
論　　文　　題　　目 氏　名

コア・シェル微粒子の温度応答性に関する研究 岡田 康佑

論　　文　　題　　目 氏　名

色相解析による潤滑油の状態監視法 青山 英雄

トップヒート気泡駆動型循環式ヒートパイプ(ＢＡＣＨ)の熱輸送特性とそのモデル化 浅野 真臣

閉空間火災時におけるガス放散流動現象の数値シミュレーション
－ヘリウムガスによる水素ガス拡散の危険性予測－

淡路 啓太

多軸負荷におけるTi-６Al-４Vの疲労強度評価および疲労強度設計手法の検討 吴 敏

高温面上における局所的固液接触発生時の伝熱過渡プロセス数値解析 奥野 敬太

プール火炎に対する水噴霧による発熱速度逓減効果の数値シミュレーション 尾﨑 啓太

円板用モードフィルタとその丸のこ腰入れ評価への応用 織田 慎平

低放射化フェライト鋼の低サイクル疲労強度および強度評価 木谷 友彦

アーク溶接した鋼材の溶接変形に及ぼすシールドガスの影響 齋藤 努

ナノダイヤモンド粒子含有複合めっき膜のトライボロジー特性 杉山 博亮

先進軸受材料の低摩擦・耐摩耗性の解明 田中 佑樹

円形平面音源による超音波照射の液中にある微小気泡と粒子の挙動に及ぼす影響 堂山 直紀

オンラインパーティクルカウンターを用いたDLC膜のなじみ挙動解析 永井 利幸

広域な多軸負荷対応型多軸疲労試験装置の開発と多軸疲労強度 中澤 理史

分岐管を使用した固液二相流の分配特性
（枝管無次元開口長さと異なる粒子）

新田 高士

アルカン/水素の混合燃料の反応機構 深野 健太

サーボプレスを活用したフランジ形状を有する薄板ケースの鍛造成形 福山 俊輔

エステルの反応機構 藤﨑 恭史

粒子法による乱流渦構造の再現 藤田 和也

マイクロスラリージェットエロージョン（ＭＳＥ）法によるＤＬＣ膜の表面特性評価 朴 鐘輝

摩擦斜面を用いた小型三次元免震装置の研究 槙野 智之

多点拘束を利用したスポット溶接部の簡易モデルとその動的特性 山内 貴士

チェーン駆動装置の低騒音化 吉屋 知範

アルカンの反応機構 彭 志遠

修士論文（２０１０年９月修了）

【生物応用化学専攻】

修士論文（２０１１年３月修了）

【機械工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

Absorption and phase characteristics of GaAs quantum well waveguide devices
（GaAs量子井戸導波路を用いた光デバイスの吸収と位相特性の評価）

