
論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

STM of iron porphyrin adsorbed on HOPG substrate with home-made ｔips（自製電極によるＨＯＰＧ基板に吸着した鉄ポルフィリン
のＳＴＭ）

　  涛
（Ｄｅｎｇ　Ｔａｏ）

Fabrication of morphology-Controlled platinum nanoparticles for methanol oxidation(メタノール酸化用形態制御された白金ナノ粒
子の作製）

 小俊
（Ｚｈａｎｇ　Ｘｉａｏｊｕｎ）

論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

予混合圧縮自己着火機関の混合燃料による着火制御手法の検証 井手上 薫樹

燃焼合成による高強度セラミックスのトライボロジー解析 惠美 洋介

コンクリート2次製品用鋼製型枠の強度設計および動的解析に関する研究 奥野 遼司

鳥害防除を目的とする動体検出と可変型視覚・聴覚刺激を備えた小型装置に関する研究 鴨 三範

マイクロスラリージェットエロージョン（MSE)法における材料硬さと摩耗率の関係 木地 紘一朗

非比例多軸負荷における疲労強度評価ツールの開発およびTi6Al4Vの疲労強度特性 清水 祐太

PSOによる再構成可能型生産システムの 適化に関する研究 徐 慧清

ナノスケール周期構造を付与したDLC膜の摩擦特性 白川 泰道

新型ヒートパイプBACHを用いた防火水槽融雪システムの検討 鈴木 健介

回転ダイスによる可変湾曲材の押出し 鈴木 健嗣

液体衝撃エロージョンとキャビテーションエロージョン 滝波 誠

フェムト秒レーザを用いた表面ナノ加工 玉村 徹也

はんだ接合部の多軸疲労強度評価およびはんだの強度特性データベースの構築 寺島 隆介

2層金属めっき合金化接合法によるTi-Ni合金とステンレス鋼のマイクロ接合 中澤 和也

アイガモ農法におけるアイガモ群の誘導を目的としたカモ型ロボットに関する研究 橋本 啓佑

気泡崩壊圧測定に基づくキャビテーション壊食予測法 廣瀬 拓也

SPHによる実時間流体シミュレータの高精度化 - 外力補償項の導入とGPUへの実装 - 廣田 功貴

潤滑下におけるDLCの摩擦摩耗特性に及ぼす添加剤の影響 廣濱 公治

機械構造物のヘルスモニタリングシステム構築に関する研究 正木 啓太

SUS304鋼の海塩ESCCに及ぼす付着塩化物量の影響と耐ESCC性向上法
MOHAMMAD SYAFIQ

BIN MOHD NOR

ステライト及びTi-Ni合金肉盛材の耐キャビテーション壊食性 守山 なぎさ

過熱面上に液滴衝突時の固液接触状況の観察と諸量の計測 山田 哲也

地中熱・太陽熱を用いる融雪システムの実証試験と簡易設計手法の検討 山端 信也

FEM解析による切欠試験片の非比例多軸低サイクル疲労寿命評価 山本 竜太

非比例負荷における多軸低サイクル疲労寿命の材料依存性および材料定数αの評価 楊 涛

高温面噴霧冷却時の固液接触状況の観察と諸量の計測 若山 寛司

量子化学計算によるデカリンの低温酸化反応機構の検討 渡邉 貴文

 修士論文 (２００９年９月修了)

