
論　　文　　題　　目 氏　名

潤滑摩耗面でのなじみ挙動に及ぼす初期表面粗さの影響 新井 陽大

フェムト秒レーザを用いた表面微細加工 安藤 広和

Mod.9Cr-1Mo鋼の高温多軸低サイクル疲労強度評価 伊藤 晃

数値シミュレーション援用によるTi-Ni合金とステンレス鋼のマイクロ抵抗ろう付 伊藤 拓

低放射化フェライト鋼F82Hのクリープおよびクリープ疲労強度評価
Evaluations of Creep and Creep-fatigue for Reduced Activation Ferritic Steel F82H

殷 月

マイクロスラリージェットエロージョン（MSE）試験における材料特性と摩耗率の関係 王 暁倹

無機系ガラスコーティング膜の生成とそのメカニズム 大田 健

液体金属噴流によるキャビテーションの基礎的研究 金川 晃大

すべり軸受材料の潤滑摩耗形態図の構築 川崎 達也

低温環境下における銀めっき材と代替材のキャビテーション壊食 籠谷 勇

ウェットブラスト加工に関する基礎的研究 佐々木 翔太

マイクロ抵抗ろう付法におけるろう材合金化及び母材溶解過程に関する数値シミュレーション 佐々木 悠成

ＤＬＣに対する各種添加剤の摩擦摩耗低減機構の解明 嶋 優祐

実構造物の非比例負荷における多軸疲労強度評価
Evaluation of Multiaxial Low Cycle Fatigue Lives under Non-proportional Loading for Structures

陳 偉

液滴衝撃エロージョンに及ぼす液滴径及び流速の影響 中村 隆太

マイクロ抵抗ろう付時の電極間変位による継手部温度検証 水野 貴弘

SUS316鋼の非比例多軸低サイクル疲労寿命に及ぼす平均ひずみの効果 李 彬

Velocity effect of liquid droplet impingement erosion of S15C steel specimen with oxide film 林 崗

水噴霧による火災抑制実験と数値シミュレーション 伊串 仁寿

非ニュートン流体乱流のラージエディシミュレーション解析法の研究 笛吹 祐登

高温面のスプレー・ラミナー冷却時における固液接触状況の観察と諸量の計測 大西 宏紀

トンネル火災時における集中排煙換気システムの有効性に関する模型実験 加藤 真裕

デカリンの低温酸化反応モデリング
～量子化学計算による環状エーテル生成経路の検討～

木村 紘平

低温酸化を経由しない場合の様々な燃料の化学反応機構 周 梦瑶

アルキルベンゼンの低温酸化
水素移動反応を中心とした統一的理解と反応モデリング

中村 昭裕

閉空間火災時における水素ガス放散流動現象の数値シミュレーション 丸山 隼

ヒートパイプBACHを用いた地中熱利用システムの実証実験 梁 士軒

反応トラッキングプログラムの提案 渡辺 寛人

【機械工学専攻】

修士論文（２０１２年３月修了）



論　　文　　題　　目 氏　名

摩擦斜面による免震装置の相対変位低減に関する研究 磯谷 圭佑

地震から美術品を守る小型3次元免震装置の開発 奥山 岬

倒立振子上に置かれたテーブルの安定化制御 川瀬 達也

モーションセンサを利用した脳卒中患者における共同運動の検出 小坂 一平

ウェーブレット変換による手持ち型振動計のゆらぎ除去技術 小林 直紀

高温環境下の二重配管のための検査・補修ロボットの開発 坂根 宗賢

アイガモ農法用自律移動ロボットの遠隔制御に関する研究 清水 幹也

粒子数自動調整を付加したSPHによる仮想環境用流体シミュレータ 鈴木 洋平

A Study on a Tele-operation System for Underwater Manipulators Using a SPH Real-time Fluid
Simulator

趙 浩毅

弾性フィンガーの変形制御による小形電動グリッパーの把持力増大 辻 理朗

ボルト接合が構造物の減衰特性に及ぼす影響 村田 龍哉

超音波溶着ホーンの振動特性に及ぼす形状の影響
MOHD KHAIRI
BIN YUSOF

レーザ式測域センサによる自律移動型ロボットの障害物回避 矢野 貴裕

論　　文　　題　　目 氏　名

Pattern layout optimization for low series resistance and capacitance in GaN Schottky barrier diodes
AHMAD SYAHIMAN BIN

