
論　　文　　題　　目 氏　　名

高サイクル疲労強度に及ぼす非比例多軸予負荷の影響 大菅　一毅

摩擦撹拌インクリメンタルフォーミング法の有限要素解析 片山　陽介

キャビテーション噴流法を用いた各種金属材料の壊食挙動及び衝突角度の影響 川崎　善大

水中及び液体金属中の9Cr鋼のキャビテーション壊食 小林　佑也

MSE法を用いたSi含有DLC膜の表面強度特性の評価 坂野　薫

非比例多軸負荷におけるF82H鋼のクリープ疲労寿命評価
Creep-Fatigue Life Evaluation of Type F82H Steel under Non-proportional Multiaxial Loading

周  俊涛

Cavitation erosion of weld overlaid and arc melted Ti-Ni alloys using pure metal powders
（純金属粉を用いたTi-Ni合金肉盛材及び溶解材のキャビテーション壊食）

周  天虹

マイクロ抵抗ろう付時の継手部解析温度の評価 武笠　奨平

Au系合金ろうを用いたTi-Ni合金とステンレス鋼のマイクロ抵抗ろう付 中根　嵩大

内外圧を伴う軸ねじり多軸疲労試験装置の開発および多軸疲労強度
Development of Tension-Torsion Multiaxial Fatigue Testing Machine with Inner-Outer Pressure and
Multiaxial Fatigue Strength

各種温度・圧力下での銀めっき材及びSUS304材のキャビテーション壊食 本井　嘉浩

ウェットブラストを用いた金属材料のバイオフィルム除去法 森　健太郎

非比例多軸負荷におけるSS400鋼の疲労強度評価 森下　高弘

DLC膜のなじみ挙動に及ぼす硬さの影響 森松　祐司

MSE法を用いた超硬合金の表面強度評価 山本　康博

TiN膜とTiAlN膜のスラリーエロージョン特性

非比例多軸負荷における疲労強度評価のための解析ツールの開発
(Development of Analytical Tool for Evaluation of Multiaxial Fatigue Strength under Non-proportional
Loading)

