
【材料開発工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

The Effect of Agitation on the Molecular Weight of Polystyrene in Semi-Batch Emulsion Polymerization with
Dodecyl Mercaptan

沈　宣佑
（SHIM, SUNWOO）

【機械工学専攻】

論　　文　　題　　目 氏　　名

キャビテーション壊食データの集積と噴流法によるサーメット溶射材の壊食 井上　創作

すべり軸受材料WJ2の潤滑摩耗機構の解明 尾崎　友哉

メンブランパッチの色によるタービン油酸化劣化推定法 今　智彦

レーザ溶接・レーザ複数後方加熱法による鋼材溶接部の最高硬さの低減 柴田　雄也

シングルポイント摩擦攪拌インクリメンタルフォーミングにおける板厚の影響 瀬戸　晶大

Forming and Joining Simultaneous Processing of Two Sheet Metals by Friction Stir Incremental Forming（摩擦攪
拌インクリメンタルフォーミングによる２枚の金属板材の成形・接合同時加工）

宋　元霜

銀めっき材のキャビテーション壊食に対する圧力及び流速依存性 曽我　明

Concave-Convex Combined Shapes Forming by Friction Stir Incremental Forming with Back Support Die（裏側支
持金型を用いた摩擦撹拌インクリメンタルフォーミングによる凹凸複合形状成形）

孫　楽

各種液体中での振動キャビテーション壊食に及ぼす振幅の影響 豊田　智也

アミン系酸化防止剤配合タービン油の劣化診断法の開発 濵野　大輔

テーラードブランク材のV曲げ加工の有限要素解析 堀　欣典

ステライト代替材としてのTi-Ni合金材のキャビテーション壊食 松浦　広希

マイクロ抵抗ろう付法における接合間隙の推定 安田　優

trans-デカリン燃焼詳細反応機構の構築 浅野　憲一

高温面スプレー沸騰冷却時におけるMHF点近傍の濡れ開始条件検討 大部　晴佳

超音波照射下の微小気泡と周囲液の速度同時測定（周波数と時間変化） 垣内　裕貴

トンネル火災時における遡上阻止風速の理論と実験に基づいた予測モデル 竹澤　弘平

溶融金属流れを想定した半溶融層を伴う壁乱流の予測 堀部　真司

水噴霧によるプール火災の消火条件 水上　渉

プール火災の数値シミュレーション 慕　超

トンネル火災時における側壁からの煙降下が天井流へ及ぼす影響の予測モデル 矢島　大地

未利用熱回収用BACHの熱輸送特性とそのモデル化 渡辺　翔太

修士論文（２０１６年３月修了）

修士論文（２０１５年９月修了）



PAS装着者の動作状態推定に基づく歩行速度向上 明樂　直樹

連続体と粒状体の衝突解析における連成手法の違いの検討 形浦　成則

上下運動を利用した直列多重型倒立振子系の安定化制御 角谷　貴志

エコドライブ技能向上推進装置の開発 金村　泰成

6輪移動ロボットの走行制御 金子　隼人

ハンマリング加工がシンバルの振動・放射音特性に及ぼす影響 川井　徹平

稲作中期における雑草の抜草・回収を目的とする自律移動ロボットに関する研究 國井　大輔

筋骨格モデルを用いたPAS装着歩行時の筋活動シミュレータ

トマトの自動栽培のための誘引・摘心システムに関する研究 坪田　祐也

稲作前期における雑草の抑草を目的とする自律移動ロボットに関する研究 仲井　翔平

アイガモ群の自動誘導を目的とするアイガモ農法用自律移動ロボットに関する研究 増田　欽也

A Study on a Four Crawler Autonomous Weeding Robot for Suppressing Weed Growth Before Rice Planting（４ク
ローラ型自律除草ロボットによる田植え前の雑草の生長抑制に関する研究）

