
論　　文　　題　　目 氏　　名

酸・塩基刺激に応答するオリゴロタキサンに関する研究 木村 元紀

ミニエマルション重合によるRAFT重合機構の検討 三浦 崇嗣

論　　文　　題　　目 氏　　名

摩擦攪拌インクリメンタルフォーミング法による金属板材の表裏同時加工 市川　聖也

サーボプレスを用いたSUS304極薄板の多段成形と有限要素解析 伊藤　啓佑

固体潤滑樹脂オーバレイを被膜したすべり軸受材料のトライボロジー特性 井上　大嵩

多段摩擦攪拌インクリメンタルフォーミング法の開発 小川　拓郎

振動と力を同時に提示した際の指先刺激の知覚実験 呉  徳尚

メンブランパッチによるタービン油の酸化診断法に及ぼすろ過油温の影響 鴻埜　和樹

プラズマイオン注入・成膜（PBII&D）法によるDLC膜のMSE評価 柴田　賢一

なじみに及ぼす表面形状の影響 千田　裕紀

高Si含有Al合金の潤滑摩擦摩耗特性に及ぼす各種潤滑油添加剤の影響 高岡　直樹

同一面上の複数熱源を用いる溶接プロセスにおける角変形量の定式化 冨永　玄紀

ロータリースウェージング加工の有限要素解析 浜野　敬悟

NDとPTFEを含有した無電解Ni-Pめっきのトライボロジー特性 福島　悠太

遷移温度域破壊靭性値Jc板厚依存性の克服 藤原　悠輝

ライニング鋼管プラスチックのキャビテーション壊食 紅谷　英祐

ポンプ補修用コーティング材のキャビテーション壊食 寳澤　賢

DLC膜 における添加剤のナノトライボロジー特性 宮尾　崇宏

Liquid droplet impingement erosion of carbon steels  and a stainless steel

（炭素鋼，ステンレス鋼の液滴衝撃エロージョン）

BACHによる屋外設置筐体内冷却システムの可能性試験 李  魏昆

トンネル火災時における換気シャフトによる自然排煙性能の評価 青木　隆之

壁乱流における騒音源の特定と維持メカニズムの解明 石黒　秀和

鋼板スプレー冷却時の沸騰熱伝達特性(表面酸化膜の影響) 落合　良太

メチルテトラハイドロフランの分子内水素移動反応 坂出　直紀

切替可能BACHによる浅層地中熱利用床冷暖房システムの可能性試験 鈴木　恵祐

超音波進行波の液中のマイクロバブル挙動に及ぼす影響（周波数96kHzと3.5MHｚ） 鈴木　宏彰

修士論文（２０１５年３月修了)

修士論文（２０１４年９月修了)
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エーテル化合物の分子内水素移動反応 田島　直人