MOHD SHAH

シリコンフォトニクスのためのスラブ型Si光素子の基礎検討 北村 友輔

ESRによるAlGaN混晶中の常磁性中心に関する研究 杉本 秀幸

光応答法を用いた漏れ電流の大きいGaN電極の電気的特性の評価に関する研究 出店 克顕

短ゲート長AlGaN/GaN HEMT電子輸送特性の二次元数値解析 内藤 佑介

GaAs量子井戸光導波路における発光特性の評価 長尾 祐希

テラヘルツ時間領域分光法による結晶構造変化での脱水和ダイナミクスと原子再配置ダイナミクスの追
跡

永岡 一

半導体量子閉じ込め構造における超高速光現象の解明 中洞 敏業

飽和炭化水素系をモデル系としたテラヘルツ応答と分子構造との相関 林 正剛

レーザ走査型ディスプレイのための光導波路型三原色合波器の検討 森本 竜治

金属Ｖ溝結合平行平板導波路によるテラヘルツ波超集束効果の実験的検証と微量測定応用 安田 良平

2次元スラブ型Siフォトニック結晶の作製と特性評価 山口 達也

磁気プラズマ反射測定によるInNの光学的・電気的性質に関する研究 山口 真直

AlGaN/GaN HEMTの高温動作特性に関する研究 山﨑 潤

【電気・電子工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

マルチ・フィールドプレートを有するAlGaN/GaN HEMTの高耐圧化に関する研究 山田 直樹

系統事故時の同期発電機制動巻線の効果に関する実験と考察 岩本 繁

キャンパス配電系統における負荷モデルの構築 柏原 弘典

AlN歪制御中間層を用いたZnO基板上RF-MBE GaN成長に関する研究 小竹 弘倫

家庭用太陽光発電システム群による配電系統の電力品質改善手法 田中 基寛

発電機内部の空隙磁束を用いた系統制御に関する基礎研究 中嶋 勇貴

Si基板上への中間組成InGaN膜のMOVPE成長とその評価 堀田 徹

周期ポテンシャルを持つシュレーディンガー方程式の固有値問題の整数型高確度解法 加藤 万佐朗

軽量ブロック暗号PRESENTを用いた倍ブロック長圧縮関数に対する衝突攻撃について 小林 哲也

鍵付ハッシュ関数による認証付暗号化方式について 清水 翔太

実数値遺伝的アルゴリズムに関する研究 孫 研

ニューラルネットワークを用いたネットワークの最短経路問題の解法 陶 宇超

確率ニューロンモデルとそのグラフ分割問題への応用に関する研究 堀本 宗裕

遺伝的アルゴリズムを用いたm分割グラフ問題の解法 安田 直幸

遺伝的アルゴリズムによるインデックス型ポートフォリオの最適化 梁 方芳

AlGaN/GaN二次元電子系を考慮したドリフト移動度の数値計算 木水 拓也

論　　文　　題　　目 氏　名

インタラクティブシミュレーションのための投機計算システムの実装 岩永 翔太郎

骨導ヘッドホンのマルチウェイ受聴に対する検討 内倉 裕人

二輪車のためのミラー型情報提示システム 内山 裕二

気導音と骨導音の蝸牛における加算割合推定 加藤 優一

コスト付き有限状態無雑音通信路に適した語頭符号の構成法の高速化 上元 俊広

Research on Bandwidth Characteristics and Downsizing Limitation of UWB Bow-tie Antennas 貴 琦