劉　冠佐

振動データを用いた橋梁支承ヘルスモニタリングに関する基礎的検討 雷　軍平

救急車搬送ベッド用の加速度低減装置に関する研究 渡邉　貴大

論　　文　　題　　目 氏　　名

レーザ照射処理を施したa-CN薄膜の光学的特性に関する研究 池田　和聡

統計的解析手法を用いたAlGaNの組成の揺らぎと緩和過程に関する研究 板倉　幸大

高耐圧AlGaN/GaN HEMTのEL発光分布に関する研究 大井　慎太郎

V型共振器及び熱光学歪の収差を利用したレーザーダイオード励起CW Yb:YAGレーザーの高効率化 奥西　弘旭

スパッタ堆積SiON表面保護膜を用いたAlGaN/GaN HEMTの電気的特性に関する研究 掛神　拓也

熱光学歪の非点収差を利用したレーザーダイオード励起小型Yb:YAGレーザーの高効率化 加唐　賢人

フリップチップ実装を用いたAlGaN/GaN HEMTモジュールの大電流化に関する研究 川口　剛

青色レーザーダイオード励起X型共振器CW Ti:sapphireレーザーの高効率化 京元　敬介

共振器内に非線形媒質を挿入したモード同期レーザーの出力パルスの群遅延スペクトルに対する利得スペクトル
形状の影響

嶋林　恭輔

界面顕微光応答法によるAu/a-IGZOおよびSi/SiCヘテロ接合の2次元評価に関する研究 新郷　正人

自立基板の劈開面に形成したn-GaNショットキー接触の評価に関する研究 永縄　萌

VUVエリプソメトリーの開発・改良とバルクAlNによる評価 宮下　雅樹

共振器内に非線形媒質を挿入したモード同期レーザーの出力パルス及びスペクトルに対する集光強度の影響 吉田　武志

低炭素型公共施設の運用制御に関する研究 秋山　直輝

【電気・電子工学専攻】



デジタルグリッドにおける需要家間の電力融通制御に関する研究 加藤　良亮

太陽光発電システムへの同期化力インバータ制御の付与による系統安定化 河合　正樹

太陽光発電用PCSの新型単独運転検出方式に関する研究 木村　涼

ペロブスカイト型鉛ハライド構造における局在励起子およびフォノンのダイナミクス 小竹原　俊太

微傾斜SiC基板上単一ドメインエピタキシャルグラフェンにおける欠陥制御 道幸　雄真

MOVPE法によるInNファン・デル・ワールス・エピタキシー 戸松　侑輝

格子歪を考慮した窒化物半導体ランダム混晶の格子振動解析 南部　卓也

Cl添加によるバンドギャップの揺らぎに対するペロブスカイト太陽電池への影響 宮野　了一

デラフォサイト型酸化物CuScO2およびCuCrO2における励起子物性 山口　洋脩

スモールワールド化された蜂の巣状発振器ネットワークにおける振動現象 石部　裕介

多相同期CMOS LC発振器における結合素子特性が位相雑音に及ぼす影響 今西　達哉

曖昧な記憶を持つアントコロニー最適化に関する研究 宇野　聡一朗

鍵共有機能をもつシングルサインオン方式について 宇山　亮太

ディープラーニングによる企業格付システムの開発 王　迪寛

線形計画法を用いたハイブリッド車の最適省エネルギー運転に関する考察 奥出　竜騎

流体中の構造物の形状最適化に関する考察 片瀬　諒

微分方程式の整数型解法を用いた微小バンドギャップの高精度分析 川﨑　涼太

スケールフリー性をもつ結合発振器ネットワークのカオス現象に関する研究 北村　拓也

3元ブロック符号化変調を用いたCDMAのビット誤り率特性の評価と検討 竹内　慶行

Garbling法を用いた決定性有限オートマトンの並列評価方式について 田中　貴光

GF(3)上のトレリス符号化変調によるOFDM方式の提案と特性評価 田中　良

ブロック暗号に基づくハッシュ関数を用いたデジタル署名の効率化について 富板　頌太

軽量ハッシュ関数Lesamnta-LWに基づく認証付き暗号化方式とその評価 前川　翔汰

