用に関する研究 大久保　敬太

匿名オフラインクレジットカードシステムの実現方式 大橋　祐介

Si薄層化による耐放射線LSI基本技術の研究 大間　達也

骨導音を用いた口笛音楽検定試験システムの開発 黒谷　直人

全方位カメラと首振りカメラを併用した監視カメラシステムに関する研究 顧　　琳鋒

匿名通信路の研究 上良　和也

パンチルトカメラを用いた車両挙動計測システム 佐々木　翼

ZigBeeを用いたユビキタス補聴器の設計法に関する研究 杉原　圭祐

高信頼性を有する並列処理システムの研究 髙津　麻季子

気導音声と骨導音声を用いた話者識別システムの研究 竹田　　勉

マルチフォント回転文字の認識精度向上に関する検討 田邊　恒平

広帯域無線通信における擬似逆フィルタを用いた周波数特性歪み補償に関する研究 趙　　海燕

イベント駆動型カメラワークシステムのための情報記述設計と実装に関する研究 冨坂　高之

領域ベースの３次元Watershed法に基づく動画像からの高精度オブジェクト抽出に関する研究 豊岡　久実

フォーカス情報に基づく多視点・多焦点顕微鏡画像群からの高精度３次元形状復元に関する研究 那　西

ブロック化グラム・シュミット法を用いた 小二乗 小ノルム解の高速算法について 永田　浩造

注目対象誘導のための多視点映像の滑らかな切り替え提示に関する研究 樋口　翔太

子音部を保護した補聴器用雑音抑圧法に関する研究 福岡　秀和

対話的操作可能な3DCGシステムの改良とその応用 福永　洸己

災害時に強いIPネットワーク経路決定法の研究 前田　篤志

顔平面の法線密度による顔表情の認識に関する研究 三上　直己

【情報・メディア工学専攻】



ブロック化を用いたコレスキー分解ルーチンの自動 適化 宮川　佳泰

マニピュレータ経路計画アルゴリズムの３次元実装 村田　知也

主観評価に基づくバッファ制御を用いた符号化動画像の画質改善に関する研究 山形　純一

A Study on Real Time Detection of Facial Parts
顔部品のリアルタイム検出に関する研究

劉　　賀

全方位ステレオ画像からの三次元再構成に関する研究 渡　雄一

直接解法による悪条件線形方程式の高速算法とその 適化 伊藤  徹

共役勾配法における収束過程の可視化による高速化支援システムの検討 小寺　　晋

電気回路シミュレーションに基づくエッジ補間法の精度改善に関する研究 笹嶋  資泰

NetNUMPACにおけるテストプログラムの３次元図形表示システムの改良
―複数の関数の同時表示及び比較―

高田  洋輔



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

コミュニティビジネスの発生プロセスと地域連携に関する研究 朝倉　卓也

チダンバラムにおけるディークシタル・コミュニティとその居住空間に関する研究 飯塚　真弓

連続立体交差事業の特性把握及び効果把握に向けての基礎的研究 金丸　晃大

福井市S中学校における生徒の居場所・行動・学校空間に対する意識に関する研究 金森　大輔

伝統工芸産地における地域特性と事業者の活動実態に関する研究
-全国陶磁器産地を対象として-

阪本　一真

大野市市街地周辺における伝統的建造物に関する研究
－悉皆調査に基づく分布と外部構成に関する一考察－

佐野　文彦

観光への取り組みとそれに伴う集落の変容に関する研究
-中国・黄山風景区・紫雲村と翡翠村を事例に-

周　美

観光まちづくりにおける地域資源の評価に関する研究
-来訪者と住民の意識・行動を通して-

田中　雅之

衝撃荷重を受ける地盤構造物の挙動に関する模型実験と数値解析 中野　秀明

景観法に基づく景観計画における行為の制限に関する研究
-色彩基準を中心とした分析-

林　　孝宣

町家居住者の意識からみる町家保全に関する研究
-福井県越前市中心市街地を事例として-

前田　英輝

強震観測情報に基づく福井県周辺のS波速度構造と伝播減衰特性の推定 松島　祐介

個人属性と地域特性との関連性に着目した交通行動特性の現状と評価に関する研究　－福井都市圏を対象とし
て

楊　　揚

西安の書院門町並みの再生に関する研究
－歴史的都市景観の保存と復元について－

李　　

日本近代建築のリノベーションに関する研究
－組積造の系譜を持つ建築における空間構成に関する一考察－

林  　知憲

【建築建設工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

脱フッ素化反応を用いた機能性炭素の調製 青池　周平

全カラムイメージングキャピラリー等電点電気泳動法によるタンパク質の分析及び蛋白質とナノ粒子との相互作
用の研究

浅井　真哉

ウレタン結合とオキシエチレン鎖をともに有するビニルエーテルのカチオン重合挙動 市村　健太

Preparation and application of Ni-PTFE, PVDF and Pt/C blended electrode for fuel cell
（金属-樹脂ブレンド成型体の作製と燃料電池材料への応用）