多面体アンテナの適応指向性制御に関する研究 古賀 孔明

DTM型ポテンシャル構造における充電特性に関する研究 齊藤 惣市

区間アルゴリズムにおける入力系列長の評価 塩野  祐輔

2元入力対称通信路における近似Polar符号の動的計画法を用いた符号構成に関する研究 鈴木 佑輔

衣料デザインのためのテクスチャマッピング方法とその評価 丁 亜麗

【情報・メディア工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

声道模型を用いた口笛の発音原理に関する研究 寺井 祐樹

シミュレーションキャッシングフレームワークの実装 西村 祐介

深さが振動する井戸型ポテンシャルによる波束の散乱現象に関する研究 橋本 嘉寛

人工磁気導体の二周波数共用化に関する研究 前田 琢磨

適応制御を用いた車載用アレーアンテナの構成法に関する研究 松田 卓也

誘電体基板を用いた人工磁気導体の低姿勢設計に関する研究 村上 靖宜

Slepian-Wolf情報源符号と多重アクセス通信路符号の分離可能条件について 森 伸

筒型遮蔽体を用いたアンテナ結合抑制に関する研究 安榮 徹

組み込みシステムに向けた高速交差判定アルゴリズムのFPGA実装 楊 建晃

距離測定カメラとビデオカメラを併用したステレオ動画生成に関する研究 浅山 能久

XML文書の一実装方式とその性能評価 天木 圭太

マルチデータベースにおける効率的なデータマイグレーションに関する研究 王 文倩

悪条件線形方程式に対する二重対角化を用いた正則化法の最適正則化について 鈴木 啓太

XML文書分散管理システムにおける文書順復元処理の高速化 平井 洸太朗

センサ情報を利用した手持ち首振り撮影像のパノラマ合成に関する研究

帯域分割による Shape From Focus/Defocus 法の精度向上に関する研究 山口 竜宏

公正な電子ゲームの実現 山口 雅樹

予測MOSの最大化に基づく動画像のスケーラブル符号化に関する研究 山崎 友也

リアルタイム仮想眼鏡装着法に関する研究 楊 闖

PARCOR分析合成方式による嗄声の復元 川上 雅哉

人物動作を対象とした非同期撮影多視点映像の擬似フレーム同期に関する研究 利田 貴人

因子分解法による三次元形状復元の頑健化に関する研究 澤藤 忠賢

匿名通信路の研究 鶴来 広也

論　　文　　題　　目 氏　名

低強度高靭性パネルを袖壁とした柱部材の構造性能評価 新石 雅文

高靭性型袖壁付き鉄筋コンクリート造柱部材の変形性能評価 上原 正敬

大野盆地の３次元地盤構造の推定 戸塚 陽一

一般化スペクトル密度比に基づく動的地盤構造の推定法に関する研究 秀坂 正綱

【建築建設工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

柱脚浮き上がりを許容した多質点系モデル建物の地震応答性状 古橋 怜

トラスアーチ架構に地震力を伝達する屋根型単層ラチスシェルの動的崩壊性状と保有耐力評価 松下 千裕

建設請負業者師田組の活動について 上田 誠子

美浜町立美浜中学校の生徒・教職員の居場所や行動に関する研究 大槻 勇人

えちぜん鉄道再生の事後評価に関する基礎的研究 大山 英朗

鉄道駅舎の多機能化に関する研究―自治体施設と併合した合築駅の動向― 塩入 香名

ヴィクトール・オルタの建築思想　―世紀末様式から近代化への歩み― 神 めぐみ

総社大神宮再建工事に関する研究 竹下 由希子

住宅改修における空間構成の変化特性に関する研究―リフォーム雑誌にみる近年の動向― 龍川 知紘

景観計画におけるマンセル値を用いた色彩制限の実態と地域性に関する研究 田中 洪大

地方都市における地域拠点の位置づけ方針とその実態 田中 順己

グレアにより生じる光幕輝度の年齢による差異 中野 真里奈

英国のアーバンビレッジの動向とその実態に関する研究
−PoundburyにおけるMixed Useとコミュニティに着目して−

福田 善成

白井晟一的世界観の研究 松下 健太

室内窓を用いた住宅の空間接続形式の多様性に関する研究
―建築雑誌掲載住宅にみる近年の動向―

吉田 貴博

近代建築の「天井」に関する研究―アールト、ミース、ル・コルビュジエを基点に― 小石川 嘉朗

動線や室の接続形式からみた近年戸建住宅の平面動向
―福井都市圏における確認申請図面の分析―

矢倉 大地

論　　文　　題　　目 氏　名

Synthesis of nisoxetine analogues for PET imaging of mental disorders
ALONSO MARTINEZ

LUIS MICHEL

Preparation and characterization of nano-plated carbon fiber reinforced magnesium alloys
ナノめっき炭素繊維を用いた複合強化マグネシウム合金の作製及び評価