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差分衝突攻撃について 牧田　知樹

自己進化型アントコロニー最適化に関する研究 山本　哲也

非線形媒質を挿入したモード同期レーザー共振器内の高次分散がパルス波形に与える影響 丸小　淳幸

ウェーブレット変換を用いたカオス力学系の不安定周期解の解法 望月　政孝

論　　文　　題　　目 氏　　名

係数行列が連続的に変化する線形方程式系に対するSMW公式を用いた高速な数値計算法 今村　秀平

デプスカメラとカラーカメラを併用した動的３次元状況の獲得と可視化に関する研究 内野　峻平

【情報・メディア工学専攻】



コンテンツセントリックネットワークにおける無線環境を考慮したコンテンツキャッシュ技術 王　小寧

ポテンシャルを透過した量子波束に対する近似方法の改良 岡田　佳明

パッチ型偏波変換メタ・サーフェスの設計に関する研究 神谷　実咲

確率的に遷移する複数状態システムの平均性能に対する最適化 木村　嵩斗

DTM型ポテンシャル構造にローレンツ型波束が入射した場合の充放電特性 久保　陽一郎

口笛音合成に関する研究 高　超

仮想網の木構造トポロジを考慮した仮想サービス資源再配置法 小柳　裕樹

Bounds Between Shannon Entropy and p-Norm and Its Applications for Information Theory（Shannonエントロピー
とp-ノルムとの間の限界式とその情報理論への応用）

阪井　祐太

手持ち撮影映像からのパノラマ映像合成とその閲覧提示に関する研究 坂本　一将

声道模型を用いた口笛の発音原理の解明 繁富　敏郎

実時間シミュレーションシステムのハイブリッド並列動的ソフトウェアパイプライン実装 柴田　直樹

組み込みLinuxで利用可能なJPEG符号化アクセラレータの設計と実装 杉原　義将

動的木グラフの分割と再構成 須藤　篤志

Bluetooth Low Energyを利用したすれ違い通信アプリケーションの開発 関　智広

色情報とHaar-like特徴量を用いたリアルタイムかつ高機能な追跡カメラシステムのFPGA実装 髙木　良和

周波数成分が欠損した画像復元問題に対する数値計算法の研究 竹本　貴紀

モデル照合による手持ち撮影像からのカメラ位置・姿勢推定の高精度化に関する研究 田邉　弘実

インプラント型補聴器の検討 谷口　友悟

DOMにおける相対ラベリング法のCDBSによる効率化 坪田　和幸

多視点・多焦点画像群に対するShape From Focus法に関する研究 土出　衛

Webアプリにおける口笛音のピッチ抽出方法 中源　和輝

SMAWKアルゴリズムを用いた通信路出力の量子化とその発展 永原　拓実

線形ハッシュ法とKademliaを用いた分散KVSの実装と評価 中村　恭彰

Studies on Robustness-Based Multi-Topology Routing for Fast Failure Recovery and Low Energy Consumption
（高速障害復旧と低消費電力を実現するロバスト性を考慮した複数トポロジ構成に関する研究）

畑中　崇志

Studies on Placement of Virtual Service Resources Based on Link Load and Server Performance（リンク負荷と
サーバ性能を考慮した仮想サービス資源配置に関する研究）

福野　太洋

通信トラヒックとロバスト性を考慮した仮想網構築法の高速化と最適トポロジ設計法 藤原　敏明

Studies on QoS Improvement by Cooperative Moving in Densely Deployed Wireless LANs（過密な無線LAN環境
における移動協力を用いた通信品質向上に関する研究）

