
     博士論文

大学名 学科・専攻名 著者名 題　　　　目
指導教授
あるいは主宰

国立
Treatment of pharmaceuticals at source using composting process of human excrement
(し尿のコンポスト化反応を利用した医薬品の発生源処理に関する研究)

北海道大学 都市環境工学専攻 葛　　隆生 地中熱利用システム設計・性能予測ツールの開発とその応用に関する研究
北海道大学 都市環境工学専攻 高津 俊司 首都圏における鉄道整備とまちづくりとの連携に関する実証的研究
北海道大学 都市環境工学専攻 田畑 直樹 地震時の木造低層建物破壊に伴う人的被害の推定手法に関する研究

Development of Super High-Rate Anaerobic Ammonium Oxidizing (Anammox) Biofilm Reactors
(超高速型嫌気性アンモニア酸化 (Anammox) バイオフィルムリアクターの開発 )

北海道大学 都市環境工学専攻 林　　美香子 農村と都市の共生による地域再生の基盤条件の研究
New Development in Dynamic Estimation of Traffic States and Origin-Destination Demands for
Advanced Transportation Systems
(高度交通システムのための交通状態および起終点交通需要の動的推定における新手法の開発)
Ecophysiological Studies on Biodiversity of Fatty Acids-Utilizing Bacteria and Archaea in
Anaerobic Digester Treating Domestic Wastewater Analyzed by Molecular Biological Techniques
(分子生物学的手法を用いた都市下水汚泥の嫌気性消化における有機酸分解微生物の多様性と生態学的
Onsite storage and treatment of Source separated human feces and urine
(し尿のオンサイト処理、貯蔵に関する研究)
Housing Planning of Climatic, Social and Technological Environments in Developing Countries
- Gaza as a Case Study
(発展途上国における気候風土、社会、技術条件を考慮した住宅計画-ガザ市を事例として)
A Study on Level-Of-Service Analysis of Facilities Serving Pedestrians ---Toward an
Effective Improvement of Pedestrian Mobility---
(歩行者施設のサービスレベル分析に関する研究:歩行者モビリティの効果的な改善に向けて)

北海道大学 都市環境工学専攻 大和 信大 都市下水処理メンブレンバイオリアクターの膜ファウリングに関する研究
北海道大学 都市環境工学専攻 山本 千雅子 品質機能展開法(QFD)による都市除雪の事業評価に関する研究
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 浅見 均 日本の幹線鉄道におけるインターオペラビリティ構築に関する研究

Enhancing Quality of Graduate Engineering Education through English-medium Program
(英語コースを通じた大学院工学教育の質の向上)

北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 川上 征雄 わが国の国土計画にみる計画思想の史的研究
北海道大学 空間性能システム専攻 北村 敏也 高速列車走行に伴う低周波音の発生・影響とその制御に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 川村 力 実構造物の調査に基づいた鉄道コンクリート橋りょうの耐久性照査法に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 高柳 枝直 雨天時下水の効率化処理による合流式下水道改善の最適システムに関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 細谷 昭悟 岩盤斜面における落石運動の数値解析
北海道大学 環境循環システム専攻 横濱 勝司 繰返し載荷を受ける砂質地盤-構造物系の剛性変化の評価と変形解析法に関する研究

東北大学 任　　勇翔 Mechanisms of Estrogen Removal in Activated Sludge Process 西村 修

東北大学 武田　文彦
Evaluation of Allelopathic Effect of a Brown Alga Sargassum horneri Inhibiting the Growth of
Diatom Skeletonema costatum

西村　修

東北大学 高荒 智子 Microcystis aeruginosa 由来の凝集阻害誘因物質の分離同定とその阻害特性評価 大村 達夫

東北大学 藤井　学
Kinetics of Superoxide-Mediated Reduction of Organically Complexed Iron and Ferric Iron
Oxyhydroxide in Coastal Waters

大村　達夫

東北大学 渡辺　徹
流域における水系病原微生物のリスク評価手法の開発 ～公衆衛生学的観点からの流域管理のための強
力なツールとして～

大村　達夫

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 岩井　祥子
オリゴヌクレオチドマイクロアレイによるベンゼン酸化分解遺伝子の網羅的解析と土壌浄化力評価手法
としての有効性

古米　弘明

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 原本 英司 水環境中における腸管系ウイルスの挙動の定量的解析 大垣 眞一郎