劉  淑莉

反応経路解析によるアルカンの自着火過程の解明 浅野　悠介

高温面沸騰冷却時の固液接触状況観察と濡れ開始条件の検討 太田　裕紀

ヒートパイプBACHの熱輸送特性（傾斜角度と封入率の影響）

二次元羽ばたき翼による非定常揚力生成機構 田悟　友晴

超音波照射下にある液中の気泡の流動に及ぼす影響（MBとキャビテーション気泡） 藤井　佑貴

圧縮性液体乱流の計算法の開発と渦キャビテーション崩壊圧力波の観察 三田村  将

非ニュートン流体のためのLES乱流モデルの構築 宮下  真人

境界面付近で相変化を伴う乱流境界層の変調の予測 山田　敬祐

水田の自律移動型抑草ロボットに関する研究 岩壁　佳祐

次世代高速炉内二重管のための検査・補修ロボットの改良に関する研究 王  楽

修士論文（２０１４年３月修了）

【機械工学専攻】



画像処理を利用したリハビリテーションにおける共同運動の検出 佐々木　崇

最小分散制御法に基づく柔軟アームの振動制御 清水　章博

HOG特徴量による識別を用いた特定獣種の自動捕獲システムに関する研究 清水　裕太

6輪移動ロボットの制御

シンバルの音響放射特性の解析 濵手　翔

部分的な重なりを有する平板構造物の減衰特性の推定 平居　嵩朗

論　　文　　題　　目 氏　　名

ｐ形GaNショットキー接触の電流輸送機構の解明に関する研究 青木　俊周

三次元フィールドプレート構造 AlGaN/GaN HEMTの試作とコラプス抑制に関する研究 浅野　貴司

アモルファス窒化炭素薄膜の光学的特性に関する研究 伊藤　大輝

AlGaN混晶半導体における励起子発光の発光減衰に関する研究 糸山　諒

InGaAs系結合量子井戸のフォトリフレクタンス評価 今井　啓太

集光型THz-TDS装置を用いた金属テーパー構造結合平行平板導波路のTHz波伝播特性 岩崎　宏紀

アモルファスSiを用いた3次元光回路作製に関する基礎検討 遠藤　峻

AlGaN/GaN HEMTのチャネル電界分布に与える表面分極電荷の影響に関する理論的研究 神谷　悠揮

非線形材料を用いた超短パルスレーザーに関する研究 木村　大介

表面金属の熱処理反応によるAlGaN/GaN二次元電子ガス濃度と移動度の増加に関する研究 小島　敏和

LD励起CW Yb:Y3Al5O12レーザーの高効率化 下條　直哉

コロイダルPbS量子ドットの超高速光現象に関する検討 千秋　政也

原子層堆積法ゲート絶縁膜を用いたAlGaN/GaN HEMTの電気的特性に関する研究 谷口　裕哉

金属テーパー構造結合平行平板導波路に2層誘電体を挟み込んだときのTHz波伝播モードの解析

AlGdNの紫外・内殻励起による発光過程に関する研究 藤田　耕平

無開口系側面反射型TERS装置の改良とグラフェンのラマン分光 山口　貴弓

スマートコミュニティにおける太陽光発電の影響評価 青木　洸樹

RF-MBE法によるエピタキシャルグラフェン上III族窒化物半導体成長初期過程に関する研究 笠置　健理

回転機型分散電源の特性および系統への影響 北﨑　千聖

電力品質改善機能を付与したパワーコンデイショナ制御方法の開発 寺田　直弘

デジタルグリッドルーターを用いた非同期連系の検証 鳥居　亮介

遺伝的アルゴリズムによる太陽光発電量予測技術の開発 長尾　泰気

【電気・電子工学専攻】



太陽光発電，電気自動車の導入拡大時における電力品質の影響解析 中嶋　祐也

A TESLA-based authentication protocol for multiple senders
ASRAF AKHIMULLAH

BIN NORAZMAN

進化的マルチコロニーアントシステムによるTSP問題の解法 夏  澤威

フォルマント・アンチフォルマント軌跡に基づく鼻音/m/、/n/の生成と知覚に関する研究 古道　一樹

英語母国語話者における /l-r-w/の生成と知覚に関する研究 松森　雄大

論　　文　　題　　目 氏　　名

人体腕部装着用小形アンテナの高性能化に関する研究 浅野　将弘

ITS通信環境におけるアダプティブアレーの干渉抑圧特性に関する研究 右川　卓哉

Studies on Virtual Network Construction Considering Network Robustness and Topology Change（ネット
ワークのロバスト性とトポロジ変更を考慮した仮想網構築法に関する研究）