ジエチルエーテルの自着火過程の反応機構解析 塚谷　眞一郎

乱流境界層に対する振動壁の影響とそのメカニズムに関する研究 森　陽介

平板接合構造の振動解析に適したモデリング 泉代　将太

未校正２画像からの３次元復元によるトマト花の３次元位置推定に関する研究 大西　真人

仰臥位時喉頭運動の画像処理による嚥下機能評価に関する研究 岸下　敬樹

シンバルの音響放射に及ぼす振動モードと調整加工の影響 工藤　倫久

部分構造合成法による超音波プラスチック溶接の動的挙動予測 小出　一志

力覚提示におけるFIR型非整数階微分VCによる仮想物体表面の高剛性化 小畠　聖平

仮想環境用SPH流体シミュレータの粒子挙動の安定性 小松　雅弥

自動害獣捕獲システムに関する研究 関野　新

PASのための歩行時における下肢表面筋電位解析 祖  昌鵬

振動モードを用いた橋梁支承のヘルスモニタリング

Android端末を用いた身体障害者向け緊急連絡システムの構築 中北　知仁

水田移動ロボットの自律移動と自動誘導に関する研究 中山　真徳

救急車用防振架台の加速度低減装置に関する研究 久池　誠

先進すべり軸受材料の摩擦摩耗特性 大谷 直生

論　　文　　題　　目 氏　　名

三次元フィールドプレートをもつAlGaN/GaN HEMTの試作と評価に関する研究 秋良　鴻介

二層誘電体を挟んだ金属平行平板導波路のテラヘルツ波伝搬モードの解析とその応用 岩村　信平

可動部分のない光ファイバ伝送型太陽光採光システムの検討 小川　浩輔

Auナノ構造とコロイダル量子ドットの相互作用に関する研究 北村　繁宏

GaN基板上低キャリア厚膜n-GaNショットキー接触の評価に関する研究 木原　雄平

可視－真空紫外分光エリプソメトリーの改良と評価に関する研究 久保　賢洋

AlGaN/GaN HEMTの動的オン抵抗に与える高圧水蒸気処理の効果に関する研究 小林　洋平

高濃度ボロンドープダイヤモンド薄膜のCEES測定と電子構造に関する研究

酸素プラズマ処理を用いたAlGaN/GaN HEMTの電流コラプス低減に関する研究 坂井田　佳紀

β -FeSi2を用いたアモルファスSi系超微細発光デバイスの研究 徳繁　洋樹

AlGaN/GaN HEMTの大電流化と積層型チップ試作に関する研究 利根　康平

超小型ディスプレイ用三原色合波器の検討 中尾　慧

【電気・電子工学専攻】



金属テーパー構造結合平行平板導波路を用いた微量試料のテラヘルツスペクトル測定の検討 成瀬　均

レーザダイオード励起超短パルスTm:ZBLANファイバーレーザの研究開発 西尾　正敏

電圧ストレスを印加したAlGaN/GaN HEMTの特性変動評価に関する研究 前田　涼

顕微光応答法を用いた金属-半導体界面の２次元評価に関する研究 山本　晋吾

太陽光発電システムへのFRT，DVS機能の付与による系統安定度向上効果 大中　奎佑

低炭素の街づくりに対応した公共施設の運用制御に関する研究 久保　範幸

同期化力インバータを用いた分散型電源による系統安定化 杉山　浩則

デジタルグリッドが導入された配電系統の電圧・周波数抑制効果の検証 林　航平

整数型解法によるシュレーディンガー方程式の近接固有値の高精度分離 太田　洋平

論　　文　　題　　目 氏　　名

OFDM伝送用TDLアダプティブアレーにおける広帯域干渉波抑圧に関する研究 天野　滉士

周期性人工雑音の抑圧に関する研究 伊藤　真也

マルチスクリーン環境における講義支援システムのためのポインタ位置情報の高精度化に関する研究 鵜飼　利明

マルチバンド特性を有する二層構造周波数選択板の構成法に関する研究 内田　一寛

EMOS最大化に基づく動画像スケーラブル符号化法の有効性に関する研究 近藤　秀祐

骨伝導振動子を用いた歯の加振方法の検討 定池　晃宏

多周波数帯で動作する直交偏波共用反射板付ダイポールアンテナの設計法に関する研究 杉本　義喜

位置ずれモデルを用いた視点固定首振りパノラマ雲台校正に関する研究 竹葉　亮佑

GMRES法を用いた画像復元問題の数値計算法に関する研究 玉村　真一

Android携帯端末群を用いた多視点撮影システムの時刻管理機能の改良に関する研究

ネットワーク資源の有効利用を実現する仮想網構築スケジューリング 坪田　隼人

日本語回転文字認識の性能向上に関する研究 馬場　悠太

帯域成分の重み和に基づくSFF法の精度向上に関する研究 古川　直人

線形ハッシュ法とSkip Graphを用いた分散KVSにおけるルーティングアルゴリズムの改良 宮本　直行

H.265/HEVCにおけるマルチパラメータ動き補償法の実装に関する研究 森田　真史

骨導音と気導音の単語了解度の比較 森安　大智

ロバスト性を考慮した確率的経路選択法のネットワークシミュレータによる性能評価 山内　俊英