北海道大学 都市環境工学専攻

北海道大学 北方圏環境政策工学専攻

都市環境工学専攻

北海道大学 都市環境工学専攻

北海道大学 都市環境工学専攻

北海道大学

Werawan Manakul

HERTO　DWI
ARIESYADY

堀田　真也

Emad Salah
Mushtaha

THAMBIAH
Muraleetharan

柿本　貴志

對馬　育夫

Rattaphol
PUEBOOBPAPHAN

北海道大学 都市環境工学専攻

北海道大学 都市環境工学専攻

北海道大学 都市環境工学専攻
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東京大学 工学系研究科都市工学専攻 松井 康弘 Fluoride removal from groundwaters using nanofiltration process 滝沢 智
東京大学 工学系研究科都市工学専攻 金　　賢児 ナノろ過膜を用いた浄水処理における前処理プロセスの影響 滝沢 智

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 池上　祟志
東京都区部における下水熱利用地域冷暖房システムの戦略的導入による二酸化炭素排出削減効果および
経済性の解析

花木　啓祐

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 謝　　俊民 Integrated analysis of thermal environment and building energy use by microclimate 花木 啓祐

東京大学 工学系研究科都市工学専攻
Chanetta
Phanuwan Occurrence and behavior of human enteric viruses in urban coastal water

大垣　眞一郎

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 黄　　明九
Inactivation of Legionella pneumophila and Pseudomonas aeruginosa in water by using silver
and copper

大垣　眞一郎

東京大学 工学系研究科都市工学専攻
Quach Thi Thu
Thuy

Effects of acid/base treatment of powedered activated carbon on adsorption and membrane
fouling in PAC-Microfiltration system（PAC-MF）

滝沢　智

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 張　　洪賓
Development of urban heatisland simulation tool and its alpplication to planning of
Chongging city, China

花木　啓祐

東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 小田和 賢一 分子生物学的手法による活性汚泥中バクテリオファージの分布および挙動の解析 佐藤 弘泰

東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻
Adeline Seak
May Chua

Ecophysiological study of bacterial groups involved in Enhanced Biological Phosphorus
Removal Processes by using FISH-MAR technique 味埜　俊

京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 余　　輝 湖沼水質に及ぼす湖湾と主湖盆との相互影響に関する研究-琵琶湖塩津湾を例として- 津野 洋

京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 孫　　軼斐
Decomposition of polychlorinated biphenyles with activated carbon supported iron （鉄担持活
性炭によるポリ塩化ビフェニルの分解）

武田　信生

京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 張　　鶴清
Behavior of endocrine disrupting chemicals in wastewater treatment process and their removal
by ozonation
（内分泌撹乱化学物質の下水処理過程における挙動とオゾン処理による除去特性

津野　洋

京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 赤尾 聡史 生ごみを原料とした高温L-乳酸発酵に関する研究 津野 洋
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 志々目 友博 沿岸域におけるダイオキシン類挙動のモデル化とリスク削減効果にの分析に関する研究 武田 信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 大下 和徹 前凝集プロセスを組み込んだ下水処理システムの特性とその評価に関する研究 武田 信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 新矢 将尚 都市道路堆積物中の鉛の発生起源とその流出挙動に関する研究 松井 三郎
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 東　　賢一 住居環境における室内空気汚染物質のリスク評価および管理の枠組みに関する研究 内山 巌雄
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 根岸 昌範 金属還元剤を利用した地盤環境修復技術に関する研究 武田 信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 手島 肇 廃棄物処理におけるダイオキシン類田一作と複合型中間処理・再資源化システムの研究 武田 信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 八十島 誠 体外排出量の多い人用抗生物質の下水処理における除去特性に関する研究 田中 宏明
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 金森 有子 ライフスタイル変化を考慮した家庭部門からの環境負荷発生量に関する研究 松岡 譲
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 岸川 洋紀 騒音感受性を考慮した騒音影響の評価方法に関する研究 内山 巌雄
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 加藤 文隆 硫黄系薬剤による前凝集沈澱汚泥からのリン・凝集剤回収の実験的検討および評価 武田 信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 江口 正司 火葬炉の燃焼制御と環境負荷低減に関する研究 武田 信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 山本 浩 都市ごみ焼却残渣における重金属の化合物形態と無害化・資源化に関する研究 武田 信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 野村 直史 大学における化学物質等の管理状況の把握と実験室環境のリスク評価手法に関する研究 内山 巌雄
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 冨士 暁之 鋼管杭打設が廃棄物処分 場底部粘土層の遮水性能に及ぼす影響の評価 嘉門 雅史
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 松橋 大作 ソイルベントナイト遮水 壁の遮水性能に及ぼす諸要因の解明とその設計への反映 嘉門 雅史