井上 裕樹

インテグリンα vβ 3に対し結合する非ペプチド分子の設計及び合成 大洞 卓也

Application to the surface modification by fluorine gas and plating materials
プラスチック材料のフッ素ガスによる表面改質およびめっき基材への応用

奥田 達也

Surface fluorination of Li2MnO3 as a cathode active material and effects on the performance of lithium

ion battery
Li2MnO3の表面フッ素修飾及びその電気化学特性評価

小林 喬歩

Functionalization of titanium dioxide particles by surface fluorination
表面フッ素修飾による二酸化チタン微粒子の高機能化

佐藤 博昭

ミニエマルション系における可逆的不活性化ラジカル重合の速度論 田中 博之

種々の置換基を有するポリ(p-フェニレン)の合成およびポリマー膜の特性 富永 真一

Effects of various morphologies of cathode active material on the electrochemical property of lithium
ion battery
リチウムイオン電池正極活物質粒子内組織観察と電極特性評価

原 佑輔

星型環化ポリマー：ジビニルエーテルの環化重合と架橋重合の精密制御による剛直な多分岐ポリマーの
合成とその機能化

松井 治樹

【材料開発工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

液性に応答し、光学的に識別可能な多状態分子スイッチの合成 松原 直紀

水素結合によって構築されるポルフィリン錯体の合成とゲスト捕捉に関する研究 宮下 純一

環状エーテルを有するビニルエーテルを用いた機能性熱硬化性樹脂の開発 明治 宏幸

Preparation and characterization of sintered compact by using Ni-PTFE composite plated Mg hydrogen
storage alloy powder
Ni-PTFE複合めっきを用いたMg系水素吸蔵合金焼結体の作製および特性評価