堀内　咲江

アレーアンテナを用いた近距離物体位置推定に関する研究 間宮　拓朗

携帯端末群による多視点撮影時の撮影方位情報の収集と視野集中解析に関する研究 本山　史明

対せき形テーパスロットアンテナの構成と放射特性に関する研究 森田　誉



メタ・サーフェス平面反射鏡アンテナの構成法に関する研究 森山　晋良

キーフレーム設定に基づくシーン状況に応じた多視点映像からのカメラワーク映像生成に関する研究 山本　詩織

対話型シミュレーションの実時間遠隔共有のためのシミュレーションキャッシングフレームワーク 山本　優

準ミリ波帯におけるストリートセル電波伝搬特性に関する研究 渡辺　裕介

細胞時系列画像に対する追跡処理の精度向上に関する研究

論　　文　　題　　目 氏　　名

金属強化ポリエチレン管を用いた太陽熱温水システムの採熱性能 赤尾　拓哉

震災復興計画策定過程の評価及び比較　－東北３県を対象として－ 河合　亮佑

鉄筋コンクリート梁部材のせん断ひび割れ開閉挙動 河南　孝典

ヒューズ型接合部を有する二層立体トラス壁の地震応答性状と動的崩壊機構 原　優輔

河川堤防における表のり面被覆工法の浸透破壊抑制効果 宮本　崇広

空き家解体施策の全国的動向と解体スキームについての考察 内田　洋紀

異なる明るさレベルのLED照明下での表面色の見えの評価 奥　芳貴

小規模地方都市の集約化からみた居住移動とその志向性に関する研究　－福井県丹生郡越前町での事例－ 小原　拓磨

プロジェクションマッピングを用いた視覚支援の可能性 唐木田　哲

師田庄左衛門の神社・寺院建築に関する研究　－近代における設計手法の変化について－ 北川　竜也

小規模地方都市の集約化からみた居住移動に関する研究　－福井県丹生郡越前町を対象として－ 北川　博喜

大学の建築計画研究室における空間の有効利用に関する研究　－部分的レイアウト改修による効果と評価－ 黒田　嘉人

地方都市における空き地の個人菜園としての土地利用分布特性と菜園形成プロセス　－都市縮退期における低
未利用地の活用可能性に関する研究－

小林　泰隆

Homeshareの国際比較による日本での導入効果に関する考察 小林　稜

水空間がもつ「無名の質」の研究 成瀬　史憲

大学のフリーアドレス研究室における共同利用スペースの使い方に関する研究　－テーブルの改修による効果と
評価及び在籍者の領域の変化について－

原　和樹

模型制作過程に着目したイメージの形成過程と作品の特徴に関する研究　－建築模型の制作による空間認知調
査を通して－

寶珍　宏元

まちづくり活動と連動した空き家活用方策に関する研究 松井　梨奈

日本の戦没者慰霊施設における記念碑性の構造　－モニュメントと広場をとおして－ 松倉　健太郎

景観形成におけるマンセル表色系を用いた色彩規制の実態に関する研究　－景観計画及び屋外広告物条例を
策定する133の自治体を対象として－

松村　大介

城趾周辺地区における歴史的変遷からみた都市再生の場としての可能性について 蓑手　望

夜間道路を対象とした薄明視輝度評価技術の開発 森本　喬太

【建築建設工学専攻】



低未利用地の活用における公から民への事業主体移行プロセスと暫定的活用の可能性　－福井市中心市街地
の屋外公共空間「新栄テラス」を対象として－

安岡　朋香

師田組設計の住宅平面に関する研究　－日本の近代住宅の様々な動向とその影響について－ 矢野　準也

民間賃貸住宅における空き家ストックの推計 山崎　航

運転者のドライビングマインドに着目した交通安全対策に関する基礎的研究 山田　貴大

タスク・アンビエント照明方式の普及に向けた照明環境の質の向上 山本　果奈

CULSA+　　－地方国立大学前複合施設の設計－ 李　光赫

論　　文　　題　　目 氏　　名

種々の置換基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)の合成およびその発光特性 東　信夫

Vinyl Ether-Based Polyacetal Polyols with Various Main-Chain Structures and Polyurethane Elastomers
Prepared Therefrom: Synthesis, Properties, Functions, and Chemical Recycling（種々の主鎖構造を有するポリア
セタールポリオールとそれらによるポリウレタンエラストマー：合成と性質，機能性，ケミカルリサイクル性）

飯沼　篤

マルコフ過程モデルによる非線状高分子の重量平均分子量の定式化 伊藤　誉浩

遠隔的な自己複製反応系の構築：ピロリジン誘導体を触媒としたマイケル付加反応 上田　将宏

Carbon Dioxide-Permselective Polymer Membranes Composed of Poly(vinyl ether)-based, ABA-Type Triblock
Copolymers with Pendant Oxyethylene Chains（オキシエチレン鎖を有するABA型トリブロックコポリビニルエーテ
ルの合成とそれによる二酸化炭素分離高分子膜の開発）

奥永　陵樹

高分子反応による極性基含有ポリ(ジフェニルアセチレン)の合成および二酸化炭素透過性 加治　進太郎

Preparation and electrochemical properties of Li4Ti5O12 using fluorinated TiO2 particle as a source material(フッ

