
修士論文（２０１２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

Individual event of redox reaction of polyaniline latex suspensions at microelectrode
  (ポリアニリンラテックス懸濁液中の微小電極を用いた単分子反応）

蔡 万仲

Electric double layer capacitance blocked by adsorption of latex particles
 (ラテックス粒子の吸着により妨害された電気二重層静電容量)

Study On Kanji Character Generation And Text Image Analysis
(漢字画像生成と文書画像解析に関する研究)

修士論文（２０１３年３月修了）

【機械工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

燃焼合成による軽量高強度Si合金のトライボロジー解析 安藤 恭平

オンライン摩耗状態監視のための摩耗センサの開発 石川 大輔

ミニチュアクリープ試験機の開発及びクリープ破断特性 入澤 祐一

配管材料の液滴衝撃エロージョンに及ぼす衝突角度の影響

Cavitation erosion of Ti-Ni weld overlays using mixture of pure metal powders
 （純金属粉混合材を使用したTi-Ni肉盛材料のキャビテーション壊食）

瞿 超

Cavitation erosion of lining materials for seawater pipes
（海水管用ライニング材のキャビテーション壊食）

阮 文祥

十字型試験片を用いた室温及び高温等二軸疲労試験及び破損寿命特性 全 立新

メンブランパッチの色によるタービン油の酸化劣化診断法の開発 田中 清隆

低温環境下における銀めっき材料のキャビテーション壊食に関する基礎的研究 樽谷 佳祐

液体金属中の振動キャビテーション壊食に及ぼす液温と振幅の影響 仁村 彰宏

Au-Cu-Pd合金ろう材を用いたステンレス鋼とTi-Ni合金の高強度微細接合 橋本 直樹

Cavitation erosion of fiber- and particle-reinforced composites for repairs
 （補修用繊維強化型及び粒子強化型複合材料のキャビテーション壊食）