山本 建太

ブロックコポリマー滴下膜のモルフォロジー 柿澤 龍一

ポリロタキサンの合成と複合ナノファイバーの作製 倉地 宏明

高分子過冷却液体における協同運動性とフラジリティとの相関 黒田 瑠美

加圧・昇温処理プロセスによる円柱状ポリプロピレンとガラス管界面の剥離に及ぼす処理温度の影響 単 連博

L-ロイシンセグメントとエチレングリコールセグメントを含むABA型トリブロック・コポリマーの合成と水溶
液の粘度に対する濃度の効果

中埜 達朗

酸性溶液／グラファイトの重量比がグラファイトの構造及び物性に及ぼす影響 橋本 淳志

PLLAの冷結晶化における界面の影響 守野 大輔

側鎖型高分子液晶の熱処理による透過光量・光学組織の変化 行元 陽亮

高分子／無機カプセル型微粒子の合成と熱物性 米澤 滋

噴霧熱分解法によるセリア系酸化物微粒子の合成及び燃料電池特性 一星 博紀

ラムスデライト型チタン酸リチウム負極材料の電気化学的特性 川口 大志

半回分乳化重合における連鎖移動剤の物質移動の影響 篠﨑 義和

塩添加噴霧熱分解法によるチタン酸バリウムナノ粒子の合成とその性質 清水 信孝

論　　文　　題　　目 氏　名

リビングカチオン/RAFT重合極性変換による温度応答性AB/ABA型ブロックコポリマーの合成 岩田 圭司

微生物産生高分子ポリ（γ -グルタミン酸）の構造解析 黄前 真吾

光脱炭酸により生成するアニオンのアルデヒドへの付加反応 神尾 将宏

0-置換アニリン誘導体の新規合成法開発の試み 坂井 秀通

微生物産生高分子ポリ(ε -L-リジン)におけるカルバメート生成

　－固体13Cおよび15N NMRによる構造解析－
熊 輝

光脱炭酸により生成したラジカルのフェニル基に対する分子内付加反応 杉浦 好彦

エステルからの光脱炭酸反応およびアジリジンカルボン酸の光脱炭酸反応 杉山 和輝

MOCによるキラリティーを保持する光脱炭酸反応の開発 近岡 那奈

光脱炭酸を経由したアミノ酸のアルケンへの付加反応における反応条件の最適化 林 翔太

二重温度応答性ブロック共重合体の相転移の解析 日髙 崇志

【生物応用化学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

ベンゾトリアゾリルアミナールを活用した新規合成反応開発の試み 古川 尚志

トリペプチドの光脱炭酸反応におけるアミノ酸残基の影響 前田 高輔

四環式フタルイミジン誘導体の合成研究 両角 忠浩

ラマン散乱の増強効果を利用する分光分析 山本 豊厳

Streptrophomonas maltophilia  No.43株由来アルギン酸リアーゼの精製及び酵素化学的性質 梅村 源

ギ酸オキシダーゼのコファクター修飾機構及び反応機構の解明 大竹 拓

Bacillus 属を標的とするキチナーゼ由来ＳＬＨドメインを用いた新規表層発現系の構築 大西 浩平

廃菌床を用いた下水汚泥コンポスト化の解析 大場 亮祐

ラッキョウ由来フルクタンの酵素安定化剤としての利用 川原 渉

カーボンナノチューブを含む交互積層ナノデバイスを用いた有害微生物の高感度センシング 桑田 典明

イオンビーム変異によるリグニン分解酵素高生産株の取得 纐纈 由香菜

蛍光エネルギー移動測定による筋肉の細いフィラメントの構造解析 菅原 康之

Analysis of the histone modification proteins for boundary
「境界形成におけるヒストン修飾タンパク質の解析」

孫 菁茜

種々の温度応答性ミクロゲルの合成、解析およびキャピラリー電気泳動法への応用 竹本 匡志

カバノアナタケ培養菌糸体の抗酸化物質と抗変異原物質 谷 友穂

Functional analysis of boundary protein Fub1p
「境界タンパク質 Fub1p の機能解析」

陳 博

ギ酸オキシダーゼの応用 辻野 洋志

Degradation of brominated flame retardant HBCD(hexabromocyclododecane) by white-rot fungus strain
L-25

NILNA
AMELIA

回転円板型バイオリアクターを用いた冬虫夏草変異株によるコルジセピンの高効率生産 堀 圭輔

多糖フルクタンの細胞培養・凍結保存への利用 水井 慎也

オキアミを原料とした大腸菌培地の開発 毛利 真莉依

HMR 境界領域における Non-coding RNA の解析 山川 喜輝

バイオ電池構築を目的とした生体触媒とバイオデバイスの開発 山口 かよ

イオンビームによる表面修飾を利用した再生医療用培養基材の開発 和田 洋

論　　文　　題　　目 氏　名

Currents of self-emulsified water droplets
 (自己形成した油中の水エマルションの電流測定）

偶数格子上のウィグナー関数のフーリエ共変性 五十嵐 彰

多項式環論を中心とした可換代数学 笠井 崇広

【物理工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

N=1超ヴィラソロ代数のフォック表現と特異ベクトル 片岡 雄治

BGOファイバーγ 線検出器用受光素子の性能評価 佐藤 隼一

Qubitの三つの状態の識別と三角形の外心 谷中 裕太

Arrangement of polyaniline latex particles on a glass plate
 (ガラス板上にポリアニリンラテックスの配列)

李 鯤

Mechanism of oxygen transport of mimic hemoglobin
(模擬ヘモグロビンの酸素運搬メカニズム)

李 文文

Formation of emulsions in oil|water|electrode three-phase boundary reactions
(油｜水｜電極からなる三相界面反応におけるエマルションの形成)

Images of electrochemically oxidized graphite by scanning tunneling microscope
 (電気化学酸化した黒鉛表面の走査型トンネル顕微鏡による画像）