AHMAD
NIZAMUDDIN

a面AlNの光学的異方性に関する研究 池松 竜一

AlGaN混晶薄膜の光学定数および光学異方性に関する研究 岩井 浩紀

AlN/Si基板上へのInGaNのMOVPE成長に関する研究 江﨑 岳志

紫外・真空紫外分光エリプソメトリーの開発とAlNの光学定数に関する研究 尾﨑 恭介

複数種の配線のスモールワールドネットワーク化を考慮したFPGA配線構造の改善 小澄 匡俊

太陽光発電システム群の力率制御とLRTによる協調型電圧制御法に関する研究 金本 憲明

GaAs量子井戸光導波路からの発光特性の評価 村 洋二

ベクトル制御SPMSMにおける適応同定を用いた磁石磁束推定法に関する研究 酒井 庸佑

窒化物半導体のアンモニア分解触媒援用MOVPE成長に関する研究 笹本 紘平

ソレノイドを用いた型締め装置の提案 澁谷 康明

分散型電源パワーコンディショナのアクティブフィルタ動作による配電系統の高調波抑制手法 下田 一貴

転写エピタキシャルグラフェンの高品質化に関する研究 下辻 康広

記憶を持つアントコロニー最適化の開発に関する研究 鈴木 健司

医薬品錠剤の識別および医薬品構造変化の検出へのテラヘルツ波応用 髙木 啓多

InAlNのMOVPE成長とInAlN/InGaNヘテロ構造の作製 田中 幹康

PSOによるパラメータ推定を適用した動的負荷モデルの構築 友田 道也

太陽光発電システムの導入形態に関する研究 永田 耕一

幼児期・学童期の音声発達過程を模擬する規則合成に関する研究 長田 修治

Ⅲ族窒化物半導体ヘテロ接合FETの高温動作に関する研究 畑野 舞子

リセスゲートAlGaN/GaNヘテロ接合FETの逆方向特性評価 向野 美郷

電力系統事故現象の発電機内部の空隙磁束による表現の体系化 村松 宏樹

H8/300とAtmel AVRアセンブリ言語によるブロック暗号の実装と処理性能評価 森 慎次朗

配電系統における可制御負荷を活用した電圧管理に関する研究 吉村 和晃

窒化ガリウムショットキー障壁ダイオードの低損失化に関する研究 渡邊 史直

赤外反射測定によるInAlN混晶薄膜における光学モードの組成依存性に関する研究 上田 良一

Reed-Solomon符号に対する多次元符号化変調の適用に関する研究 木村 健一

ニューラルネットワークを用いたグラフ分割問題の解法に関する研究 竹内 利幸

【電気・電子工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

匿名モニタリング方式の提案 秋岡 良

分散シミュレーションのためのシミュレータ開発とロールバック回避法の提案 安藤 武史

プレフィックス符号に基づくnトラック（d，k）制約符号化法 飯島 康平

多視点からの多焦点画像を用いた高精度depth推定に関する研究 磯野 友洋

Web上での8倍精度数値計算システムの機能の向上
　　　　　　―Fortranプログラムへの対応―

板谷 雄一

音響分析による嗄声の声質評価 王 碩

匿名環境での情報同時交換方式の提案 奥野 はづき

周波数帯域分割による広帯域信号の高精度到来方向推定に関する研究 大波加 翔平

骨導口笛音の音質評価と骨導マイク装置位置の再検討 邱 添

定常無記憶情報源と有限状態無雑音通信路に対する結合符号に関する研究 小山 拓哉

高精細タイルドディスプレイを用いた並列ボリュームレンダリングシステムの実装 坂井 陽平

波束のポテンシャル散乱における障壁通過時間の再検討 嶋田 修

有理数分布に従う乱数列を生成する次数拡大区間アルゴリズムの実装法とその性能評価 鈴木 良将

ガウス型波束のポテンシャル散乱における透過波動関数と透過確率の新しい近似式 玉石 健太

シミュレーションキャッシングにおける通信遅延の影響に関する調査 手塚 俊作

外れ値検出を用いたデータベースに対する不正アクセスのリアルタイム検出に関する研究 前川 翔

ITS通信における干渉抑圧のための適応指向性制御に関する研究 松田 寛

範囲検索を考慮した大規模多次元データ管理手法の提案と実装 松本 宗純

固有部分空間を用いたリアルタイム回転文字認識システムの構築 山本 将史

瞬時ピッチ抽出による口笛音のリアルタイムピッチ表示 南本 智哉

論　　文　　題　　目 氏　名

鋼材制振ダンパーを有する木質建築物のねじれ振動と応答制御 伊藤 正暁

白井晟一の作品にみる設計プロセスと居住プロセスの関係性
　　　　―作り手と住まい手をつなぐ住まいに関する考察―

稲垣 裕史

数値気候解析に基づく北陸地方主要都市域の気候評価に関する研究 井上 理史