楊 暁輝

DLC膜のなじみ挙動解析 吉田 慶太朗

先行加熱法による溶接変形の低減 吉田 隆宏

画像処理による超音波照射下の液相と気相の流れの同時計測 岩本 翔平

乱流境界層における空力音源の構造解明 梶間 弘和

高圧衝撃波管によるジエチルエーテルの着火遅れの測定 齊藤 信一郎

分岐管を用いた固液二相流の分離特性 （Re数とSt数の影響） 高村 龍司

浅層地中熱利用システムの実証試験と要素技術の検討 塚本 充紀

閉空間火災時における漏洩ガスの効率的な排気方法の検討 古田 俊平

水噴霧を用いた火炎抑制実験と燃焼の数値シミュレーション 本郷 真一



トンネル火災時における集中排煙システムの有効性について 馬嶋 翔平

鋼板スプレー冷却時の熱伝達特性 松尾 太資

ヒートパイプBACHを用いた防火水槽鉄蓋周辺融雪システム 三田村 拓哉

乱流場の粒子法解析と高精度化 目﨑 悟

液中のマイクロバブルと固体粒子の挙動に及ぼす超音波の影響（周波数と指向性関数） 若林 大翔

HO2脱離反応に対するフェニル基の影響 WAN MOHD
SHOBRI BIN

水田移動ロボットの自律移動の安定化と遠隔操作を組合せた融合制御手法に関する研究 河内 洋介

軸圧縮を受ける単純梁の弾性変形を利用した把持機構の最適設計に関する研究 小林 忠史

弾性フィンガーの変形制御による小型電動グリッパの把持力増大に関する研究 辻 恭史

ブレードガイドによる丸のこの動的安定性向上 永田 公三

指装着型力覚提示における筋電位信号を利用したインピーダンス提示 平井 大輝

救急車用防振ベッドの加速度低減装置に関する研究 平井 義人

スポット溶接位置のばらつきが薄板構造物の振動特性に及ぼす影響 松原 和平

水田環境調査を目的とするLRFを用いた自律移動システムに関する研究 山本 達郎

次世代高速増殖炉内二重管の検査・補修ロボットの高温実験

【電気・電子工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

レーザダイオード励起Ti:Al2O3レーザに関する研究 五十嵐 龍也

真空紫外分光ビームラインの設計・評価と紫外光励起によるAlNの発光に関する研究 井本 吉則

レーザ光照射による高効率植物育成の検討 柿木 良明

植物工場のための省電力化光照射システムの検討 加藤 裕侑也

GaN-MOS界面評価とデバイス応用 樹神 真太郎

モード同期レーザーの四光波混合による広帯域化及び超短パルス化 近藤 優

シリコンフォトニクスのための極微小光素子に関する検討 齋木 健太

AlGaN/GaNトンネル注入トランジスタの電気伝導機構に関する研究 齋藤 毅

半導体レーザー励起Yb:Y3Al5O12レーザーの高効率化及び小型化 笹谷 禎伸

ｎ形、及びｐ形GaNショットキー接触におけるICPエッチングの影響に関する研究 髙橋 利文

GaN上グラフェン転写の大面積化に関する研究 田中 浩太郎

無開口系側面反射型TERS装置の試作と評価 常見 太基

CEES法を用いた高濃度ボロンドープダイヤモンド薄膜の電子状態に関する研究 豊田 竜也



原子層堆積法による高誘電率膜を用いたAlGaN/GaN MIS構造HEMTの評価 中根 寿

紫外・真空紫外分光エリプソメトリーの開発及び評価 中村 康寛

a面AlNにおける反射・発光・励起スペクトルの光学異方性に関する研究 成瀬 進哉

自立GaN基板上AlGaN/GaN HEMTにおける結晶欠陥と電気的特性の相関評価 長谷川 亮太

アモルファスSi細線導波路の作製と特性評価 吹留 啓太

イオン注入法を用いた窒化物半導体へのn型導電層形成に関する研究 松山 諒

テラヘルツ時間領域・中赤外吸収分光法を用いた、弱い水素結合の研究 村上 公佑介

半導体レーザー励起超短パルスモード同期Yb: Y3Al5O12レーザーの非線形レーザー顕微鏡への応用 渡辺 誠治

新プロセスを用いたエピタキシャル・グラフェンの大面積転写 石田 高章

点欠陥を有するグラフェン及びグラフェン・ナノリボンの強制振動子法による格子振動解析 牛田 憲次

分散型電源のための同期化力インバータに関する研究 梅村 良

STATCOMによる配電系統の電圧制御に関する研究 黒川 尚大

ラマン散乱分光法を用いた窒化物半導体混晶の微視的構造評価に関する研究 黒田 賢治

家庭用太陽光発電システムによる配電系統の高調波抑制に関する研究 仕明 遼

有機薄膜太陽電池におけるエピタキシャル・グラフェンの応用に関する研究 谷口 健

偏光顕微ラマン散乱分光法を用いたｎ層グラフェンの欠陥構造評価 玉川 大輔

LED照明機器の負荷特性に関する研究 中屋 友佑

InGaN混晶における微視的構造に成長過程が及ぼす影響に関する研究

TCSCによる電力系統安定度向上効果に関する研究 保利免 雅和

スマートグリッドにおける電力品質改善に向けた需要家負荷モデルの構築 松浦 晃祐

単独運転検出機能と協調したFRT制御手法とPVシステム多数連系時の相互干渉 宮﨑 貴弘

高階微分作用素の固有値問題の整数型解法
―量子光学のカー効果などを例にして―