伊藤　貴雅

インテグリンαvβ3に高い親和力を示す化合物の合成研究とIPBMのNETに対する結合シミュレーション 太田　　豪

Fluorination and characterization of carbon fine powder materials
（微粒子炭素材料フッ素化プロセスの開発）

奥山　洋平

ビーム偏向法による光及び化学物質の細胞への毒性の研究 加藤　智久

モノフィラメント紡糸工程の数値シミュレーション 坂井　恭平

温度変調DSCによるポリL-乳酸の結晶化過程の研究 櫻井　　輝

多層構造織物を利用したテキスタイルセンサーの評価 佐々治　俊典

キトサン系高分子ナノ微粒子の合成 清水　美智

キトサン／セリシン／ＰＥＯ 複合体の電界紡糸と作製ナノファイバーの後処理に関する研究 鈴村　克之

トリフェニルベンゼン薄膜の層状構造における積層欠陥 竹岡　玲應奈

キトサンの酸無水物による化学修飾とそのキトサン誘導体の多孔膜構造 田中　康之

Synthesis and optical properties of europium containing oxide fluoride glasses
（ユーロピウム含有酸化フッ化物ガラスの合成と光学特性）

谷田　洋志

凍結乾燥したポリL-乳酸の熱物性 田端　伸旭

Electrochemical properties and thermal properties of surface fluorinated LiNi0.75Co0.25O2

（表面フッ素修飾したニッケルコバルト酸リチウムの電気化学特性と熱特性）
玉井　　彰

種々の環部を導入したロタキサンの合成とその電子物性に関する研究 中島　　聡

スリット型インターレーサ内の空気流と糸姿勢・運動 原　悟志

Cyclotricathechylene を有するポリマー合成とそのガス吸着 原田　里美

ポリスチレン棒状ナノカプセルのガラス転移ダイナミックス 三須　　学

アクリル酸ナトリウムモノマー水溶液のゲル化に対する架橋剤濃度の影響 本　　善仁

コンバージェント法を用いた[7]ロタキサンの合成研究 山内　裕司

格子モデルに基づく星型高分子溶液の混合エントロピーの計算 　　洋

【材料開発工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

Controlled Radical Polymerization of Vinyl Monomers Using Chain Transfer Agent
（連鎖移動剤を用いたビニルモノマーの制御ラジカル重合）