光学シミュレーションによる眼球モデルの構築 今井 一翔

福井市至民中学校における教職員の意識や行動に関する研究 上坂 卓也

柱脚浮き上がりを許容したモデル建物の地震応答に関する解析的研究 大森 和晃

協和論―ルネサンス建築を通して― 奥川 光登

市民参加型まちづくり事業への地区公民館職員による支援の実態と可能性 加畑 裕美子

【情報・メディア工学専攻】

【建築・建設工学専攻】



福井市至民中学校の学校空間と生徒の行動の関係に関する研究 河野 強志

地方都市における地域拠点の階層化に関する研究 小久保 豪和

福井市至民中学校における生徒・教職員のコミュニケーションに関する研究 佐々木 智彦

簡易ルーフポンドの建物冷房負荷緩和効果に関する研究 篠塚 麻貴

再生骨材の性状がコンクリートに及ぼす影響に関する基礎的研究 清水田 裕司

防犯照明の分光分布が空間の明るさ感に及ぼす影響 白倉 公隆

大スパン建築物の天井の振動性状に基づく等価静的地震力 多田 衣里

橋梁部パイプレス無散水舗装の伝熱特性および伝熱モデル 田中 貴子

都市化初期段階における交通及び住環境の状況と住民意識に関する研究
　　　　　　　　　　～ラオス・ビエンチャン都市圏を対象に～

DALAKEO
BOUNCHANHINH

福井県内におけるバリアフリー化推進動向に関する調査研究 張 彧

福井市内の高齢者の生活実態に関する調査研究 陳 士坤

鉛直荷重を受けるEP型単層ラチスシェルの水平地震荷重伝達能力の解明と評価法
DINH THI THU
HA

網膜上の視細胞の分布が薄明視レベルの視作業性に及ぼす影響 中川 慶子

福井市自治会型デイホーム事業に関する調査研究
　―利用実態調査およびモデル事業による改善効果の検討―

福地 真美

高輝度化しつつある防犯照明のグレア軽減手段に関する研究 藤田 剛志

大工棟梁　師田庄左衛門の活動について
―昭和５年の永平寺大遠忌事業における役割―

町田 和哉

常時微動観測と地盤統計手法に基づく福井平野のS波速度構造の推定 本 耕大

大髙正人の建築造形の変遷について 山口 亮子

実環境における光照射が覚醒レベルと概日リズムの位相に及ぼす影響 山田 佐知

古民家の活用において地域団体が担う役割に関する研究 山本 則久

大阪市空堀地区における新規流入者の創造的な暮らし方に関する研究
　　　　　　　　　―創造的機能とセルフビルドに着目―

山脇 啓輔

インフィルブロック壁を有する脆弱なRC建物を対象とした連続繊維束取付けによる耐震補強方法 渡邊 良平

論　　文　　題　　目 氏　名

レーザー溶解静電紡糸法によるポリプロピレンナノ繊維の作製 和泉 亨

ポリ（n-ヘキシルイソシナート）の選択分解とそれを用いた新規な分子設計 岩田 強志

極性基を有する新規ポリ（ジフェニルアセチレン）の合成と気体透過性 大居 竜也

Ni-PTFE複合めっき粒子を用いた焼結電極の作製 大畑 明宏

外部刺激に応答するロタキサンの合成 川端 誠規

キトサンナノファイバーsheetの構造と物性 岸田 友貴

Surface fluorination of fine carbon materials and their application as the material for composite plating
（炭素微小粒子材料の表面フッ素修飾と複合めっき材料への応用）

久保 俊昌

様々な置換基を有するポリ（パラフェニレンエチニレン）膜の合成と気体透過特性 眞田 耕大

【材料開発工学専攻】



Preparation of Nd2Eu2O3F6 thin film solid electrolyte on porous alumina substrate

（デバイス化に向けたポーラスアルミナ基板上へのNd2Ｅｕ2O3F6薄膜の作製）
紫雲 龍信

加圧・減圧処理プロセスによる円柱状ポリエチレンとガラス管界面の剥離制御 鈴木 篤史

有機－無機ナノ複合体を前駆体としたアルミナナノファイバーの形成と利用 瀬戸 幹太

レーザー溶融静電紡糸法によるポリフェニレンスルフィドナノ繊維の作製 堤 秀章

ポリビニルエーテル星型ポリオールの合成とそれによる新規ポリウレタン材料の開発 德永 理子

有機－無機ハイブリッドを前駆体とした遷移金属化合物ナノファイバーの形成 中西 啓祐

懸濁重合による無機微粒子表面への高分子シェルの形成過程 中本 俊也

Effect of glass matrices on fluorescence properties of terbium containg oxide fluoride glasses
（テルビウム含有酸化フッ化物ガラスの合成と蛍光特性制御）