京都大学 工学研究科都市環境工学専攻
Giancarlo
Augusto Flores
Barron

Evaluation of LNAPL Migration under Fluctuating Groundwater Conditions by an Image Analysis
Method（画像解析による地下水変動条件下のLNAPL挙動の評価）

嘉門　雅史

京都大学 工学研究科環境工学専攻 三崎 健太郎 大気環境中のAhR活性多環芳香族化合物の探索およびその遺伝子発現と毒性作用に関する研究 松井 三郎
京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 日下部 武敏 琵琶湖天然有機物質の分子量分布および微量有機汚染物質の収着に関する研究 松井 三郎

京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻
Saravanan
Mariappan

Interface Shear Strength of Composite Landfill Liner 嘉門　雅史

京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻 安　　希慶 RoHS指令に対するグリーンサプライチェーンマネジメントのシステ ム構成 松井 三郎
京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻 池嶋 規人 低圧逆浸透膜による微量汚染物質の分離に関する研究 松井 三郎
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天然及び食品由来のAhRリガンドに関する研究
京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻 鍛冶　晴奈

A Research on Natural- and Food- Derived AhR Ligands
A proposal for the promotion of municipal solid waste recycling in Hanoi, Vietnam

松井　三郎

京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻 河井　紘輔
ベトナム・ハノイにおける都市廃棄物循環の促進に関する提案
Ecosystem-based River Basin Management: Its Conceptual Development and Policy Application in

松井　三郎

京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻 中村　武洋
the Yangtze River Basin （エコシステムに基づく流域管理：揚子江対象に概念の展 開と政策への応
A Proposal of Advanced Sanitation System and Attempts to Improve Vietnamese Sanitation（先進

松井　三郎

京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻 原田　英典
的サニテーションシステムの提案およびベトナム衛生改善への試み）
Xenobiotic AhR ligands in the aquatic environment: detection, identification, and their

松井　三郎

京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻  周　　佩欣
toxicological implication

松井　三郎

京都大学 地球環境学舎地球環境学専攻 増冨 祐司 世界流域データベースの開発とその応用 松岡 譲

山口大学 理工学研究科環境生工学専攻 朱　　花 新規酸素供給法の開発及び高効率な有機物とアンモニアの同時除去
浮田正夫
今井剛

九州大学 李　　昇潤 都市河川感潮域干潟部における窒素変換機構とＮ2Ｏの生成・挙動に関する研究 楠田 哲也
九州大学 李　　志華 BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF AERBIC GRANULATION AND STABILITY OF AEROBIC GRANULAR SLUDGE 久場 隆広
九州大学 張　　瑞娜 Geochemical Weathering of Municipal Solid Waste Incineration Residues in Landifills 島岡 隆行
九州大学 金　　華榮 コンテナターミナルにおける荷役の機能設計と評価に関する研究 島岡 隆行
九州大学 小宮 哲平 廃棄物の適正管理におけるリモートセンシングの適用に関する研究 島岡 隆行
九州大学 才田 進 都市化域における水循環機構の解析モデルと健全化に関する研究 神野 健二

九州大学
HATTA MUKHSAN
PUTRA

有明海における流動構造の生成要因とその変化に関する研究 小松　利光

熊本大学 自然科学研究科環境共生科学専攻
Tran Thi Hien
Hoa

「Studies on nitrogen removal by the anammox process using various biomass carriers with
different reactor configurations」（各種微生物担体を活用するアナモックスプロセスによる窒素除

熊本大学 自然科学研究科環境共生科学専攻 成　　英俊
「Advanced wastewater treatment using acryl-resin fiber biomass carrier」（アクリル繊維性の
微生物担体を用いた排水の高度処理に関する研究）

熊本大学 自然科学研究科環境共生科学専攻 首藤 征男 「水環境における環式有機スズ化合物の生分解」
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大学名 学科・専攻名 著者名 題　　　　　目
指導教授
あるいは主宰