素修飾TiO2粒子を用いた Li4Ti5O12の作製と電気化学的特性評価)
鴻野　美和

不斉自己誘起型ボラン還元反応によるキラルβ-アミノアルコールの合成 武部　僚

質量分析法を用いた複合エマルションに存在する物質の移動挙動評価法の開発 津田　幸秀

Surface fluorination and the electrochemical properties of LiFePO4(水熱合成法を用いたLiFePO4の合成と表面

フッ素修飾)
出蔵　恵二

レーザーイオン化質量分析法によるスラリー中シラン処理剤の直接分析 藤井　貴彰

ガスクロマトグラフィー質量分析法を用いた微小粒子状物質の測定と主成分分析 藤田　昌彦

Preparation and properties of CaSiO3 using fluorinated SiO2（表面フッ素修飾SiO2を用いたCaSiO3の合成とその特

性評価）
前川　薫

Effects of surface fluorination on the synthesis processes of LiNiO2 as a cathode for lithium ion batteries（リチウ

ムイオン電池用LiNiO2正極材料の合成過程におけるフッ素の導入とその影響）
山田　駿介

ATRPによるPoly(1-vinyl pyrene)-b-poly(2-ethylhexyl acrylate)-b-poly(1-vinyl pyrene)の合成とその分子特性化 大西　真彰

アイソタクチックポリスチレン薄膜における結晶化と界面効果 中桐　正明

ポリL乳酸球晶に形成されるらせんクラックパターン 松田　大

数学モデルを基盤とした反応器設計による分岐高分子の構造制御 伊藤　英利

微小反応場におけるラジカル重合反応：古典的ラジカル重合から可逆的不活性化ラジカル重合まで 小馬　原也

【材料開発工学専攻】



酸性乳化系での低分子環状ポリジメチルシロキサンの開環逐次重合機構の検討 戸塚　貴大

Preparation process of Li7La3Zr2O12 doped with Al3+ (リチウムイオン導電性Li7La3Zr2O12の合成過程に関する研

究)
余　斌

Effects of cobalt coating and 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用LiNi0.5Mn1.5O4正極材料のコバルト修飾及び表面

フッ素化における電気化学特性への影響)