王 洪欣

希薄ドープSi:Pの核スピン状態観測のための二重共鳴装置開発 青山 大志

一次元フラストレート系磁性体の研究 石川 裕也

宇宙線μ 粒子による非破壊探査法開発のためのシミュレーション 北村 真吾

新規フラストレート格子磁性体Cu5(PO4)2(OH)4 の磁性研究 NGUYEN THI
TINH Y

シンチレーティングファイバー荷電粒子飛跡検出器の性能向上の研究 小森 亮太

金属V溝構造を用いたテラヘルツ波の超集束効果の研究 都築 聡

磁場と空間結合レンズによる狭バンドギャップ半導体表面からのテラヘルツ電磁波放射の増強 中嶋 秀和

テラヘルツ帯時間領域コヒーレントラマン分光法の研究 日比 雅和

Cherenkov位相整合を用いたテラヘルツ波の発生と検出法の研究 堀田 和希

サブテラヘルツ帯パルスジャイロトロンの高出力化研究 山田 尚輝

溶融シリカガラスの光吸収特性 小島 辰也

シリカガラス接合界面付近のOH基の熱処理に伴う拡散 榊原 伸哉

散逸粒子動力学法による自己組織化を利用したブロック共重合体のナノ構造制御 高橋 浩司

分子シミュレーションによるアミロイド線維の凝集機構の解明 益子 勇輝

走査型トンネル顕微鏡による配向性グラファイトの酸化表面の測定 米家 佳佑

高出力サブミリ波パルスを用いたジルコニアセラミックスの焼結 佐古 勝英

論　　文　　題　　目 氏　名

前部帯状回におけるシナプス可塑性のイメージングによる解析 池田 篤史

蟻型群ロボットによる協調行動の研究―実機とシミュレータによる実験― 佐々木 祐輔

拘束される２質点の動力学シミュレーションと姿勢制御 西尾 太志

電位イメージング法とCa2+イメージング法による下丘トノトピー構造への抑制性入力の影響の解明 平田 雄大

【知能システム工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

下丘の成長によるトノトピー構造の変化の電位イメージングによる解析 古川 博史

発達に伴う痛覚過敏の持続とグリア細胞の関与の違い 村山 美郷

記号を含む日本文のOCR認識誤り文字列の検出法の改善 池﨑 淳

異文化理解教育支援のためのeラーニングシステムの開発 上出 祐美加

複数戦略切り替えによるロボカップサッカーシミュレーションプレイヤーエージェントの協調行動実現 川合 徹

対象物の把持位置決定に関する脳内処理の解明 -中心視・周辺視条件における視覚メカニズムの差- 酒井 雅哉

人物追従機能を有する介護計測支援システムの開発 坂田 達彦

復元処理によるシンチグラムの画質改善効果の基礎的研究 島崎 恭平

構文情報を用いたかな漢字変換候補の絞り込み効果 髙橋 和弥

2質量モデルを用いた赤ちゃんの感情音声の合成法に関する研究 坪内 大輝

粒子群最適化法の離散最適化問題への適用 枇杷木 秀

ヒトの把持運動に関する脳内処理の解明 -慣れ・不慣れ条件における把持位置の差- 山田 直樹

表情認識における顔領域および顔各器官の抽出手法に関する研究 渡辺 健弘

脳波特徴解析に基づくリラクゼーションサウンド生成システムに関する研究 一井 亮介

ニューラルネットワーク組込型微分方程式の研究：リアプノフスペクトラムに基づくカオス検出 遠藤 涼平

大規模地図検索のための軽量かつ頑健なBag-Of-Features手法 近藤 賢佑

ロボットと人間のインタラクティブ情動コミュニケーションに関する研究 滝 僚平

圧縮SLAMの研究：RANSACマップマッチングに基づく繰返しパタン検出とその地図圧縮応用 長坂 智実

倒立二輪型移動ロボットによる人間動作の模倣学習に関する研究 野々下 博昭

全天周視覚システムによる画像特徴量を用いた自己位置同定に関する研究 日比野 文則

天敵が存在するフィールド下での蟻型群ロボットによる餌運搬経路のパターン形成 鍛冶 慧析

論　　文　　題　　目 氏　名

ポリオール法による板状リン酸マンガンリチウムナノ結晶の合成と電気化学的特性 磯部 文成

ウェットブラスト法による高Si含有Al合金の表面微細加工 伊藤 文彦

繊維の無電解めっきにおける触媒の新規付与法 稲垣 貴之

ポリスチレン誘導体薄膜の摩耗・剥離特性に及ぼす界面活性剤添加効果 井上 達也

PC/VGCF複合体の物性とVGCFの分散状態 上田 久偉

噴霧熱分解法による炭素添加リン酸鉄リチウム正極材料の合成及び電池特性 小川 大佑