浦山　康洋

多層周波数選択板を用いた人工磁気導体のユニットセル構造に関する研究

q元ハミング符号の並列パリティ/シンドローム演算における加算回数最適化とその応用 大島　怜也

ロスレス符号化のための行入れ替え付き再帰リフティング分解の最適化 岡田　英晃

声道模型を用いた口笛発音原理の再検討 重川　直紀

DTM型ポテンシャル構造にガウス型波束が入射した場合のbuild-up特性 高瀬　卓也

ギャップ検知閾を用いた気導音と骨導音の時間分解能の比較 濵野　弘毅

大規模並列処理環境下での実時間シミュレーションの高速化に関する研究 松井　祐太

分散強化学習を適用した情報配信技術に関する研究 村田　慎一郎

データ転送先を制限したDTN技術の実装に関する研究 山本　拓郎

電子顕微鏡 CT での視線復活による再構成画像の改善 石原　尊亮

ドロネー分割に基づくフレーム補間法に関する研究 大久保　雄介

線形予測による顔部品検出に関する研究 織田　康弘

コムフィルタによる嗄声復元 北島　靖弘

スペクトルシェーピングに基づく帯域分割型SFF/SFD 法に関する研究 小寺　加南子

多視点撮影映像群からのビルボードを用いた単視点パノラマ映像生成に関する研究 清水　洸一郎

サプライチェーンマネジメントシステムのための 経路管理・時間管理の方式とその評価 下野　亮太

冊子体論文誌群からの論文データベースの構築に関する研究 田中　侑己

匿名双方向通信方式の提案 寺島　俊輝

複数の携帯端末で撮影された非同期多視点映像群の疑似フレーム同期に関する研究 長瀬　善考

匿名クレデンシャルの一方式の提案 西村　政志

【情報・メディア工学専攻】



XML文書分散管理システムにおけるposition関数の実装と評価 平山　雅之

経歴・パターン法を用いた大規模データの並列処理システムの実装と評価 牧野　聖史

画像復元問題に対するリスタート付数値計算法の適用 宮下　勝也

携帯端末群の姿勢センサ情報を用いた撮影視線の集中解析によるシーン状況抽出に関する研究 森岡　貴義

線形ハッシュとskip graphを用いた分散KVSの実装と評価 吉田　惇人

大規模画像復元問題に対する最大エントロピー法の高速化について

XMLデータベースシステムの一実装方式とその性能評価 渡部　優太郎

デプスカメラとビデオカメラの多視点統合におけるカメラ間校正と統合提示処理に関する研究 山口 達也

論　　文　　題　　目 氏　　名

妻壁と屋根型単層ラチスシェルを有する学校体育館の動的崩壊性状に基づく応答予測法 井土　拓己

切削用ガラスビーズを骨材に使用したセメントモルタルの性状
－ペシマム量に関する実験的研究－

島田　賢佑

高流動コンクリートの調合設計に関する研究
－銅スラグ細骨材とフライアッシュ－

中尾　亮太

河川水熱を利用した橋梁無散水融雪設備の性能評価 山元　謙侑

青色光障害のＰＣ眼鏡による軽減効果の評価 飯干  真也

土地所有の構造分析における土地利用の実態に関する研究
－福井市中心部地域における事例分析－

加藤　佑人

都市開発動態からみた福井市の空間構造分析 金谷　成浩

公共施設の集約化における都市の方針とその実態
ー公共施設白書と都市マスの両方を公表する自治体を対象としてー

服部　翔馬

心地良い目覚めのための起床前漸増光の要件 藤田　紗織

論　　文　　題　　目 氏　　名

Preparation of highly pure LiPF6 by using ClF3 gas and its electrochemical properties  (ClF3ガスを用い

た高純度LiPF6の合成と評価)
青木　裕典

イミダゾリウム塩含有ポリ(ジフェニルアセチレン)の合成および対アニオンが気体透過性に及ぼす影響 伊藤　飛生馬

側鎖に官能基を有する星型ポリビニルエーテルポリオールの合成とそれによる機能性架橋ポリウレタン
の合成と性質

大橋　大地

ポリビニルエーテル架橋膜の合成およびオキシエチレン鎖長が気体透過性に及ぼす影響 桂　文也

アキラルイミンが形成するアキラル単結晶を反応基質として用いるエナンチオ選択的合成反応の研究 倉石　哲弥

Effects of surface fluorination on the electrochemical properties of LiNi0.5Mn1.5O4 as a cathode material

for lithium ion batteries  (リチウムイオン電池正極材料LiNi0.5Mn1.5O4の表面フッ素化と電気化学特性へ

の影響)

清水　勇祐

ポリエチレングリコールとα -シクロデキストリンからなる被覆率の異なるポリロタキサンの合成 鈴木　啓祐

Electrochemical properties of surface fluorinated hydrogen storage alloy   (水素吸蔵合金の表面フッ素
修飾とその電気化学特性への影響)

孫  楠

【建築建設工学専攻】

【材料開発工学専攻】



Fabrication of 18650 LIB cells by using a surface fluorinated cathode active materials  (表面フッ素化正
極活物質を用いた18650型リチウムイオン電池の作製)

舘　美里

o-ジメトキシベンゼンとo-ジヒドロキシベンゼンを有するポリ置換アセチレンの合成とその気体透過性 都築　拓也

水溶性前駆体を経由した不溶性ポリ(p-フェニレンビニレン)膜の合成とその気体透過性 中尾　義則

Enhancement of　adhesion　between silicon substrate and metal film plated on it by surface fluorination
(フッ素ガスを用いたシリコン基板の表面改質が及ぼす金属薄膜との密着性への影響)

夏目　昂司朗

Preparation and characterization of nano-sized ATiO3(A:Ba,Ca,Sr) particles using titanium complex

aqueous　solution  (チタン含有水溶液を用いたATiO3(A:Ba,Ca,Sr)ナノ微粒子の作製および評価)
夏目　充

Preparation of Ni-PTFE composite plated MmMgNi based hydrogen storage alloy and its sintering
behaviour  (MmMgNi系水素吸蔵合金へのNi-PTFE複合めっきとその焼結体の作製)