浦　一樹

論　　文　　題　　目 氏　　名

ポリエチレンオキシドを用いたアクリル酸2-メトキシエチルの重合誘起自己組織化と組織像観察 井田　翔太

光脱炭酸によるカルボン酸のアクリルアミド誘導体へのラジカル付加およびラジカル環化反応 大坂　一主

セリシンによるヒトiPS細胞培養の改善 奥本　光軌

DNA 損傷による Sir タンパク質依存的な生存率の変化 川村　哲也

重合誘起自己組織化による有機溶媒分散ナノ組織の合成 菊川　雄丸

白色腐朽菌によるヘキサブロモシクロドデカンの分解 崔　文哲

有機合成における“Waste”の活用：ホスフィンオキシドを活用した新規合成法の開発 酒井　翔矢

セロビオヒドラーゼ欠失白色腐朽菌のスクリーニング 杉浦　康友

ホウ酸誘導体化反応の迅速化とその超微量ホウ素計測法への応用に関する研究 出嶋　真也

ギ酸オキシダーゼの酸化半反応 中垣　康平

光脱炭酸により生成したアルキルラジカルのホルムアルデヒドへの付加反応 原田　真吾

GTP 依存的な制御を受ける IMD2 遺伝子の発現解析 日吉　裕紀

超好熱性アーキアSulfolobus acidocaldarius におけるタンパク質大量発現系の構築 前田　英利

セリシンによるヒトケラチノサイトの増殖促進機構の解析 松田　庄平

超好熱性アーキアAeropyrume pernix 由来色素依存性L-プロリン脱水素酵素の基質特異性の解析 松田　隼己

生分解性ポリマーPHBH/PLAの分解挙動の解析 宮保　孝哉

冬虫夏草変異株を用いたコルジセピン生産に及ぼすアミノ酸の影響 宗石　徹也

ポリアリルアミン高分子複合体の構造解析 両角　悠作

論　　文　　題　　目 氏　　名

原子核の平均場法で用いる対相関相互作用強度の決定 伊藤　研人

微分幾何を用いた正準形式　―正準形式を相対論的にする一つの試みー 小林　暁司

Pairing+QQ力を用いた原子核の平均場法プログラムの新規開発 杉浦　友章

Clifford 代数を用いたスピノル空間の構成 法岡　裕二

【物理工学専攻】

【生物応用化学専攻】



Cherenkov位相整合ヘテロダイン電気光学サンプリングを用いたテラヘルツ波検出法の高度化の研究 東　奨悟

ジャイロトロン光源を用いた強磁場パルスESRの開発 梅垣　知弘

γ線検出用BGOファイバーのエネルギー分解能向上のための研究 小川　祐生

LHDにおける協同トムソン散乱計測での実用を目指した300 GHz帯パルスジャイロトロンの開発 笠　純

新規フラストレート磁性体の実験的研究 国枝　賢治

2次高調波周波数連続可変ジャイロトロンFU CW GIVの発振特性の解析 小寺　政輝

極低温高周波ESR装置の開発と基礎的測定 小森　剛

ニュートリノ崩壊光子検出器の性能評価に用いる遠赤外パルス光源の開発 廣瀬　龍太

電気化学的二電子同時移動する9,10-アントラセンジアミン誘導体 上岡　良輔

飯の交流インピーダンスの周波数依存性 鈴木　陽一

シリカガラスのArFエキシマレーザーおよびγ線誘起光吸収帯の特性 丹羽　祥平

Liquid-liquid interface lens to control the focal length by the electrode reaction（焦点距離を電極反応によって制
御する液液界面レンズ）

楊　英俊

Decrease in the electric double layer capacitance due to the electrode reaction（電極反応による電気二重層静
電容量の減少）

溶融石英ガラスの5 eV付近の光吸収帯に及ぼす熱処理効果 島　洋平

論　　文　　題　　目 氏　　名

複素ニューロ‐ファジィの最適化：プルーニング法と学習率自動調整法の適用 新井　仁

身体運動が脳活動に及ぼす影響に関する研究　－剣道や間欠的な運動の多面的計測を例に－ 飯田　大介

室内自律飛行マルチコプタのための環境認識機能の実現 池谷　典之

事前学習を前提とした講義管理支援システムの開発及び評価 櫛田　直

自己位置推定タスクにおける視野画像からの情景部品の分割・照合に関する研究 菅ケ谷　尚隼

ディジタル音データ記述における1 次元 2 状態 3 近傍セルオートマトンのルール特性 寺井　理可

神経損傷マウスにおける痛覚と情動：アストログリアの関与 橋本　淳樹

神経損傷マウス脊髄後角細胞の自発活動と誘発活動：カルシウムイメージング法による解析 福澤　拓也

若年期の孤独による前頭前野への影響：社会性や学習能力の低下と神経活動の変化 細江　達也

脳機能への負荷が体平衡機能へ与える影響に関する研究 森　柚樹

母マウスへのストレス負荷による子孫の行動異常とその遺伝子解析 渡部　善彦

クーロン摩擦と粘性摩擦を考慮した2リンクロボットアームの総消費電力最小軌道の検討 市川　慶

モーションセンサを用いた動作予測に基づく膝を拘束しないパワーアシストスーツの制御 井上　卓也

HF帯RFIDシステムを用いた移動ロボットのためのSLAM研究 王　君

【知能システム工学専攻】



Droneを用いた迷子捜索システムの開発 鍛治　嶺析

非線形バネSATを用いた腱駆動機構型1リンクマニピュレータの製作と制御実験 片岡　瑞樹

7自由度マニピュレータの平面ならい動作に対する可操作度を考慮した関節変位最小軌道計画 木野　拓也

A Development of Evaluation System for Pelvic Belt by Using Force Measurement（応力計測を用いた骨盤ベルト
の評価システムの開発）