デプス映像とカラー映像の統合のためのカメラ校正と統合表示に関する研究 山下　拡

PARCOR分析合成型嗄声復元システムに関する研究 吉川　翔太

行列の二重対角化を用いた正則化法による悪条件方程式の数値計算法について 綿谷　一毅

【情報・メディア工学専攻】



中継コイルを用いた無線電力伝送の高効率化に関する研究 渡邉　敏弘

H.265/HEVCに対するマルチパラメータ動き補償の適用とその符号化制御に関する研究 福島　隼人

論　　文　　題　　目 氏　　名

受材仕様鋼製ダンパー付き耐力壁の復元力特性に基づく木質建築物の応答低減評価 大竹　浩行

溶出除塩法の塩移動数理モデルと塩溶出特性 仇  啓涵

学校体育館に取り付く在来工法天井における地震応答性状の分析と性能評価法の提案 野々村　巧

高浜町新庁舎公民館の設計プロセスから見た庁舎建築の計画方法に関する研究 安藤　稔起

居住支援協議会におけるパートナーシップの実態

― 住宅ストックを活かした居住支援方策に関する研究 ―

中国瀋陽市における近年の住戸平面動向

― 民間不動産にみる中国瀋陽市の集合住宅の供給実態 ―

城址周辺地区における都市再生のための空間整備方針に関する研究 神戸　美由起

旧北国街道の宿場町を構成する町家の正面意匠に関する研究

― 町並み景観の観点から ―

論考”L'Espace Indicible”から探る、ル・コルビュジエにおける機械について

― L'Espace Indicibleへと導く《機械》 ―

福井市中心市街地における土地・建物利用と所有実態に関する研究 諏訪  善継

昭和５年の永平寺大遠忌事業における師田庄左衛門の役割

― 永平寺伽藍の意匠について ―

外部人材の連携による産業創出に関する研究

― 岡山県英田郡西粟倉村を事例として―

指向性反射を考慮した放射伝熱解析手法による熱線再帰性反射フィルムの評価に関する研究 矢野　将太

論　　文　　題　　目 氏　　名

質量分析法による乳化重合物の直接分析のための基礎研究 石上　飛鷹

Preparation and characterization of LiCoO2 single particle

(コバルト酸リチウム単粒子の作製とその特性評価)

質量分析法によるエマルション分散質の測定及び高感度化のための研究 加藤  航

Preparation and characterization of MgF2 layer on the surface of MgO particles using surface fluorination

 (フッ素修飾によるMgO粒子表面上でのMgF2の形成とその特性評価)

ケミカルリサイクルのためのポリスチレン熱分解物スチレンダイマーおよびスチレントリマーのラジカル重合 木村　貴裕

側鎖に反応性基を有するポリ(置換アセチレン)の合成および発光特性 黒田　将吾

ハロゲンおよびシリルエーテルを含む脂肪族二置換アセチレンポリマーの合成と気体透過性 杉山　智哉

ストレッカー反応によるアミノニトリルのエナンチオ選択的合成に関する研究 髙松　直矢

レーザーイオン化飛行時間型質量分析法における抗がん剤の測定手法の検討 德元　吾郎

エステル結合を有するポリ(p-フェニレン)の合成と特性 中野　拓弥

Surface modification of polypropylene using fluorine gas and application for the plating substrate

(フッ素ガスによるポリプロピレンの表面改質とめっき基材への応用)

井上　早帆

【建築建設工学専攻】

伊藤　聡彦

北出　彬

古江　利

橋場　一成

村田　真由

杉浦　友香

【材料開発工学専攻】

小山　祥文



オンライン濃縮レーザー脱離試料導入法における高感度化およびノズル温度に関する研究 三浦　修平

Morphologies and the electrochemical properties of surface fluorinated cathode active material

(表面フッ素処理した正極活物質粒子内の組織観察と電極特性評価)

Mechanical strength of Ni-Cu plated carbon fiber/magnesium alloy composites

(ニッケル－銅めっき膜が及ぼす炭素繊維強化マグネシウム複合体の機械的強度への影響)

Effects of Ni-PTFE composite plating and surface fluorination on the electrochemical properties of carbon composite 
plates for fuel cell