見附　正浩

新規な精製方法を用いた[Poly(2-vinylpyridine)]n星型高分子の合成 天谷　史郎

メタクリル酸エステル系高分子のフラジリティと動的長さスケールとの相関 柿木　碧斗

ポリ(n -へキシルイソシアナート)マクロモノマーから成る一連の分岐高分子の，分解反応を用いた合成と
構造

中居　慎吾

ポリL乳酸の結晶核形成過程と球晶成長 藤井　啓宏

ポリL乳酸／リファンピシンブレンド粒子からの薬物放出特性 松浦　弘明

乳化重合による直径20nm程度のポリスチレン粒子の調製 川崎　紘史

転相乳化法を用いた微小ポリマー粒子の調製 西山  浩平

改良型反応熱量計を用いたメタクリル酸メチルの乳化重合反応速度及び二分子停止反応速度定数の解
析

樗澤　祐弥

改良型反応熱量計を用いたスチレンの乳化重合反応速度及び二分子停止反応速度定数の解析 水野　郁也

リチウムイオン電池用三元系正極材料の合成と電気化学的特性 見並　竜馬

ミニエマルション重合を用いたRAFT重合メカニズムの解明：実験的検討 兼松 佑多

ミニエマルション重合を用いたRAFT重合メカニズムの解明：SFモデルにおける加速可能性の判別 谷田 侑也

論　　文　　題　　目 氏　　名

チロシンおよびフェニルアラニン誘導体の光誘起電子移動による脱ベンジル化反応 大北　慶樹

RAFTカチオン源を用いたメタルフリーリビングカチオン重合の開発 古根川　直人

ポリ（ε -L-リジン）／カルボキシメチルセルロースゲルの構造解析 小林　未奈

クレフト型レセプターを用いた分子認識の研究 三箇　啓介

ポリアリルアミンおよびそのポリマーブレンドの構造解析 高木　健

アミノ基含有反応性立体安定化剤を用いたRAFT水系分散重合によるin situ自己組織化 友安　雄大

Stenotrophomonas maltophilia  No. 43株由来アルギン酸リアーゼの一次構造の解析と大量発現系の構
築

石井　里沙

新規色素依存性脱水素酵素の探索と機能解析 石倉　優

バイオ電池を目指した耐熱性酵素の分子配向制御固定化によるバイオデバイスの構築 内井　俊貴

超好熱性アーキアThermoproteus tenax 由来D-乳酸脱水素酵素の機能同定 大井　愛実

【生物応用化学専攻】



サイレンシング領域境界形成における Ada1 の解析 釜田　和馬

好熱性細菌Rhodothermus marinus 由来ヒドロキシプロリンエピメラーゼの同定とその生理機能解析 小柳　峰史

細胞培養に適したセリシンの調製法 迫　勇樹

ギ酸オキシダーゼの反応機構の解明 瀨古　雄亮

フルクタンの細胞凍結保存液への利用 相馬　彩希

カバノアナタケの生理活性物質の探索と評価 高柴　則子

DNA 配列に依存しない新規遺伝子発現調節機構の解析 田中　万葉

外的要因によって生じるゲノムワイドな遺伝子発現変化 寺田　尚弘

ヒストンアセチル化酵素 YNG1  の機能解析 伴　望実

金属錯体の生成反応速度解析法としてのzone-passingモードキャピラリー電気泳動反応器の創出とその
応用に関する研究

細野　晃弘

白色腐朽菌を用いたセルロース系バイオマスの糖化前処理 前田　裕哉

インフルエンザウイルス検出のためのマッハツェンダ型ゾルゲル光導波路を用いたバイオフォトニックセ
ンサの構築

民法　勇真

米糠に含まれる細胞培養に有効な因子の探索 森山　聖子

Aspergillus oryzae  RIB40由来ギ酸オキシダーゼにおけるPhe510の役割 山根　友志

ヒストン修飾酵素 SAS2 の境界形成機能における役割 德永 史

論　　文　　題　　目 氏　　名

シーソー機構によるニュートリノ質量への放射補正 佐藤　吏

協同トムソン散乱計測用サブテラヘルツ帯高出力パルスジャイロトロンの研究 池内　真司

CsX(X=Cl,Br,I)に不純物イオンSn2+を添加した結晶の光学特性 大田　健介

Gyrotron FU CW GIIIの最適動作条件の解明と速度ピッチ因子の影響 川瀬　樹