足木 宏章

ポテンシャル関数のフーリエ・パデ近似による固有値問題の整数型高確度解法 加藤 公浩

符号化によるフェージング通信路情報の推定確度向上と秘密鍵生成 姜 文

AES命令を用いて高速処理可能なハッシュ関数の設計とその評価 西村 直人

Forward Integrityを有する共通鍵ロギング方式について 森下 翔太

RBFネットワークを用いたインデックス型ポートフォリオの再構成

縦断的・横断的音声データに基づく幼児期・学童期におけるアクセント発達に関する研究 福島 達弥



【情報・メディア工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

磁界共鳴方式無線電力伝送における位置誤差耐性向上に関する研究 上田 典明

歯を介した骨導音に関する基礎的検討 大西 政寛

情報源分極を用いた情報源符号の構成法 小澤 伸也

電磁バンドギャップを有する人工磁気導体の構成法に関する研究 久世 竜司

Data Compression via Substring Enumerationにおける個別冗長度評価 嶋 優希

スペクトラム幅を用いたDOA推定精度の簡易評価法に関する研究

量子波束の新しい近似解析式の構成に関する研究 中田 秀之

端末協調を用いた市街地不感エリア低減法に関する研究 羽柴 和宏

大規模反復型数値計算の収束過程解析支援ツールの開発 花房 秀光

無指向性を有する円筒状水平偏波アンテナの構成法に関する研究 早川 修平

PIアルゴリズムによるインバータノイズ低減システムに関する研究 松岡 健人

パラメトリック分析合成方式による嗄声復元システム 村松 邦洋

口笛演奏時における声道の形状推定とモデル化 山添 友輔

量子波束の０次および２次近似式の有効性に関する研究 山本 紘嗣

ハンガリアンスケジューラの性能評価 齋藤 浩平

JIS第一水準漢字を対象にした回転文字認識に関する研究 佐藤 詩織

手動首振り撮影に基づく動的シーン状況のパノラマ映像合成に関する研究 柴田 拓

空間MOS予測手法の精度検証とその高精度化に関する研究 田上 将充

電子投票における買収防止方法の検討 髙島 誠弥

次元拡張に対応したデータキューブの構築 茶木 一興

スペクトルシェーピングに基づくSFF/SFD法の誤差低減に関する研究 中田 直之

経歴・パターン法に基づくXML 文書の実装と評価 西野 裕臣

多視点映像群の立体映像化によるシーン状況の自然な提示法に関する研究

ITLを使った電子取引 松尾 直紀

領域分割と追跡処理に基づくエピジェネティクス解析支援システムに関する研究 水野 真城

大規模悪条件問題に対する最大エントロピー法の適用に関する考察 山内 集

小中学生による筆記文字の構造特徴に基づく統計的解析 山﨑 龍一



【建築建設工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

塩集積／析出を考慮した不飽和土壌中の塩移動予測モデル 草間 政寛

再生骨材がコンクリート強度及び凍結融解抵抗性に及ぼす影響に関する実験的研究 福島 和久

二層立体トラス壁構造の崩壊機構と耐震性能評価 星野 数城

木質建築制振構造における損傷分布と制振壁の配置法に関する研究 本居 貴紀

日射反射および造水慣性を考慮した円筒型太陽熱淡水化装置(TSS)
の造水モデル 山路 昂央

高次モ－ドを考慮した微動観測情報に基づくＳ波速度構造の合理的
推定法に関する研究

建築の物語性-カルロ・スカルパ建築を読む- 相原 和典

LEDからの不快グレアの視覚的機構の解明 浅野 翔平

福井市安居中学校の学校空間における生徒の居場所と行動に関する研究
－　学校規模と学校運営方式の違いから見た比較　－

穴田 由里香

離島における移住者の移住経緯と生活実態調査
ー奄美大島におけるケーススタディ－

岩元 謙太

農村集落における若者の就農と定住に関する研究
－福井県若狭町かみなか農楽舎の卒業生を対象として－

柴田 叔之

吉田五十八の住宅設計における数寄屋手法について 仙木 信之

福井市安居中学校の生徒の行動と学校空間の関係に関する研究 孫 鼎原

薄明視環境における視野内の順応状態が視作業性に及ぼす影響 田中 紘一

立地効率性概念に基づく公共交通指向型開発の可能性に関する研究
～えちぜん鉄道沿線を対象に～

田中 美里

光刺激がヒトの生体リズムと短期覚醒に及ぼす影響 仲嶌 亜弓

連成数値解析の夏季における戸建住宅団地の環境設計への適用に関する研究 新田 竜輔

空き家所有者の維持管理作業と近隣意識との関連性について
－福井県坂井市三国町を対象として－

福間 將浩

LEDを用いた起床前漸増光照射による目覚めの改善 巻口 彰史

「アズマダチ」に関する研究
　 ― その成立と発展及び地域性について ―

山下 鮎子

リノベーションによるエリアの価値転換に関する研究
－新竪町商店街にみるエリアリノベーション－

横村 友哉

福井市安居中学校における教職員の意識や行動に関する研究