 (Ni-PTFE複合めっきと表面フッ素処理による黒鉛複合成形体の電気化学的特性への影響)

Preparation and characterization of oxide fluoride glasses containing EuF2 and CeF3

(EuF2とCeF3を共添加した酸化フッ化物ガラスの作製とその特性評価)

両末端アミノ置換ポリエチレングリコールの合成 有元　真之

スチレン系および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 市村　瑞基

DSC測定におけるポリスチレンフィルムのTg近傍での歪み処理の影響 奥屋　裕太朗

ポリスチレンのガラス転移下における、マルチパラメータモデルによる比熱曲線の作成とパラメータが曲線に与える影
響

坂本　宜紀

転相乳化重合で調製された高分子微粒子の蛍光物質含有率の検討 竹内　栄貴

両末端アミノ化ポリエチレングリコールの作成とトリブロックコポリマーのゾル－ゲル転移挙動

液体表面上での高分子超薄膜のガラス転移 朴  守東

分岐と切断を含むラジカル重合反応：反応操作の分岐構造への影響 木下　達貴

Preparation and Fuel Cell Performance of La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3 Nano-particles by Polymer Complex Method

（高分子錯体重合法による La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3ナノ粒子の合成および燃料電池特性）

リチウムイオン電池用層状型Li2MnO3系固溶体の合成および電気化学的特性 坂井　修平

ナトリウムイオン電池用Na2/3Fe1/3Mn2/3O2正極材料の合成および電気化学的特性 中島　健太

噴霧熱分解法によるケイ酸鉄リチウム正極材料の合成および電気化学的特性 三島　良太

酸性乳化系でのジメトキシジメチルシランの重合反応挙動 宮田　晃男

論　　文　　題　　目 氏　　名

ギ酸オキシダーゼのコファクター近傍のアミノ酸残基の役割の解明 石本　賢志

Paecilomyces  sp. HA26による物質変換 右近　大輝

アルコキシスチレン類のメタルフリー精密カチオン重合 大久保　誠哉

エピジェネティックな発現を制御する ADA2 の機能解析 樫尾　紗耶香

ビニル基の重合性を利用した星型ポリマーおよび 親水性ポリビニルエーテルの直接合成 川本　裕紀

電子受容性基を有するカルボン酸の光脱炭酸によるカルボアニオン生成とベンズアルデヒドへの付加反応 熊谷　有太

ラッキョウ由来多糖フルクタンの酵素安定化剤・阻害剤への応用 倉知　聞多

加水分解と光脱炭酸によるエステルからのラジカル反応 齊藤　光

RAFTカチオン/ラジカル極性変換によるポリビニルアルコールブロック含有ポリマーの合成 坂本  佳寛

米ぬかに由来する細胞増殖促進因子の同定 鈴木　陽子

ポリアリルアミン高分子複合体の固体ＮＭＲ

森川　文登

森本　健斗

楊  希

和田　辰也

【生物応用化学専攻】



コンピュータを用いたエピジェネティックな発現制御に関わる因子の網羅的解析 谷口　渓

１細胞追跡システムを用いたヒストンアセチル化酵素欠損によるエピジェネティックな発現状態変化 丹羽　裕憲

水構造制御に基づく新たな分離システムの創出 濱田　幸

好熱性細菌 Rhodothermus marinus  由来色素依存性D-フェニルアラニン脱水素酵素の基質特異性解析

フタリドと１級アミンの触媒的直接縮合による生理活性フタルイミジン誘導体の創製 松永　崇利

分光電気化学測定装置の開発及び導電性ポリマーへの応用 眞鍋　遼

間葉系幹細胞に対する絹由来タンパク質セリシンの効果 山内　莉奈佳

カルボン酸の光脱炭酸を経由した芳香環へのラジカル環化反応 山田　知明

Agコロイドのラマン散乱増強機構の速度論的解析と高感度分析への応用 鰐渕　五月

論　　文　　題　　目 氏　　名