【ファイバーアメニティ工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

溶融静電紡糸におけるポリフェニレンスルフィドの繊維形成機構の解明 加納 拓磨

コロイド粒子を用いた構造発色体の調製とその歪みセンサーへの応用 神野 裕幸

電子線グラフト重合法を用いたパラ系アラミド繊維の染色性改善 北川 紀江

溶融静電紡糸におけるポリアリレートの繊維形成機構の解明 北村 幸司

電子線照射がEPR含有PP/VGCF複合体の機械的特性に及ぼす影響 鈴木 健夫

シラン化合物を用いた各種繊維の機能加工 髙木 努

スリット型インターレーサにおけるインターレース糸の運動と生成原理 辻 智司

常圧における水系SR剤の合成とそれを用いたポリエステルの改質 沼田 征之

電子線照射法を用いた各種機能剤の繊維への固定 濱谷 昌志

フィルム延伸工程の三次元数値解析 水野 星斗

水晶振動子表面に吸着したポリアクリル酸メチルの吸水にともなう運動性変化 宮城 宏臣

超臨界二酸化炭素を用いた薬剤徐放性繊維の調製 森 康充

ポリジメチルジアリルアンモニウムクロリドとアニオン性界面活性剤で調製したポリイオンコンプレックス
薄膜の摩擦・摩耗挙動

山本 泰士

水平円筒容器内の固液混相媒体に生じる音響流（円形平板振動子の場合） 大成 将仁

福井市の区画整理区域内における空地の残存・発生状況に関する調査研究 高 尚

福井市における高齢者の健康および日常生活に関する調査研究 高 晴

福井市の区画整理区域内における駐車場の分布特性に関する調査研究

自転車利用の実態と生活圏域の広がりに関する研究 −福井大学中日学生の比較研究− 李 圓

論　　文　　題　　目 氏　名

低放射化バナジウム合金の照射及び熱による機械的特性変化に関する研究 岩崎 将大

高速炉燃料被覆管のセシウム腐食に及ぼすクロム添加量の影響 大嶋 朋裕

中間熱交換器内流動伝熱に関する研究 岡本 明

超微小押し込み試験機によるプロトン照射ステンレス鋼への変形導入と組織観察 梶原 佑介

高速増殖炉用構造材料の微視組織観察による多軸疲労強度評価 齋藤 大地

ハフニウムにおける水素同位体効果 塩濱 保貴

高速炉の全熱輸送系モデルに基づく異常徴候検出手法の研究 清水 隆之

高速炉中間熱交換器内部流動伝熱の実験的研究 鈴木 敏史

陽電子消滅法を用いた応力下における鉄鋼材料の空孔挙動 花澤 慎一

【原子力・エネルギー安全工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　名

熱交換器1次系及び2次系の3次元流動伝熱モデル化に関する研究 向中野 佑

給水系配管の腐食に関する解析的研究 吉川 恭平

Prediction of Lower Bound Fracture Toughness in The Transition Temperature Region by T33-stress

レーザーの輻射圧を利用したカルシウムの同位体分離に関する研究 大久保 勇毅

レーザー二重照射による液存元素発光特性に関する研究 大藏 隆平

部分結晶化ガラスの高熱耐力用レーザー材料特性評価に関する研究 大前 清

超高強度チャープパルス増幅のレーザー出力波形解析に関する研究 笠川 翔平

生体内腫瘍の特性を再現する新規三次元がん細胞培養法　―抗がん剤開発への応用― 黒田 悠生

Relationship between selective attention and response inhibition: A psycho-behavioral study
選択的注意と反応抑制の関連：心理行動学的研究

島田 泰輔

PET用解析ツールの開発および[18F]FDG-PETによるラット脳グルコース代謝の定量解析に関する研究 芹澤 健志

KURRI-FFAG加速器における荷電変換入射の研究 丹羽 祐介

FADCによる炉雑音データ収集の試み 藤原 直生

多光子遷移の選択則を利用したレーザー同位体分離に関する研究 方田 貴之

全方向有感型コンプトンカメラの開発 水谷 大希

情報処理研究の基盤としての情報共有システム 雲晴 智彦

情報の集約と共有を支援する仮想ホワイトボードシステム 徐 剣磊

東日本大震災をふまえた住民意識からみた原子力防災に関する研究 谷口 正輝

原子力立地地域の多様な主体から見た原子力コミュニケーションネットワーク「ACALi」の研究 正木 基夫

高速炉用遮へい体ZrHの照射後安定性 井須 良麦