【機械工学専攻】

【ファイバーアメニティ工学専攻】

修士論文（２０１０年３月終了）



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

AlN薄膜における反射・発光・励起スペクトルの光学異方性及び歪み依存性に関する研究 伊藤 智治

太陽光発電システム群のオンオフ制御による出力安定化制御に関する研究 岩﨑 真幸

風力発電用横磁束型永久磁石同期発電機に関する研究 江原 直哉

階段状In組成勾配中間層の導入によるMOVPE成長IｎxGa1-xN(x～0.25)膜の結晶性向上 王　詩萌

ウェーブレットを用いる回路解析法における解像度の選択法の改良と精度の評価 大石 真徳

蓄電池容量 小化を目的とした風力発電出力平滑化に関する研究 上村 浩俊

二回転子永久磁石同期機を用いた遊星歯車レス電子制御式CVTの提案とその特性 神谷 憲吾

窒化物半導体パワースイッチングデバイスの低損失化に関する研究 國塩 直樹

センサ開閉器からの計測情報を活用した配電系統の集中型（LRT・SVR）電圧制御に関する研究 栗原 雅典

ESR測定によるAlGaN混晶半導体の発光始状態に関する研究 近藤 智也

GdドープAlNの発光機構に関する研究 澤井 駿

GAおよびSOMによる低品質文字の認識に関する研究 嶋田  恭兵

進化型アントコロニー 適化法の開発に関する研究 周  小凡

テラヘルツ時間領域分光法を用いた腫瘍病理診断に関する研究 須藤 良太

キャンパス配電系統のモデル化に関する研究 高橋 伸幸

無極性GaN基板上AlGaN/GaNヘテロ接合FETに関する研究 近岡 大成

実数値遺伝的アルゴリズムの世代交換モデルの開発に関する研究 辻 寛規

認証付分散セグメント木に関する研究 土山 優

エピタキシャルグラフェンの任意基板上への大面積転写に関する研究 寺崎 博満

微傾斜基板上AlNの成長に関する研究 原 宏行

階層型マイクログリッドにおける 適電源運用に関する研究 福嶋 正史

将棋棋譜の自動記録 - シャッターコントロールおよび記録の実験的検討 - 船元 信二

RF-MBE法によるZnO基板上GaN薄膜成長に関する研究 朴木 博則

サブピクセルを考慮したCubic-Bスプライン補正による超解像度化の検討 前田　裕昭

フェロモンモデルを用いたハイブリッド遺伝的アルゴリズムの大域的 適解探索 松塚 優

ライスフェージング下におけるTPSK型多レベル符号構成について 宮原 健

TCSCの点弧角切り替え制御による電力動揺抑制効果向上に関する研究 山口 博史

LRTとの制御分担を考慮したSVCの瞬時電圧制御手法に関する研究 山口 益弘

InAlNのMOVPE成長における反応管内ガス流速の効果に関する研究 山本 政智

メカニカルスタック型InGaP/InGaAs/Si 3接合タンデム太陽電池の作製に関する研究 李  敏

横磁束型一電機子二回転子永久磁石同期電動機に関する研究 洲嵜  仁志

【電気・電子工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

主軸優先合成アルゴリズムを用いた並列ボリュームレンダリングの実装と高速化 浅野 琢也

多焦点画像群からの3次元形状復元における誤差低減に関する研究～表面テクスチャの輝度分布に着目した誤差低減法～ 伊藤　敦史

波束の運動の数値シミュレーションに基づいた新しいハートマン効果の検証 上田 祐輔

気導音声と骨導音声を併用した話者識別システムに関する研究 金井 重樹

ワイヤにより生じる散乱現象の解明と通信品質に及ぼす影響に関する研究 加納  宏基

反復型数値計算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改善 木内 俊介

人体通信用アンテナの小型・高性能設計に関する研究 木本 健介

種々の量子力学的な到達時間分布の比較に関する研究 倉本 雅章

ハンガリアンスケジューラ 小寺 佑規

汎用的な特異値分解プログラムの開発 齋藤 広貴

タプルストリームからのデータキューブの分散構築 佐々原　秀男

光学式モーションキャプチャーを用いた運転動作の分析 佐藤　亮介

スペクトル分析合成法による粗糙性嗄声の復元 柴田 裕一朗

Research on Low-Profile Design of Loop-Slot Artificial Magnetic Conductor（ループスロット型人工磁気導体の低姿勢設計に関す
る研究）