西村 文宏

乳化分散系におけるRAFT重合の重合機構検討 西村 祐子

酸化チタンナノチューブの合成とその色素増感太陽電池の電極特性 林 和歩

オリゴアニリンの分子レベルでの被膜化とその電子物性に関する研究 原田 直樹

制御／リビングラジカル重合の速度論 平光 正幸

ゾル分散水溶液によるマンガン酸リチウム正極活物質の合成と電池特性 瀬 祥司

リン酸マンガンリチウムの電気化学的特性 藤田 淳志

Surface modification of various plastic materials by using fluorine gas
（各種プラスチックの表面フッ素処理とめっき処理への応用）

丸山 裕介

ひまし油由来の化学分解・生分解性結合を導入したケミカルリサイクル可能な新型ポリウレタンの開発 蓑輪 岳郎

Surface modification of lithium nickel oxide and lithium manganese oxide by fluorine gas
（フッ素ガスによるニッケル酸リチウム、及びマンガン酸リチウムの表面改質）

村田 俊介

ノルエピネフリントランスポーターを標的とする分子イメージングプローブの合成研究 村中 伸行

色素増感型太陽電池の電気化学素過程  善玲

アルミニウムイオンで架橋したポリアクリル酸ゲルにおける体積相転移とゾルーゲル転移の共存     玥

論　　文　　題　　目 氏　名

超音波を用いたエチレングリコールの分解
～反応条件の影響と反応機構の解析～

秋丸 貴也

ヒドロキシイオンを電子ドナーとする光脱ハロゲン化経由のラジカル環化反応 大田 恭詩

異なる電離放射線を用いた耐性獲得酵母のメカニズム解明 織田 康敬

テラヘルツ時間領域分光法を用いたプロピオンアルデヒド会合体中に形成されるブルーシフティング水素
結合ＣＨ・・・Ｏの検出

地 巧也

アミノマロン酸誘導体による光脱炭酸反応
NGUYEN MANH
HUNG

四級アンモニウム塩を含むジメチルスルホキシド中でのケブラーの修飾反応と応用 栗山 亘

光脱炭酸により生成したラジカルの炭酸窒素二重結合に対する付加反応 小林 宏輔

再生医療の実現に向けたセリシン加水分解物の応用 小林 正宗

微生物アルデヒドオキシダーゼのキメラ酵素の作製とⅩ線結晶構造解析 芝本 健

機能向上を目指したエンドグルカナーゼ（CelB）のタンパク分子構造設計 田中 育恵

【生物応用化学専攻】



効率的なタンパク質医薬品生産のための細胞・培養工学的研究 千田 泰史

ゾルゲル光導波路をデバイスとした有機リン化合物バイオセンシングシステム 土屋 圭司

ギ酸オキシダーゼのコファクター解析及びⅩ線結晶構造解析 道林 泰樹

光脱炭酸により生成するアニオンを利用した反応 直江 貴視

外的要因により変化するエピジェネティックな遺伝子発現調節機構の解明 野上 惠美

アルデヒドオキシダーゼ（ALOD）遺伝子の大腸菌発現系とPseudomonas ALOD遺伝子の活性を持った形で
の発現

野瀬 浩晃

各種非水溶媒を用いた抽出分離/ストリッピングボルタメトリーの比較と評価 藤田 俊介

蛍光エネルギー移動測定による骨格筋の細い繊維の構造研究 文屋 正志

三次元FRET解析によるF-Actin―Tropomyosin複合体のアトミックモデル構築 牧村 敏史

リビングカチオン重合からRAFT重合へのワンポット極性変換による新規ブロックコポリマーの合成 松塚 啓司

カバノアナタケによるポリフェノールの生産と、その抗酸化活性の評価 渡 祐太

[エタノール/水]と[2,2,2－トリフルオロエタノール/水]混合物の水の振動スペクトルのシミュレーション；
AMBERを用いたMD法と密度汎関数法を用いた振動解析