【材料開発工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

刺激により構造変化を起こす分子カプセルの合成検討 池崎 修二

ABA型トリブロックおよび星型ジブロックコポリマーからなる全ポリビニルエーテル系熱可塑性エラスト
マーの合成と物性

今枝 嗣人

Effect of surface fluorination on the electrochemical properties of LiFePO4

（表面フッ素修飾によるLiFePO4の電気化学的特性への影響）
上田 未希

インテグリンα Vβ 3を標的とする腫瘍治療薬の開発研究 上松 義隆



同位体標識による脳診断薬の合成研究 黒土 樹

Characterization of surface-modified MgH2

（表面改質されたMgH2の特性評価）
佐藤 真也

フッ素化二置換アセチレンポリマーの合成および酸素透過性 佐藤 稔

ポリ(ジフェニルアセチレン)誘導体のニトロ化とアミノ化および生成ポリマーの気体透過性 篠田 祐作

カリックス[4]アレンを核とするビスクラウンのゲスト認識 早川 健太郎

分解性アセタール結合を有するケミカルリサイクル可能な熱硬化性高分子材料の開発 水口 順子

フルオレンを含む新規ポリマーの合成とその気体透過性 室賀 樹興

脂肪族多環式置換基を有する二官能性ビニルエーテルのカチオン環化重合による剛直な主鎖とかさ高
い側鎖を有する環化ビニルポリマーの精密合成

森田 一弘

Preparation and characterization of Nd2Eu2O3F6 film using TFA method

（TFA法を用いたNd2Eu2O3F6膜の作製と特性評価）
山内 大輔

酸化処理グラファイトの構造に及ぼす処理温度・圧力と処理時間の影響 伊藤 達哉

カオリン懸濁液の凝集現象における高分子凝集剤の濃度および低分子凝集剤におけるイオン強度の影
響

PLLA球晶核形成におけるα -CD及びDMSOの添加効果 佐賀 厚志

PMMAのガラス転移における協同運動性とフラジリティとの相関 糴川 大樹

PLLA／リファンピシン複合粒子の合成と構造、及び薬剤放出特性 田中 一輝

PLLAをグラフトしたキトサンナノファイバーの作製と構造 辻 宏昌

ポリスチレンスルホン酸／ポリアリルアミンをシェルとするナノカプセルの合成と構造 村田 亘

有機-無機ハイブリッドを前駆体としたニオブ化合物ナノファイバーの形成 山口 晃生

酸性乳化系におけるオクタメチルシクロテトラシロキサンの開環逐次重合の挙動 石黒 貴文

噴霧熱分解法によるLa添加SrTiO3微粒子の合成およびそれを用いたセリア系SOFCの燃料電池特性 源司 憲

ポリビニルブチラール-シリカハイブリッドフィルムの形成と特性 筒井 英明

PLLA溶液のキャスト過程における結晶化 谷田 順紀

【生物応用化学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

カルボキシ基を有する環状ケトエステルの光脱炭酸を経由したラジカル環拡大反応 安藤 智紀

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 大岩 和将

ヒドロキシアニオンを電子ドナーとする光誘起電子移動を経由したラジカル環化反応 金井 啓大

ポリ（ε －リジン）のカルバメート化 金子 翔太

四環式フタルイミジン誘導体の合成の試み 黒川 広樹

ポリ（アリルアミン）のカルバメート化 酒井 智行

アミノ酸・ペプチドの光脱炭酸を経由したアクリルアミド誘導体へのラジカル付加反応 杉江 舞



２－キノロン誘導体を用いる分子認識 祐安 愛佳

ビニルエーテル含有MADIXからのPVAブロックコポリマーの合成 樋田 匠

RAFT重合基を有するビニルエーテルからのリビングカチオン/RAFT重合 三浦 聡一郎

無保護アミノ酸の光脱炭酸を経由したアルケンへの付加反応 山田 逸彦

ベンゾトリアゾールを鍵合成子とするクレフト型ホスト化合物の合成 横山 遥

白色腐朽菌L-25株によるマンガンペルオキシダーゼ生産におけるタンパク質の解析 青木 俊憲

定常励起光蛍光測定法における、トロポミオシントロポニン構造の解析 内田 向亮

白色腐朽菌を用いたダイオキシン類の分解および海藻の糖化 栗田 知明

超音波照射およびマンガンペルオキシダーゼによる臭素系難燃剤HBCDの分解 河野 将大

セリシン加水分解物の分画と細胞培養への利用 佐藤 亘

Debaryomyces vanrijiae ギ酸オキシダーゼに関する研究 舘 まな美

バイオ燃料電池のための超好熱菌由来酵素を用いたアノード電極の構築 谷屋 早紀

Aspergillus oryzae ギ酸オキシダーゼにおけるArg87の役割 中山 明日香

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研究 山田 隆太

四分子解析法を用いたエピジェネティックな発現制御機構の解明 横山 慶人

三次元構築を目指したナノファイバー足場材料の創製