湯 小佼

XML文書分散管理システムにおける文書順保持方式とその高速化 坪井 祐貴

アンテナ素子指向性によるダイバーシチ効果の推定に関する研究 寺田　典央

二変数関数の能率的な補間法について 唐 凌翔

瞬時ピッチに着目した口笛検定試験システムの高度化に関する研究 成瀬 悟

ドライビングフィーリング分析のためのLEDマーカを用いたドライバ視線計測システム 花井　雅典

MathMLを用いた数式表現に対する検索インターフェイスの改良と実装 林 哲平

操作の連続性に着目した投機予測を用いるシミュレーションフレームワークの構築 廣田 雅幸

予測MOSの平坦化に基づく符号化画質の改善に関する研究- H.264符号化器への実装とレート制御の高精度化 - 宮川 大五郎

【情報・メディア工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

アントニン・レーモンドの住宅論 - 〈自然〉の解釈をめぐって - 青山 佳弘

和ろうそくの炎のゆらぎ再生と評価 旭 翔一

戦後日本の「小住宅」に関する考察 - 増沢洵・清家清・池辺陽の作品を通して - 尼見 幸介

構成類型と利用状況からみた広見の空間特性- 都市の結節点におけるデザインガイドに向けた基礎的研究 - 石原 周太郎

地震時の帯基礎の極限支持力に関する数値解析 上木 美菜子

地方小都市における新しい生活交通サービスの利用促進手法に関する研究- 大野市を事例に - 上嶋 絵里

鋼材制震ダンパーを用いた木造建築物の限界値と損傷制御 河合 洋平

ビルディングのデザイン手法と自然通風に関する研究 小坂 宗義

福井県大野市における農家主屋の外部意匠に関する研究 小林 睦美

雪氷層 -融雪システムの連結熱・水分移動解析による融雪性能評価 齊田 光

光が生体リズムに及ぼす影響 髙 さえり

用途地域指定の見直しに関する実証的研究- 福井市「準工業地域」に着目して - 西山 知江子

地方小都市の“みち空間”の多様性に関する実証的研究- 坂井市三国地区を対象に - 野田　満

動的コーンおよび標準貫入試験の室内模型実験と数値解析 山内 崇史

公共図書館の閲覧席の利用状況に関する研究- 福井市内の4図書館を事例として - 林  興莉

ウガンダ共和国首都郊外地域における屋外空間利用の実態と可能性- Nansana Town, Wakiso District - 堀部 修一

【建築建設工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

Preparation and characterization of nano-plated carbon fiber reinforced aluminum alloys
(ナノめっき炭素繊維強化アルミニウム合金基複合材料の作製および特性評価)

磯部 和宏

Optical properties of TbF3 containing oxide fluoride glass co-doped with SmF3(TbF3とSmF3を共添加した酸化フッ化物ガラスの光
学特性)

岩月 佑樹

分子被膜されたπ共役系ロタキサンの電子物性とレドックスで駆動する分子シャトルへの展開 岩本 拓也

Preparation of highly pure LiPF6 using fluorine gas(フッ素ガスを用いた高純度LiPF6の作製) 梅田 隼人

分割構造繊維集合体からのナノファイバー作製 梶井 淳平

Preparation and characterization of Ni-PTFE compostite plated Mg containig hydrogen occluding alloy powder
(Ni-PTFE複合めっきMg含有水素吸蔵合金微粒子の作製と特性評価)

川崎 和良

α-メチレン-γ-ブチロラクトン/ε-カプロラクトン混合系の重合反応に及ぼす開始剤および触媒効果 川﨑 良介

様々な置換基を有するポリ(パラフェニレンビニレン)の合成とその気体透過特性 小出 洋平

オクタメチルシクロテトラシロキサンの酸性乳化系における逐次重合の機構 小木曽 裕也

細長い二次元格子を界面とする有機エピタキシー 駒野 裕大

Dry corrosion of various metals in fluorine gas(耐食性金属のフッ素中における腐食挙動) 菅谷 裕一郎

ポリロタキサンの合成とcharacterization 竹内 千晶

ケイ素含有ポリ置換アセチレンの合成およびポリマー膜状態での高分子反応と気体透過性 竹田 愛子

Electrochemical properties of surface fluorinated lithium containing transition metal oxides as lithium ion battery
(フッ素ガスによる表面修飾したリチウム含有複合酸化物の電気化学特性)

時原 一平

Morphology change of Ni-PTFE composite plating film by heat treatment(樹脂-金属複合皮膜の作製) 飛坂  貴宏