河村 昂介

論　　文　　題　　目 氏　名

APDによるカロリメーターのエネルギー分解能向上の研究 井上 博貴

ポジトロニウムの超微細構造測定のためのジャイロトロンの開発 漆﨑 裕一

二次高調波発振を用いたサブミリ波帯高出力パルスジャイロトロンの開発 小笠原 慎弥

CsPbCl3薄膜のシンチレーターへの応用 片岡 俊規

高出力テラヘルツ光源を目指したジャイロトロンの高周波化 小菅 幸介

Wigner関数を用いた偶数格子上の量子確率過程 笹本 佳美

デルタ鎖格子反強磁性体ユークロアイトの磁性研究 髙橋 大介

ジャイロトン発振出力の安定化 武澤 圭朗

高出力サブミリ波焼結されたジルコニアセラミックスの特性評価 谷 晋仁

水素の水中への溶解度は気泡によるか水和によるか 戸田 兆一

非線形常微分方程式系の大域的安定性について 永田 紘一

300 GHz CW Gyrotron FU CWⅠの動作特性評価と出力向上への試み 橋本 秀一

溶融石英ガラスの光吸収帯に及ぼす熱処理の効果 本多 直樹

熱処理に伴うシリカガラス中のOH貴濃度変化 浅野 仁志

高分子結晶の刺激応答性とそのCO2分離膜への応用 野本 卓之

【物理工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

Bio-Inspired Methods Toword General Purpose Robot Vision and the advanced Robot Platform
（生物を模倣した汎用ロボット・ビジョンと先端ロボット開発プラットフォーム）

ABDUL RAHMAN
HAFIZ

時系列圧縮Gist特徴に基づく自己位置推定の研究 池田 剛一郎

時系列視覚画像に基づく大規模建造物の3D再構築 石丸 哲也

前立腺がん患者における3DCT画像からの3D動的輪郭抽出法による前立腺領域の抽出手法の検討 井上 暁光

Bracing Effects of Robots Contacting with Environment
―ｆrom Hyper-redundant Mobile Manipulator to Humanoid Robot―
環境と接触するロボットの動力学的の支持効果
―冗長移動マニピュレータとヒューマノイドロボット―