AKMAL HADI BIN
MA'RADZI

網羅的ライブラリーの構築による Paenibacillus fukuinensis  由来キトサナーゼの反応機構に関わるアミノ酸残基
の機能解析

五十川　團哉

セリシンを利用した動物細胞培養技術の開発 伊東　一昭

アルケニルフルベンの分子内環化反応を利用したトリキナンの合成研究 稲垣　　祥

ヒドロキシアニオンによるナフタレン誘導体のBirch型光還元反応 織田　　拡

光脱炭酸を経由するイミンへの分子間付加反応 鎌倉　勇人

白色腐朽菌による難分解性物質の分解及び微生物相への影響 神谷　幸嗣郎

蛍光測定と熱測定による筋収縮制御タンパク質トロポニンおよびトロポミオシンの構造研究 田中　裕之

細胞の無血清馴化で生じるインターロイキン-6(IL-6)に対する応答変化の検討 田中　真人

ゲルを用いた、効果的な細胞培養剤の開発 成田　裕美

1,3-ジオキサンのCH2基の水和メカニズム： IR, NMR法による実験と ab initio MO, DFT 法によるシミュレーション 林　　真弘

エンジイン誘導体の合成研究 久木　一真

生分解性高分子キトサン/カルボキシメチルセルロース複合体の構造解析 藤本　侑子

微生物産生高分子ポリ（ε-リジン）を用いた高分子ブレンドの分子間相互作用および相溶性解析 藤原　康博

キャピラリー電気泳動においてイオン性界面活性剤を用いる電気浸透流の制御 古川　玲奈

膵島細胞の体外培養に 適な足場の構築 三石　紘史

微生物によるホルムアルデヒド除去機構の研究 山川　泰子

分子内Diels-Alder反応を経由する新抗菌物質の合成研究 吉村　欣哉

【生物応用化学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

量子状態の識別問題 石田　陽介

シリカガラス板断面の熱処理に伴う構造変化 岡﨑　明秀

二段階パルス磁場を用いた核磁気共鳴法の開発 川口　秀章

S=1/2かごめ格子反強磁性体ZnXCu4-X(OH)6Cl2の磁性 久保　雄太

高密度B4Cセラミックスのミリ波焼結の 適化に関する研究 坂井　和喜

量子コンピュータデバイスの候補P-doped Siの高周波ESR 杉山　和裕

CsPbCl3のシンチレータへの応用研究 竹内　博則

ドーナツ型断面強度分布を持つレーザー光による原子の磁気光学トラップ（MOT）の計算機シミュレーション 西山　博之

Rb原子気体のレーザー冷却・磁気トラップ 乗光　良直

原子核の相対論的平均場模型プログラムの開発と検証 三和　之浩

高出力・高周波パルスジャイロトロンの開発 村瀬　浩規

高磁場マグネットを用いたテラヘルツジャイロトロンの開発 森　　秀明

逐次磁気相転移を起こすCuB2O4の核磁気共鳴 安田　洋祐

神経伝達物質の水和構造および蛋白質との相互作用の解明 吉田　晋也

【物理工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

リスク管理に基づくネットワークトポロジー構築に関する研究 荒木　裕久

PSOを適用した良質解探索GAによる色抽出手法に関する研究 石川　雅史

「気分」を判断に用いた行動システムと実移動ロボットでの検証 石崎　雅己

ファジィ推論を用いた認識信頼度に基づく全方向移動ロボットの予測行動制御に関する研究 市川　　毅

モバイルセンサネットワークによるマルチホップテレオペレーションに関する研究 伊藤　　肇

ヒューマノイドロボットの個性化に向けて：情動生成モデルの適用 井上　雅之

Feature Selection by Measuring Diversity and Contribution of Features using Neural Network KABIR MD．MONIRUL

Grinding-shaping by Direct Position / Force Control and On-line Constraint Estimation 許　

痛覚－情動系におけるシナプス可塑性：脳神経活動のイメージングによる解析 切通　考貴

軌道不安定性を考慮した予測法におけるカオス時系列データ予測への影響 澤栁　宏憲

Shear 応力下のbinary disk 系の動的な空間応力パターン 竹井　健太

ソフトイーサフォンを用いた病棟看護支援システムの検討 塚田　　淳

受動歩行に現れる歩行パターンの動力学 豊田　範哲

コンボリューションモデルに基づいた拡張DOG関数によるオートラジオグラフの画質改善 日野上好則

手・腕運動における視覚・運動統合メカニズムに関する研究
- 視覚と運動の独立性 -

藤田　貴大

ファジィ推論を用いた契約ネットプロトコルに基づく協調行動制御に関する研究 藤田　陽平

仮想環境と相互作用する協調ロボットの奉仕型協調プロトコルによる労働配分及び確率共鳴による微弱信号下
における適応行動の獲得

不破　　彬

対話型遺伝的アルゴリズムを用いたインタラクティブサウンド生成システムに関する研究 宮下　　滋

シナプス学習のダイナミクスとHodgkin-Huxleyネットワーク 諸屋　　博

魚の行動予測を用いたプレディクションサーボイング 吉田　俊章

連文節に基づく辞書にない読みで入力された単語の検出アルゴリズム
―日本語初学者における日本語入力及び日本語学習支援システム―

劉　　琪

【知能システム工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

エアロゾルプラズマパイロリシス法によるセラミックナノ結晶の合成に関する研究 赤塚　玄悟

CFRP積層板の機械的特性に与える接合部の影響 秋元　豊晴

異種金属ブレンドによるスピネルリチウムマンガン化合物の電池特性改善に関する研究 市川　拓未

スズポルフィリン固定化繊維を用いた光誘起水素発生システム 伊藤　知子

イオン交換性ナノポーラスガラスの食塩電解への応用 今林　健二

溶融静電紡糸法によるナノファイバーの作製 岩田　敏治

関係テーブルの一結合方式とその評価 大窪　祐顕

オリゴアニリンの電子移動反応 大澤　賢吾

原子フィルタを用いた対流圏気温計測ライダーの研究 河合　寿二

放射状アリルアミンの2電子移動機構 河瀬　武志

ガボール変換を用いたメッシュ繊維の欠陥認識 　　荻

内燃式噴霧熱分解法によるLiNi0.5Mn1.5O4粉体の大量合成及び電池特性に関する研究 小島　正行

Generalized inverse法を用いたジェット流の音源探査 小林　聖治

超臨界二酸化炭素流体を用いるアラミド繊維のめっき 佐藤　恵美

二次記憶における多次元データのコンテナ化方式とその評価 嶋田　鉄兵

天然繊維を強化材とした生分解性複合材料の開発 清水　啓樹

Reconstruction of gas-liquid flows using the Stochastic Estimation with an electrode array and multiple shear-
stress transducers