宇宙背景ニュートリノ崩壊現象観測方法の検討 小村　祥太

ピコ秒周波数チャープパルスを用いたテラヘルツ帯時間領域コヒーレントラマン分光法 齋藤　勝哉

S =1/2ジグザグ鎖磁性体Cu(2-methylpropane-1,2-diamine)Br2の磁性研究 高田　晋弥

平行平板金属導波路におけるテラヘルツ波の超集束効果及び導波路表面粗さに依存した伝搬特性の
研究

竹嶋　大貴

Gyrotron FU CW ⅦAを用いたパルス電子スピン共鳴装置の開発 田中　俊大

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 永瀬　友大

位相印加された希薄原子気体のボース・アインシュタイン凝縮体に発生する渦構造の計算機シミュレー
ション

松岡　幸広

高分子結晶を用いた分離膜の気体透過性制御 朝日　駿介

合成粉溶融シリカガラスのエキシマレーザー誘起光吸収特性 佐々木　俊也

【物理工学専攻】



静電容量の測定による分散したグラフェンの定量 塩野  雄貴

ホウ素ドープダイヤモンド電極を用いたオゾン水の電気化学測定 杉本　龍亮

水添加によるイオン液体の構造及び動的性質の変化 竹市　拡礼

セシウムイオンによるプルシアンブルー膜の固定化 柳川　朋紀

偶数格子上のFano演算子のSymplectic共変性 － N=2 の場合 － 芦田 浩幸

相互情報量によるSuperdense Codingの解析

溶液抵抗による微小電極の直径の測定 竹内 春樹

論　　文　　題　　目 氏　　名

Audio Processing Using Complex Valued Neural Networks（複素ニューラルネットワークによるオーディオ
信号処理）

AL-NUAIMI AHMED
YARUB HANI

脊髄後角における神経可塑性への亜鉛の関与 岩佐　光毅

胃電図の数値解析とその数理モデル化に関する研究 木下　史也

小脳顆粒細胞におけるGSK-3の機能解析 久保田　健太

キネシン局在に依存した軸索分枝の動態解析 瀨野　岳史

multi-CPUおよび小型化した蟻型群ロボットの可能性
-カオスを用いた効率的な探索へのアプローチ-

髙井　裕紀

アロマオイルによる鎮痛効果と下行性疼痛調節系の関与 髙須　俊太朗

咀嚼・嚥下時における生体信号解析に関する研究 谷口　慎一

Hypercomplex Neuro-Fuzzy Learning Algorithm for Fuzzy Rule Generation（多元数ニューロ・ファジィ学
習アルゴリズムによるファジィ規則の生成）

畑　龍介

痛覚および痛覚情動に関与する脳内分子の解明 林　努

生体マウスの下丘表層における音刺激に対する神経活動：カルシウムイメージングによる解析

異なる初期値依存性を有するカオスニューラルネットワークモデルの動的特性 浅野　将

胎児と母親の心拍数変動に関する基礎的研究 池上  智之

方位選択性地図の自己組織化における学習時定数の効果 高橋  直也

構文解析、意味解析及び読み情報を用いたかな漢字変換候補の絞り込み法 野澤　啓泰

エアーステーション電波強度を利用した建物内位置情報獲得手法 藤田　佳也

顔画像の魅力度が記憶課題成績およびERP成分に及ぼす効果に関する研究 森田　哲史

ODE を用いた受動歩行機の分岐特性解析 山本　耕平

テザー係留型飛行ロボットの自律飛行制御に関する研究 石井　徹

加速度センサを用いた傾き制御　ー階段昇降機を用いた検証ー 伊藤　準起

A Development of Force Distribution Measurement System by Using Conductive Rubber in Total Knee
Arthroplasty and Its Mechanical Analysis（全人工膝関節置換術における導電性ゴムを用いた応力分布
計測システムの開発と力学的解析）