王 庚

手の身体モデルに基づいたヒトの対象物認知
－道具の種類と利き手・非利き手との関係－

木村 優太

ODEを用いた受動歩行シミュレーションシステムの実装
－動力学解による受動歩行パターン解析－

佐藤 健二

レモンオイルの鎮痛効果と脳内活動の変化 鈴村 由紀乃

実移動ロボットへの恒常性システム導入の試み 澤 朗

カオスニューラルネットワークモデルの遅延制御における記憶パターン間の重なりの影響 寺本 晃太

MOVISによる未知物体追跡およびパノラマ展開画像の縦エッジを用いた距離計測に関する研究 羽生 直矢

時系列データからのリアプノフスペクトラム高精度推定手法の検討 古井 将太

表情筋の筋電位測定を用いた表情同調に関する研究 松浦 慎也

ファジイ契約ネットに基づくマルチェージェントロボットのためのタスク割当に関する研究   

構文解析と単語マルコフ連鎖モデルを用いたかな漢字変換候補の絞り込み法 安江 崇宏

神経修飾をモデルとした人工神経回路網による移動ロボットの制御 木股 洋一

リミットサイクル振動子の引き込み応答における最適な刺激波形の検討 尾関 晃

Hodgkin-Huxley　ニューラルネットワークモデルによる連続入力パターンの認識 藤本 雅史

論　　文　　題　　目 氏　名

繊維固定化ポルフィリン誘導体を用いた光誘起水素発生 浅井 正晃

超高圧処理したシクロデキストリン包接化合物が示す耐酸化性の蛍光消光法による評価 雁林 啓

スリット型インターレーサの寸法が糸特性に及ぼす影響 鈴木 達也

超臨界流体を用いる各種高分子への導電性賦与 髙久 真治

Fabrication of glass－coated ultramicroelectrode
（ガラス封入超微小電極の作製）

張 朝富

超臨界二酸化炭素を用いる天然ゴムの複合化 林 一也

気相成長炭素繊維の添加がポリエチレン溶融体の押出特性に及ぼす影響 堀澤 信介

ハイパーブランチポリマーの添加がエンプラ樹脂の繊維径に及ぼす効果 眞野 義紀

ナノファイバーを利用した高気体透過性膜の開発 山岸 裕児

長鎖アルキル基を有する膜分子で調製された単分子累積膜中でのアルキル鎖の運動性と摩擦・凝着特性
の相関

山下 智弘

【知能システム工学専攻】

【ファイバーアメニティ工学専攻】



電子線グラフト重合法を用いるポリプロピレンの改質 吉田 由希

Coordination of iron porphyrin  with oxygen

（酸素による鉄ポルフィリンの錯形成）
王 超

行列の二重対角化を用いた正則化法による悪条件線形方程式の数値計算法について 許 翠

Electrochemical Characteristics of C/LiFePO4 Powders Prepared by Spray Pyrolysis Using Different

Carbon Sources
（異なる炭素源を使った噴霧熱分解法により合成された炭素複合リン酸鉄リチウム粉体の電気化学的特
性）

 冬

再帰的ブロック化ピボット選択付LU分解とその実装 武 皓沫

福井市都市圏における建売住宅の居住者特性と住み方に関する調査研究 辻井 景二

近年戸建住宅の間取りの変遷に関する調査研究
－福井市都市圏における建築確認住宅と建売住宅の比較検討－

綿 孝征

論　　文　　題　　目 氏　名

レーザー光を用いた水素濃度定量分析法における表面熱影響 青木 裕介

エクサワット級光パラメトリック増幅システムの概念設計に関する研究 網野 光

Studey on Laser-Induced Plasma Using Nd：YAG　laser and TEA CO2 Laser for Atomic Emission
Spectroscopy
（原子発光分光分析のためのNd：YAGレーザー及びTEA CO2レーザー誘起プラズマに関する研究）

Ali KHUMAENI

テキスト解析技術を用いた動画像処理の手法 石黒 信啓

低放射化フェライト鋼F82Hの微細組織に及ぼす熱処理温度依存性 井上 晃佑

宇宙太陽光エネルギーのレーザー伝送効率の評価に関する研究 片山 祐太郎

タンク型高速増殖炉Phénixの伝熱流動に関する研究 菊地 紀宏

計算機処理に基づく純正律音楽表現の実現 北川 尚希

高速炉燃料被覆管9Cr-ODS鋼における分散粒子の照射下安定性 佐々木 孔英

腫瘍の内照射治療を目的とする放射性薬剤の開発に関する基礎的検討 佐野 圭祐

宇宙太陽光利用レーザーのレーザー材料評価と地上実証に関する研究 白濵 卓馬

GSOシンチレーターによる粒子弁別の試み 神野 職

腫瘍の悪性化に関わるがん幹細胞と腫瘍内低酸素との関係に関する検討 鈴木 佑哉

遷移温度域にある材料の破壊靱性値板厚効果の再考察
　　　　　～Theory of critical distanceによる説明～

田中 智大

APDによるγ線検出器のエネルギー分解能の向上 谷 政悟

過疎高齢集落の特性を考慮した地域輸送活動形成に関する研究
～福井市高須町を対象として～

辻 佑介

希ガス雰囲気におけるレーザーブレークダウン分光法を用いたジルカロイ中の水素分析に関する研究 中村 考良

災害復旧支援ネットワークの新しい構成方法
～無線イーサフォンによる動的なネットワークの実現～

袴田 暁人

大強度陽子ビーム取り出しの為の低原子番号材料を用いた静電セプタムの研究 堀川  大輔

ＤＴＩハブによるネットワーク管理の自動化 牧野 潤

二重ベータ崩壊実験のための輻射圧によるカルシウムのレーザー同位体分離に関する研究 松永 直志

【原子力・エネルギー安全工学専攻】