清水　祐亮

カイト型テザー係留飛行ロボットの学習制御 轟　千明

視覚移動ロボットによる前景特徴・背景特徴を用いた簡潔・識別的なシーンマッチング 中河　翔

人型ロボットの歩行動作の模倣学習におけるヒトの呈示動作から得られる学習バイアスの設計とその評価 波多野　拓貴

HF帯RFIDシステムを用いた移動ロボットのための自己位置同定システムの構築とタグとリーダの配置による性能
分析

前部帯状回可塑的シナプスの長期増強による痛覚と情動の修飾：電位イメージング法による解析 林　祥汰

論　　文　　題　　目 氏　　名

バット染料によるセルロース繊維の濃染化とポリエステルの超臨界染色 稲葉　大介

硫化銅ナノ粒子を充填させたセルロース系導電性繊維の形成と特性 今田　聖都

溶融高分子中における無機フィラーのPTFEフィブリルへの吸着と流動特性 岡本　鉄平

セルロースナノファイバーの表面改質とその応用 小澤　直紀

薬剤徐放のためのコラーゲン/PLLA芯鞘ナノファイバーの創成と機能評価 加藤　新

シングルファイバーを用いた癌細胞浸潤現象の解析 金森　啓一郎

歯周組織再生治療に向けた繊維状足場材の開発 樹下　嘉範

VGCFを少量添加したPP/MgO複合体の物性 甲村　将宏

銅及びスズめっきナノファイバーマットを用いたリチウムイオン電池用負極材料の開発 後藤　岳

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌検出のためのµTASの構築 澤井　崇行

レーザ溶融静電紡糸法によるポリエーテルエーテルケトンナノファイバーの形成 柴田　哲志

超臨界二酸化炭素を媒体とした金属錯体の注入・還元による繊維の着色に関する研究 竹本　昌史

芯鞘ナノファイバーを用いたコラーゲンゲルファイバーの創製 西本　昇平

ニコチンアミド系補酵素を用いた脱水素酵素反応システムのバイオ電池への応用 山﨑　晃司

有機－無機ハイブリッドを用いたシリカナノ繊維の形成と表面機能化 渡邉　浩樹

酵素およびグラフェンナノプレートレット複合体を交互積層したバイオ電池用高性能デバイス 髙村　映一郎

論　　文　　題　　目 氏　　名

分子動力学シミュレーションを用いた純Fe中のらせん転位とボイドの相互作用の研究 大久保　学

【原子力・エネルギー安全工学専攻】

【繊維先端工学専攻】



マイクロ波誘電吸収法を用いたDNAの損傷評価 平山　誠

フッ化物溶融塩によるNi基合金の腐食挙動の基礎研究 藤村　凌太

高速炉EBR-IIの自然循環試験IAEAベンチマーク解析　－燃料集合体サブチャンネル解析－ 村中　侯盟

原子炉燃料崩壊熱のPassive冷却に関する研究 矢野　貴大

低酸素環境下におけるがん細胞に対する粒子線照射の治療効果予測に関する検討 井上　智史

糖代謝とCa2+イメージングによるNSAIDsの脳組織代謝亢進作用に関する研究 勝野　智臣

携帯端末に特化した生体認証技術 古賀　尭志

イメージベース有限要素解析における立方体要素モデルの精度検証 佐々木　太一

コンクリート内在欠陥を対象とした非破壊的可視化技術の検討 田中　直仁

宇宙太陽光励起レーザーの100W級レーザー材料の特性評価に関する研究 中島　岳志

教育工学へのＷｅｂ技術の適用 中西　栄次

レーザー圧縮技術を用いた高輝度化原子ビームの開発研究 野代　翔平

決定論的手法による遷移温度域材破壊靭性値の試験片間換算 藤田　裕介

GAGGシンチレーターに内在する放射性不純物の同定 増田　旭

イメージベース有限要素解析によるアルミニウム鋳造合金の疲労き裂発生挙動評価 松村　圭悟

有限要素大変形弾塑性解析によるポーラスアルミニウムの圧潰挙動評価 明城　拓哉

弾塑性有限要素解析結果に適用可能な減肉直管の限界曲げ荷重評価基準の改良とその限界曲げ荷重評価実
用式への展開

森　紘亮

偏向法を用いたCaのレーザー同位体分離の性能評価に関する研究 森下　剣

テロメラーゼイメージングを目指した64Cu標識フタロシアニン誘導体の検討 山田　壮一

日本海沿岸地域における鋼橋の腐食原因調査研究 吉田　翔太

P２Pによるフォールトトレラントなデータバックアップシステム 吉田　哲平

オーステナイト系ステンレス鋼の応力依存型分極曲線の評価 劉　文利

速度選別器とレーザー加速技術を用いた原子ビームのバンチ化 鷲野　将臣

状況に基づく情報支援システム 山森　文生