Aspergillus oryzae RIB40由来ギ酸オキシダーゼにおけるArg554およびAsp396の役割 若泉 杏奈

【物理工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

６Ψ ６の恒等式とアフィン超リー代数の分母公式 漆崎 修

複素Yang-Mills 場に対する正準形式の構築可能性 平 貴仁

Cherenkov位相整合を用いた電気光学サンプリングによるテラヘルツ波の効率的検出と発生の研究 木下 哲也

ミリ波・サブミリ波焼結されたアルミナセラミックスの機械的特性 桑山 一政

素粒子検出器に用いるアバランシェフォトダイオードの過剰雑音の研究 清水 佑亮

三角格子磁性体Cs3V2Cl9の磁気的性質 田中 貴士

素粒子検出用シンチレーティングファイバーの両端読み出しの研究 永島 幹也

かごめ格子状磁性体に対する実験的研究 中田 隼人

Rb原子のBose-Einstein凝縮体への位相構造導入用レーザー光源の開発
― スペクトル線幅の狭窄化と波面の位相制御―

平井 裕也

イオン交換性多孔質ガラスの電極への焼結固定化 安間 光

シリカガラスの表面および接合界面付近の構造 伊藤 禎芳



飽和カロメル電極から自発形成される微小水銀滴の測定 岩間 健一郎

分子動力学シミュレーションを用いたカーボンナノチューブ内の水の動的性質 山田 恭平

磁気異方性をもつスピン二量体の磁性に関する数値的研究 山下 弘希

【知能システム工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

痛覚処理におけるグリア細胞活動の作用の解明 和泉 清貴

痛覚過敏状態下での脊髄内グルタミン酸受容体を介したCa2+流入の変化の計測 澤村 光

レモン香料による鎮痛作用における脳内情動系と下行性疼痛抑制系の関与 竹内 祥太

亜鉛欠乏状態のうつ行動と前部帯状回でのシナプス可塑性 中井 啓介

地磁気センサを搭載した蟻型群ロボットによる目的地探索 波田 邦彦

剣道における身体運動の多面的計測による熟練度の定量化 原田 晋作

集団神経活動のイメージングによる上丘内神経回路の解析 森田 奈々

立体映像視聴時における重心動揺の非線形解析 吉川 一輝

カオスアトラクタ生成メカニズムに関する基礎的研究
―折り畳みと引き延ばしから見たカオスアトラクタ―

井保 恵太

A Genetic Algorithm with Immune Operation for Constrained Optimization Problem
（最適化問題解法のための免疫操作を有するGA）

郭 晶

胎児心拍数と母親の情動に関する基礎的研究 神谷 勇輝

カオスニューラルネットワークに発現するカオス的遍歴現象とその鋭敏な応答特性 纐纈 真人

表情表出と表情同調のための筋電図を用いた表情トレーニングシステムに関する研究 齋藤 秀明

カオスニューラルネットワークモデルの動的特性とカオス制御 坂口 洋平

Computational model for human arm posture selection during reaching movements
（到達運動における腕姿勢選択の計算モデル）

徐 明龍

室内部屋モデル再構築のためのカメラパラメータ推定手法 髙瀬 翔太

知的歩行器の障害物回避機能実現のための基礎的研究―障害物認識― 竹嶋 慶人

２段階GAによる配線最適化問題の解法 中島 征士

ロボカップサッカー2Dシミュレーションリーグにおけるチーム戦術実現手法の検討
―戦術切り替えによる協調行動の実現および協調行動確認のための開発支援ツールの設計と実装―

原 彰良

教育実習支援のためのWEB システム 藤本 康平

中国人及び日本人発話母音データに対するカオス時系列解析 馬 歓

高分子アクチュエータの運動性能の新評価法と静電反応場を利用した無電解めっき界面の創製 岩崎 美晴

An Intelligent Operational Evaluation in MDCT Images After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
（前十字靭帯再建におけるMDCT画像を用いた知的術後評価）

魚住 洋佑

ABCアルゴリズムを用いたハイブリッド探索手法に関する研究 加藤 達郎

A Mechanical Analysis of Lachman Test by Using Quantitative Measurement System With Force
Sensor
（力覚センサによる定量的計測装置を用いたLachman Testの力学的解析）

川口 昌悟



人間の熟練操作のスキル学習とルール抽出に関する研究 庄瀬 貴大

A Development of Navigation System for Normal Vector of Knee Surface in Mosaicplasty
（Mosaicplasty手術のための膝関節面の法線ベクトルを教示するシステムの開発）