Gyrotron FU CW G IIIにおける長時間に渡る発振出力の安定化 田中　義裕

数値計算を用いたハバードモデルの解析 三戸　極

重力収縮する時間的測地線束の幾何摂動効果に対する基礎方程式系 三輪　亮太

新規ハニカム格子磁性体の磁気的性質 浅野　泰典

Gyrotron FU CW GIAにおける電子ビームクオリティ改善による発振効率の向上 市岡　亮一

MgOを添加したアルミナセラミックスのミリ波焼結 稲垣　俊輔

Cherenkov位相整合を用いたテラヘルツ波の高効率な電気光学サンプリング法の研究 小澤　慎平

素粒子実験で用いる各種受光素子の微弱光検出能力の比較 折笠　桂輔

400 GHz帯周波数連続可変ジャイロトロンFU CW Xの発振特性の解析 桑原　太貴

希薄ドープ半導体Si:Pの極低温高周波磁気共鳴測定装置の開発 森本　和也

積層したグラファイトの静電容量の周波数依存性 五十嵐　祐治

Comparison of microelectrode areas evaluated from steady-state currents with those from microscopes

（顕微鏡の画像と定常電流から求めた微小電極面積の比較）

熱処理に伴うシリカガラス接合界面におけるOH基濃度分布の変化 山本　剛貴

有機薄膜太陽電池作製における導電性高分子層の膜厚測定 平尾　康起

論　　文　　題　　目 氏　　名

剣道における身体運動の多面的計測と応用 後藤　淳

距離と方向が不完全な情報下での帰巣アルゴリズム 清水　達哉

個性をもたせた群ロボットによる協調行動 竹下　聡亮

遅延制御によるカオスニューラルネットワークのカオス的遍歴現象の制御特性 冨田　大詞

馬  修遠

【物理工学専攻】

【知能システム工学専攻】



カオスニューラルネットワークにおけるカオス的遍歴の記憶パターン依存性と鋭敏な応答特性 波多野　寛人

群ロボットによる目的地探索実験

―カオス時系列を用いた決定論的探索アルゴリズム―

立位制御系にみられる不安定性に関する研究 福井　優太

無線通信を有した群ロボットの可能性

―効率的な探索へのアプローチ―

言語聴覚士トレーニング支援システムの開発研究 尼形　侑祐

視覚移動ロボットによるクロスシーズン場所認識問題の研究 安藤　雅淑

コミュニケーションロボットの ための人間の身体動作による性格推定および感性評価に関する研究 市岡　由希恵

歪み回転シンメトリの共分割に関する研究 稲垣　陽介

表情筋電図を用いた人の表情同調に関する研究

～発達障害者の支援を目指して～

人間とロボットとの双方向コミュニケーションのためのリカレントニューラルネットワークを用いた情動推論システムに関
する研究

竹内　昇平

A Development of Manual Testing Measurement System Using Markers of Optical Device

（光学式マーカーを用いた徒手検査計測システムの開発）

指定音列によるユーザ嗜好を考慮した対話型遺伝的アルゴリズムによる旋律自動生成

部品に基づくシーン記述子を用いた場所認識 猪口志　祐人

部品SLAM：教師無し部品モデルによる高速・簡潔な間接型マップマッチング 花田　将吾

An Automated Evaluation Method of Multiple Risk Factors by Using Anatomical Point for Recurrent Patellar 
Subluxation

（膝蓋骨亜脱臼における解剖学的特徴点を用いた複数リスク因子の自動評価システム）

人の動きを観察・模倣・イメージしたときの脳波特性に関する研究

～発達障害者の支援を目指して～

垂直多関節マニピュレータの平面ならい運動における最短軌道計画 渡辺　将司

手の身体モデルと道具の認知過程との関係: 脳内シミュレーション仮説の検証 鈴木　駿介

A Development of Position Support System for Surgery Instrument in Mosaicplasty by Using Force Distribution