周　　偉

ゾル－ゲル法によるポリビニルブチラール－金属酸化物ハイブリッドの形成と特性 杉本　憲太

LD励起高エネルギー出力超短パルスYb:YAGレーザの研究 髙間　正紀

煙濃度と連立したトンネル火災避難シミュレーション 武長　瑛資郎

トンネル内火災熱気流の遡上特性に及ぼす勾配の影響 田辺　久雄

吸着型および分散型脂肪酸銀ナノ粒子の電極反応 谷　　祐典

エアロゾルプロセスによるLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2粉体の合成と電池特性に関する研究 都築　孝規

熱回路網解析に基づく浴室の冬期温熱環境と安全性評価に関する研究 寺井　　寛

【ファイバーアメニティ工学専攻】



商店街における街路空間整備が店構えに及ぼす影響に関する調査研究 徳永　慎也

レプリカ索引を用いた索引分散管理システムに関する研究 中山　達也

ハードディスクドライブスピンドルグルーブ流体軸受の性能評価に関する研究 泙野　　寛

内燃式噴霧熱分解法によるスピネルリチウムマンガン化合物粉体の大量合成及び電池特性に関する研究 西田　昌弘

エアロゾルプロセスによる5V級マンガン系化合物の合成と電池特性に関する研究 花井　　寛

水電解マイクロバブル混入による乱流境界層摩擦抵抗低減の画像解析 原　　和之

多点光ファイバ歪みセンサの高性能化 平田　　雄

XML文書の実装方式と検索 適化 廣瀬　康生

新聞広告からみた福井都市圏における住宅間取りの変遷に関する調査研究 朴　愛蓮

トンネル火災時の熱気流の遡上特性および渋滞車両による影響に関する研究 峰　智哉

トンネル火災時における燃料電池自動車からの水素ガス放散に関する研究 矢野　史晃

マルチデータベースにおける段階的データマイグレーションに関する研究 楊　　忠偉

筋収縮制御タンパク質トロポミオシンの領域４に存在するアラニンクラスターへの変異導入の影響 日下部  貴久



論　　　文　　　題　　　目 氏　　名

二次元弾性波動および粘弾性波動問題における演算子積分時間領域高速多重極境界要素法 石田　貴之

分散型電源が連系された配電ネットワークにおけるアクティブフィルタの 適設置に関する研究 菊谷　裕隆

陽子線治療スキャニングシステムの開発 岸本　　慎

偏光特性を利用したジルコニウムのレーザー同位体分離に関する研究 畔栁　高明

入射粒子識別用シリコンストリップ検出器の性能評価 新庄　信明

内圧を受ける構造物の破壊に対するリスク評価手法の検討 鈴木　智久

脊髄における[18F]FDGを用いたグルコース代謝に関する研究 高橋　和宏

対話システムにおける人工人格の構成 田中　佑典

男性ホルモン受容体を標的とした分子イメージング薬剤の自動合成法の開発 辻村　修一

オブジェクト指向教育を支援する知的教育システム 寺尾　　剛

トラフィックの常時監視に基づくネットワークセキュリティの向上 富田　陽祐

携帯情報端末における例文に基づく日本語入力方式 野田　隆裕

Automatic Fissure Detection System by Borehole Images
HAZIM ANAS

HADDAD

高温用電磁超音波探触子の欠陥同定法の研究 藤木　一成

緑色植物の光環境に対する適応機構 保浦　一輝

数値シミュレーションによるレーザー同位体分離における光反応過程の解析 堀内　泰延

原子力災害に備えた防災訓練のあり方に関する研究
～現状と近隣住民の意識より～

松本　拓朗

多結晶型コンプトンスコープの開発 武藤　啓太郎

イーサフォン通信基盤を利用したアプリケーションの提案と構築 吉岡　正博

高速点火核融合用10kJ・10PWガラスレーザーシステムの 適化設計に関する研究 吉田　晴雄

宇宙太陽光利用レーザーの励起システムの概念設計に関する研究 若本　光洋

メッキ表面の印刷文字の画像処理による品質検査 石倉　  篤

福井市における今後の安全安心な道づくりに関する研究 帰山　洋志

【原子力・エネルギー安全工学専攻】
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