豊嶋 崇靖

高分子アクチュエータの高性能化のためのポリイミドスルホン酸類の新合成と成膜条件の検討 那須野 七星

自己組織化マップを用いた空間周波数に基づく表情認識に関する研究 松原 大典

全天周視覚システムを用いた指さしによる移動ロボットの操作および画像特徴量を用いた自己位置同定
に関する研究

対象物のサイズの変化により引き起こされるアフォーダンス：プライミング効果による検証 栗栖 達也

【ファイバーアメニティ工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

溶融混練によるスクリュ回転数が気相成長炭素繊維の分散性に及ぼす影響 奥園 裕樹

電子線グラフト重合法による不織布への金属吸着機能付与と吸着特性 酒井 智貴

レーザ溶融静電紡糸法によるポリ乳酸繊維の形成 竹下 友貴

超臨界二酸化炭素を用いて繊維に注入した金属錯体の還元分解に関する研究 恒川 泰伸

古紙のポリプロピレンとの複合化による有効利用の検討 福沢 嘉人

電子線照射によるパラ系アラミド繊維内での不対電子の生成とグラフト重合 藤田 隆史

PS, PMMA系材料におけるSiO2粒子の局在化と物性 藤本 泰拡

繊維への無電解めっきのための新規前処理技術 増田 真也

電子線照射により生じる活性種を利用したポリプロピレン不織布への高圧グラフト重合 松岡 美咲

フッ素系ハイパーブランチポリマー添加ナノファイバーマットの構造と物性 森 貴郁

テキスタイルセンサーの検知圧力予測モデルの検討 矢島 大輔

テキスタイルセンサーの織物規格が圧力検知特性に及ぼす影響

担子菌を用いた大豆加工残渣の高付加価値化
～免疫賦活成分と旨味成分について～

【原子力・エネルギー安全工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

鉄鋼材料の組織と機械的特性に及ぼす熱・照射の影響 坂口 智則

T字管部高サイクル熱疲労現象に関する3次元CFD解析 中川 憲

高速炉の異常徴候検出手法に関する研究 中村 大樹

中間熱交換器内流動伝熱に関する研究 平井 清行

ヨウ素腐食における高速炉燃料被覆管材の組成の影響 松山 源基

水ガラスを用いた凝集沈殿法によるセシウム回収技術の開発 村上 清貴

高速増殖炉上部プレナムの低流量時における伝熱・流動解析手法に関する研究 八百 寛樹



ナノインデンテーションによる各種金属材料の結晶降伏強度評価 荒 翔太

溶融塩炉における全電源喪失時の受動的冷却設備による崩壊熱除去特性の評価 石黒 貴寛

減肉直管限界曲げ荷重の減肉長さに対する下限値 伊藤 嘉晃

皮膚弾性率計測用エアジェット設計のための圧縮性乱流解析 小栗 諒子

イメージベース有限要素弾塑性解析によるAl合金の微視的変形評価 曾根 大輔

多光子イオン化によるジルコニウムのレーザー同位体分離特性に関する研究 天王 悟詞

オージェ電子による内照射治療を目的とした放射性臭素標識化合物の基礎的検討 池田 理絵

レーザー二重照射法を用いた溶存元素のプラズマ発光分析 石田 雄祐

京都大学原子炉実験所FFAG加速器における高周波加速空胴の開発 伊藤 康博

2π 型コンプトンカメラの開発 上野 智史

セシウムのレーザー同位体分離に関する研究 小川 健太

液膜ノズルを利用したレーザーブレークダウン分光法による元素組成分析 金子 剛士

レーザー輻射圧によるカルシウムの同位体分離に関する研究 神谷 啓

レーザーの偏光を利用したジルコニウムの同位体分離に関する研究 斉藤 允陽

レーザー共振器内部の高非線形媒質による超短パルス化に関する研究 佐々木 健太

レーザーによるカルシウム同位体分離の数値計算シミュレーション 島﨑 孔一郎

汎用型18F標識薬剤自動合成装置の開発と実用性試験 髙木 健志

宇宙太陽光励起レーザーシステムの発熱と冷却に関する研究

二重ベータ崩壊実験（CANDLES）用DAQシステムの改良 前田 翔平

京都大学原子炉実験所FFAG加速器における高周波加速空胴用複合コアの研究 南川 智哉

ダブルベータ崩壊実験に向けたGSOシンチレーターの発光特性に関する研究 山本 彰紘

新しいWeb技術に立脚した知的共同作業の支援 尾田 哲哉

Web技術を用いた研究日誌作成支援システム 近藤 太樹

Peer to Peerによるファイル分散バックアップシステム 鈴木 大介

グループワークを指向したプロジェクト管理支援システム 髙橋 航

情報共有を目的とした双方向通信授業支援システム 山口 龍太郎

イーサフォンによる災害時通信システムの検討 神谷 将樹

ユーザコマンド系列の特徴分析による不正侵入者の検出
～GUIシステムへの応用～

宮崎 小玉