ビーム偏向法を利用した植物の光合成過程の新規計測法の開発 中岡 俊景

New fluorination process of graphite materials(黒鉛系材料とフッ素ガスとの精密反応制御) 橋本 裕司

炭素繊維/熱可塑性樹脂複合積層板の力学特性に及ぼす簿層効果 濱 裕之

乳化分散系における制御／リビングラジカル重合の速度論 向畠 和正

アルミニウム化合物を用いた複合材料の形成と特性 山﨑 健司

Optical properties of functional materials extrated from shells(貝類からの機能性材料の分離･精製) 横山 周平

【材料開発工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

冬虫夏草Cordyceps militarisにより生産された多糖類の構造と免疫賦活作用の解析 王 楚涵

カバノアナタケが生産する抗酸化物質の性質及び構造の解析 岡戸 健太郎

バイオセンシングに適した分子識別素子の創成を目指した遺伝子レベルでの超好熱性アーキア由来L-アスパラギン酸脱水素酵
素の機能改変

桶﨑 陽友

キャピラリー電気泳道法における電気浸透流の制御と陰イオンの分離定量 小野寺 智子

Rhizopus oryzae 由来リパーゼのlid部位に対するコンビナトリアル変異体ライブラリーの構築と高機能変異体の取得 倉田 誠一

微生物産生ポリ（γ-グルタミン酸）およびそのポリマーブレンドの構造解析とその応用 清水 裕太

密度汎関数法とONIOM法を用いた、テトラヒドロフラン水和のシミュレーション 白神 裕之

トランスクリプトーム解析を用いたセリシンによる細胞増殖促進機構の解明 竹下 悟史

固定化微生物によるフェノール類の変換 民西 正明

光脱炭酸反応による中・大環状化合物の合成 西川 圭祐

光脱炭酸反応によるピロリジジンアルカロイドの合成 芳賀 慈樹

アニオンを電子ドナーとする光還元反応 浜谷 佳之

D-セリンセンサ構築を目指したD-プロリン脱水素酵素の遺伝子レベルでの機能改変 福田 朱美

IL-6に対して相反した増殖応答を示す細胞株の解析～有用物質高産生能細胞株の樹立を目指して～ 福本 健

単一細胞におけるエピジェネティックな遺伝子発現調節機構の解析 眞野 恭伸

サイレンシング領域における伸長停止とGIC1の関与 光森 理紗

密度汎関数法を用いた、エタノールと2,2,2-トリフルオロエタノール水和のシミュレーション 森元 久美子

膵・肝臓由来細胞の体外培養のための足場 山口 まり

リビングカチオン重合からRAFT重合への極性変換：新規機能性ブロックコポリマーの合成 山下 健太

超音波照射による2,4,6-トリクロロフェノールの分解に及ぼすガス雰囲気の影響 楊 瑶

アミド化合物 R1-CONH-R2（R1，R2＝H，CH3，C2H5）のR1とR2が水の水素結合におよぼす効果についてのIR法による研究 渡邊 淳

【生物応用化学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

グラファイトに吸着された4Heの臨界密度 上島 信哉

87Rb原子におけるボース・アインシュタイン凝縮体のトラップ特性と量子渦導入用レーザー光源の製作 小菅 洋介

Error marginのある量子状態の識別問題 杉本 宏行

ダイヤモンド鎖磁性体Pb2Cu3B4O11の磁性 田中 健一

二次高調波動作を用いた高周波高出力パルスジャイロトロンの開発 藤井 彰仁

Kerr解の特異面とその表面積 光岡 広貴

シミュレーションを用いた分子モーターの動作原理の解明 百鳥 晶也

【物理工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

ロボットにおける音源定位能力の発達的獲得 雨森 祐真

Swarm Oscillatorsモデルの解構造の解析 飯田 一輝

Optimization principle for human arm posture selection during reaching movements
（運動中のヒト腕姿勢選択原理に関する研究）