神谷　昂志

【知能システム工学専攻】



人間の身体動作認識に基づくインタラクティブサウンド生成システムに関する研究 北洞　穂高

倒立二輪型移動ロボットの行動制御に関する研究 木村　竜也

３次元ハフ変換を用いた壁認識システムの開発 倉上　大樹

指揮者のジェスチャーによるインタラクティブオーケストラサウンド生成システムに関する研究

人間の操作特性における熟練スキルのルール獲得に関する研究 寺西　正弥

振動モータと機能性流体を用いたリニアアクチュエータの開発に関する研究 永田　壮大

ヒトの手の身体モデルが道具のサイズに関する認知的過程に及ぼす影響
 - 利き手・非利き手と道具の種類との関係 -

清水 崇文

痒覚と痛覚の脳内神経活動の比較 今村 徹

論　　文　　題　　目 氏　　名

リパーゼ表層提示酵母を固定化した高分子ナノファイバーの形成とエステル合成への利用 青山　直樹

ポリプロピレン/酸化マグネシウム/気相成長炭素繊維複合体の熱伝導率と表面抵抗 東　千尋

超薄層プリプレグシートを用いたCFRP積層板の層厚さと積層構成が曲げ特性に及ぼす影響 飯田　直明

アルミナナノファイバーを利用した絶縁放熱シートの開発 市川　慎也

シングルナノファイバーを用いた癌細胞の浸潤現象の解析 荻原　裕佑

極性末端基を有する鎖状分子の固体表面への吸着挙動に対するアドミッタンス解析 岸本　洋平

NIPAMを電子線グラフト重合したPET布の吸水速度に関する研究 島田　和樹

造血幹細胞の高密度培養を目指した三次元ナノファイバースキャフォールドの創製 清水　遥絵

ポリフッ化ビニリデンナノファイバーのめっきに関する研究 杉山　貴大

レーザ溶融静電紡糸法を用いたエンプラナノファイバーの形成 谷田　宏晃

ネマチック液晶による光学増幅を利用した固体表面への鎖状分子の吸着構造解析 寺井　基洋

流動解析による二軸スクリュ押出機のニーディングディスク部の分散混合評価 中村　祐也

特殊構造を持つ不織布へのハイドロキシアパタイト形成とCs+・Sr2+に対する吸着能評価 西口　達大

窒化ホウ素を用いたポリプロピレンの高熱伝導化 府岡　大祐

酸性染料によるポリエステル繊維染色技術の開発 保田　貴寛

PTFEとVGCFを用いた導電性多孔質膜の成形性の制御 森　優公

固体高分子へのグラフト重合反応におけるモノマーおよび幹ポリマーの性質が改質領域に及ぼす影響 横山　翔一

エアジェット精紡機の紡糸部における空気流の数値シミュレーション 吉田　明寛

炭素系フィラーを用いた複合材料の導電性とフィラーの分散状態 鷲田　憲昭

【ファイバーアメニティ工学専攻】



論　　文　　題　　目 氏　　名

水単相熱交換器実験装置ループ間連成3次元解析 赤堀　央

マイクロ波誘電吸収法を用いたDNAの評価と線量計応用のための基礎的検討 岡田　翔太

純鉄中の照射欠陥集合体と転位の動的相互作用の研究 四方　章仁

フェライト系高速炉燃料被覆管材のCs-Te腐食に関する研究 谷垣　考則

U-Ni-Al系金属間化合物の水素吸収に伴う結晶構造評価 中森  文博

被覆粒子燃料とSiC被覆管を使用した軽水炉燃料の開発
―被覆粒子燃料における二重非均質効果の考慮方法―

松井　秀平

福島第一原子力発電所事故に関する政府・国会・民 間の事故調査検証報告書の比較研究 山本　耕輔

亜鉛欠乏ラットにおけるノルエピネフリントランスポーターを標的としたイメージング薬剤の脳内局所集積
変化の検討

柏原　匡志

CaF2検出器を用いた5.5 MeV太陽アクシオンの探索 川村　篤史

FFAGシンクロトロン入射効率向上のための入射ビームの時間構造の精密測定 髙畠　麻緒

宇宙太陽光励起レーザーの動特性評価シミュレーション開発に関する研究 竹内　裕貴

Gdを含む無機シンチレータによる入射粒子識別 富田　翔悟

宇宙太陽光励起レーザーのレーザー材料特性評価に関する研究 永坂　宗一郎

稀現象探索実験用CaF2シンチレーターの粒子弁別能の研究 原田　知優

２π型コンプトンカメラのデータ収集システムの改良と実用化の検討 藤田　剛志

エクサワット級レーザーシステム設計用シミュレーションコード開発に関する研究 山田　一樹

ニュース記事推薦のためのパーソナライズ可能な情報検索支援手法の提案 細野　哲史

小型PET薬剤自動合成装置を用いた[18F]フルオロ酢酸合成 新井 僚

【原子力・エネルギー安全工学専攻】