（応力分布を用いたMosaicplastyのための術具姿勢補助システムの開発）

論　　文　　題　　目 氏　　名

極性末端基を持つ鎖状分子により金属－液体界面に形成される吸着膜とエネルギー散逸 伊藤　実奈子

ベクトラン繊維/エポキシ樹脂の接着性と複合材料の作製 今宮　拓郎

カーボンブラックを用いたせん断流れ場での微粒子凝集体の分散混合に関する基礎研究 江畑　勝弘

相分離構造がもたらすナノファイバー表面構造の変化とタンパク質吸着特性の解析 小泉　岳

超好熱性アーキア由来酵素の配向固定化による高性能バイオデバイスの構築とバイオ電池の構成 向當  綾子

ポリエチレンイミンとアニオン性界面活性剤のイオン錯体単分子膜による表面修飾と潤滑特性 後藤　真輝

炭素繊維と樹脂との界面接着強度が力学的特性に及ぼす影響 羽川　充

ポリエステル織物の織物規格と表面光沢に関する研究 畑中　智貴

水系エマルションを用いる電子線グラフト重合におけるミセル安定性の影響 前田　拓

押出過程の不安定流れと押出物形状の関係 水谷　光範

高原　彬

原　翔太

増田　善紀

【繊維先端工学専攻】

張　峰

真木　滉

百瀬　周

西野　聡史



不織布への電子線グラフト重合によるポルフィリン化合物の固定化とその応用 村本　純也

プローブ修飾ナノ粒子を用いたメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の高感度マイクロバイオセンシングシステムの構築 渡邊　和也

論　　文　　題　　目 氏　　名

ポリエステル繊維の前照射法による電子線グラフト重合条件の最適化 能藤　紘史

微生物産生高分子をベースとする生体適合性の高い機能性材料の開発 關 あかね

論　　文　　題　　目 氏　　名

3次元解析コードを用いた高速炉EBR-IIのベンチマーク解析 浅井　貴之

軽水炉格子系の反応度の感度解析・不確かさ評価 片桐  寛樹

純Mo中の照射欠陥集合体と転位の動的相互作用の研究 河瀬  宇宙

空気冷却されているフィン付き伝熱管周りの3次元伝熱流動解析 鈴木　大輔

FLiNaK溶融塩の蒸発挙動に関する基礎研究 平等  雅巳

低線量放射線による影響の解明に向けた自動細胞解析手法の研究 戸田  圭哉

液滴を含む二相流による配管腐食の3次元解析 長谷　佳祐

原子力施設における廃止措置工事のシナリオ評価に係る方法論の検討

―福島第一原子力発電所における燃料デブリ取出しシナリオの評価―

高速炉におけるマイナーアクチノイド核変換の研究 山田  亮太

二重ベータ崩壊実験に向けたGAGGシンチレータによる粒子識別 犬飼　裕司

宇宙太陽光励起レーザーの熱光学評価シミュレーションコード開発に関する研究 内田　雅人

エクサワット級光パラメトリック増幅に関する研究 大河原　慎介

オージェ電子を利用した内照射治療薬剤のナノ粒子化とそのin vitro評価 鹿沼　俊樹

アドホック・メッシュネットワークによる災害時通信システム 木下　昌昭

48Caのレーザー同位体濃縮における濃縮評価に関する研究 坂本　康介

テキストマイニングによる企業価値評価 佐藤　謙太

レーザーブレークダウン分光法による溶存元素の組成分析 四本木　優孝

延性き裂の進展開始条件に関する基礎的検討 高橋　祐也

遷移温度域破壊靭性値Jc板厚依存性の克服 高村　亮太

カルシウムのレーザー同位体分離に関するシミュレーション

ユーザのコマンド履歴を用いたAdaboost法による侵入検知手法の提案 中田　明秀

行動パターンに基づく人物認証 山北　将平

管の破裂内圧に及ぼす軸力の影響 吉井　貫

松橋  和也

【ファイバーアメニティ工学専攻】

【原子力・エネルギー安全工学専攻】



超稀現象探索実験におけるバックグラウンド排除の試み CaF2冷却によるα /γ 粒子弁別の研究 吉澤　真敦

塩水中アルミニウム合金の電気化学特性に対する応力の影響 渡邉　究

レーザーを用いたCaの同位体分離に関する基礎研究 加藤　勝大