王 焦楽

遺伝的アルゴリズムを用いた12音技法に基づく自動作曲手法に関する研究 梶原 悠介

センオートマトンのルール対によるディジタル音信号記述特性と複雑性の評価
Description Properties and Complex Evaluation of the Digital Sound Signal with the Two-Rule Set of Cellular Automata

加藤 達也

注射器認識を用いた患者ロボットの自律的行動生成 北川 与史郎

実移動ロボットを用いた模倣動作による自律行動の学習 米野 浩史

複数台ロボットによるマップマッチング方法およびその大規模地図生成タスクへの応用 佐伯 憲一

忘却因子を導入したロボットマニピュレータの適応主導型適応学習制御 司 明波

Webからの剽窃レポート発見支援システムの実装 -検索クエリ選択方法に注目して
-Implementation of Detection Support System of Reports Plagiarized from Web - Focus on the Selection Method of Search
Queries -

鈴木 啓司

ユーザとのインタラクションを介したディジタル室内写真からの3D室内モデル再構築支援システムCalibRe：の設計と実装Design
and Implementation of Reconstruction Support System of 3D Room Model CalibRe: from Digital Photographs through the
Interaction with Users

髙嶋 順也

日本語音声入力システムの曖昧な音節候補文の絞り込みに関する基礎的研究 田中 暁弘

レモンオイルの抗不安効果と関連する脳領域の解析 田中 孝

個体および集団貢献度評価に基づくマルチエージェント強化学習の報酬分配に関する研究 張　坤

連続形状整形グラインディングのための力センサーを用いない位置・力制御方法 陳 光華

移動ロボットの自己位置推定問題におけるハッシュ技術の利用に関する研究 中村 丈治

回避可操作性を考慮した冗長マニピュレータのマルチプレビュー制御と実験による検証 中村 優作

タスクチェンジを用いたヒトの運動計画メカニズムの解明 中山 健

マルコフ連鎖モデルを用いたべた書き仮名文の仮名漢字変換法の評価 橋向 晋一郎

ファジィ状態分割型Shaping強化学習を用いた自律移動ロボットの行動獲得に関する研究 長谷川 大樹

動力学特性の違いに基づくカオスニュートラルネットワークモデルの記憶パターン断片に対する応答特性
Response Properties of Chaotic Neural Network Models to Input Flagments Depending on the Different Dynamics

濱田 利行

加速度制限付き 速誘導制御と実験による評価 向野 政紀

少数自由度結合振動子系の数理構造 山岡 寛和

数式処理システムMaximaを用いた学習適応制御則の自動生成と制御実験 山口 陽介

自律スノーボードロボットの開発及び人工芝上での滑走制御 山田 祐

前立腺癌治療における線源カプセルの位置及び個数同定支援
Identification Support System of Location and Number of Radiation Capsules in Prostate Cancer Treatment

横山 恭平

全方向移動ロボットによるCMAC学習を用いたヒューマンスキル獲得に関する研究 加藤 進

【知能システム工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

超音波によって生じる固液混相媒体中の音響流 （粒子と照射時間の影響） 井口 将浩

回転文字を対象とした認識条件の実験的検討 石黒 潤

コントリビューションマトリックスを用いた反応モデル簡略化 磯部 優

単眼カメラによるリアルタイムリアルタイム仮想眼鏡装着に関する研究開発 　起

平行平面群への投影に基づく回転ミラーヘッド顕微鏡像からの形状復元に関する研究 小嶋 宏樹

チタン酸バリウムナノ粒子の合成 加古 成俊

フラーレンC60とカリックスアレーン類で調製した超分子集合体薄膜の光電特性と潤滑性 加藤 拓也

教師なし学習による画像中の物体検出に関する研究 加藤 雄士

高速炉中間熱交換器内部流動に関する実験的研究 川越 慎也

超臨界二酸化炭素を用いた高分子材料のめっきとその応用 河坂 篤繁

CFD数値解析による屋外温熱環境評価手法の性能評価に関する研究 岸 由紀子

サクションガン内の空気流と糸運動 北川 英

電子線照射法を用いる繊維へのポルフィリン固定化と光水素発生 小山 健史

公室の領域連続性と分節・分化形態から見た建築雑誌掲載住宅の動向 斉藤 春雷

非マルコフ性拡散による定在波の検出 佐々木 健太郎

リチウム二次電池の次世代正極材料の合成および電池特性 末次 悠一

異形断面をもつダイ内における高分子溶融体の粘弾性流動シミュレーション 砂尾 岳伸

乱流境界層における温度組織構造の解析と熱伝達率 適化に関する研究 高須 英弘

分岐管を用いた固液二相流の分配特性 （異なる粒子の場合） 田上 隆二

石墨中へ電気的挿入したリチウムの拡散する条件 徳山 達也

水溶性フェロセンスルホン酸の電気化学的機能性 鳥田 英二

エアロゾルプロセスによるLSGM粒子の合成と燃料電池特性 鳥山 新樹

リチウム含浸法によるスピネルリチウムマンガン化合物の合成と電池特性 西脇 一憲

土地区画整理事業地区におけるビルトアップ実態に関する調査研究- 金沢市と福井市の比較検討 - 野田 真士

非線形顕微鏡用の超短パルスYb：YAGレーザの研究開発 一ツ矢 裕之

平板を透過する超音波と噴流音の音響特性 藤井 悠典

次世代自動車技術のためのデマンド工学の提案 松山 裕希

技能伝承支援を指向した多視点切り替え映像のためのマルチカメラ校正法に関する研究 元井 俊介

新聞広告からみた住宅間取りの変遷に関する調査研究- 福井県と岩手県の比較検討 - 楊 春華

公私の気配感からみた建築雑誌掲載住宅の動向 吉村 優

付加室と中間領域からみた建築雑誌掲載住宅の動向 阿部 弘樹

電気パーコレーションに起因するポリアニリンの酸化還元電位 川口 文彦

【ファイバーアメニティ工学専攻】



論　　　文　　　題　　　目 学生氏名

ファイバー型GSOシンチレーターの基本特性 磯貝 翔太

京大原子炉FFAG加速器における高周波加速の研究 今津 英樹

宇宙太陽光励起レーザーの概念設計と実証に関する研究 浦野 渡瑠

MOVPE法を用いたMgドープIｎxGa1-xN(x～0.4)成長に関する研究 大村 裕基

高出力Nd系レーザー材料の発光特性解析に関する研究 荻野 純平

地域資源としての原子力活用に関する研究
- 福井県敦賀市・美浜町を対象として -

柏 貴子

イーサフォンによるセンサネットワークを用いた遠隔監視システム 北川 純也

バナジウム合金の高温機械的性質への内部不純部濃度の影響に関する研究 畔柳 佑基

GSOシンチレーターによるα／γ弁別の試み 佐藤 健

レーザーブレークダウン分光法によるジルカロイ中の水素分析に関する研究 皿井 裕樹

演算子積分時間領域境界要素法における非定常熱伝導問題の効率的な解析手法について 瀨川 尚揮

イオン照射したステンレス鋼の変形挙動の基礎的研究 高嶋 啓介

京大原子炉FFAG加速器におけるベータトロン振動の安定化に関する研究 高鉾 良浩

レーザーブレークダウン分光法による核燃料の非接触分析に関する研究 竹越 淳

画像ひずみ計測による減肉配管の破壊挙動評価 辻 将隆

GSOシンチレーターによる中性子検出器の開発 林 長宏

カロテノイド類の光増感メカニズムと光線力学療法への応用 藤井 裕也

擬似経験的グリーン関数法における理論伝達関数評価法への三次元境界要素法の適用 法村 徹也

全方位有感型γ線飛来方向検出器の性能向上に関する研究 前川 祐希

低酸素及び虚血負荷に対するケトン体の神経保護効果：異性体による検討 三村 直樹

ジルコニウムのレーザー同位体分離に関する基礎研究 本津 一寛

地域と原子力との共生を目指したデータベース「ACALi」の概念設計 山本 哲大

放射性薬剤自動製造装置の開発と応用 渡邉 亮

原子力に於ける科学技術メディエーターに関する研究 米津 澄孝

【原子力・エネルギー安全工学専攻】
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