国立
北海道大学 都市環境工学専攻 On Rural Tourism and Sustainable Development in Hokkaido
北海道大学 都市環境工学専攻 (北海道における農村観光と持続可能な開発に関する研究)
北海道大学 都市環境工学専攻 近藤　良美 浄水処理プロセスが水道水質に及ぼす影響要因の統計的評価
北海道大学 都市環境工学専攻 Simulation of Pedstrian Dynamics in Case of Emergency Evacuation in a Community
北海道大学 都市環境工学専攻 (緊急避難時における歩行者の動的シミュレーションに関する研究)
北海道大学 都市環境工学専攻 辻　将行 実証実験に基づく燃料電池最適運転方法の検討と総合評価
北海道大学 都市環境工学専攻 Effect of Organic Leading Rate on Treatment of Kitchen Sink Wastewater Using SubMBR
北海道大学 都市環境工学専攻 (膜分離活性汚泥法を用いたグレイウォーター処理に関する研究)
北海道大学 都市環境工学専攻 三浦　友美 明治前期の初等学校建築関連書に関する研究
北海道大学 都市環境工学専攻 蓑川　恭子 積雪寒冷地域における子供の遊び場に関する研究 －札幌市中央区を事例として－

北海道大学 都市環境工学専攻
Natural Horizontal Gene transfer in Escherichia Coli Biofilms:The Role of F Conjugative
Plasmid in Biofilm Development and Maturation Escherichia coil

北海道大学 都市環境工学専攻 (バイオフィルム内における遺伝子の水平伝播：F因子のバイオフィルム形成に果たす役割)
北海道大学 環境フィールド工学専攻 内山　弘行 坑廃水のフェライト処理にともなう生成殿物の性状に関する研究
北海道大学 環境フィールド工学専攻 蝦名　宣弘 融雪出水時の河口沿岸域における懸濁物質輸送特性
北海道大学 環境フィールド工学専攻 大内　苑子 札幌都市圏におけるヒ素化合物の分布特性と汚染機構
北海道大学 環境フィールド工学専攻 岡野谷　哲平 サロベツ湿原における水文地質特性と植生との関係
北海道大学 環境フィールド工学専攻 片岡　卓也 衛星リモートセンシングによる東アジア陸域エアロゾルの広域分布の評価
北海道大学 環境フィールド工学専攻 北野　智也 木質ペレットの燃焼に関する基礎的研究
北海道大学 環境フィールド工学専攻 藏田　博文 水溶液環境下における岩石のサブクリティカル亀裂進展に関する研究
北海道大学 環境フィールド工学専攻 来間　賀子 問寒別川流域の森林及び酪農地域における窒素負荷に関する研究
北海道大学 環境フィールド工学専攻 佐藤　和弥 北極圏の大気汚染に対する排出源寄与に関するモデル評価
北海道大学 環境フィールド工学専攻 猿渡　亜由未 ジェット着水に伴う水面と渦のダイナミクス
北海道大学 環境フィールド工学専攻 篠原　隆一郎 浅い湖沼における底泥由来懸濁物質の水質及び植物プランクトンへの影響
北海道大学 環境フィールド工学専攻 高橋　圭吾 拡幅・分級を伴う移動床水路の底面変動に関する実験および１次元解析
北海道大学 環境フィールド工学専攻 鳥井　真平 床止周辺流れに関する基礎的研究
北海道大学 環境フィールド工学専攻 中島　義晴 紫外分光法を用いた気相状態タールモニタリング手法の開発
北海道大学 環境フィールド工学専攻 鳴海　啓太 釧路湿原における水環境と植生
北海道大学 環境フィールド工学専攻 林田　実 液-液二相流の界面運動のシミュレーション
北海道大学 環境フィールド工学専攻 古川　聡子 近紫外および可視領域における大気エアロゾルの光学特性
北海道大学 環境フィールド工学専攻 村尾　彰了 炭酸カルシウム法によるバイオグラウトの開発に関する基礎的研究
北海道大学 環境フィールド工学専攻 守屋　薫 常流移動床分岐水路における底面不安定の発生条件

北海道大学 環境フィールド工学専攻
Fracture Patterns of Rock Induced by High-voltage Pulse Crushing - Three-dimensional
visualization by using micro-focus X-ray CT and numerical fracture process analysis -

北海道大学 環境フィールド工学専攻
(高電圧パルス粉砕における岩質材料中の亀裂形態に関する研究～マイクロフォーカスX線CTを利用
した3次元的な亀裂観察及び亀裂形態の数値解析～)

北海道大学 環境フィールド工学専攻 吉崎　貴哉 応力測定結果の逆解析による地盤内三次元応力場の同定
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 青木　光昇 新幹線の高速化が高架橋振動特性に与える影響
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 和泉　康平 道路ブランド評価に関する基礎的研究
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 上村　友美 河川の硝酸性窒素汚染源同定のための大腸菌群遺伝子分析手法の検討
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 久惠　怜子 慣性力の影響を考慮した熱応力解析
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 清水　心太 家畜ふん尿の適正管理および有効利用促進のための施設導入可能性の検討
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 杉原　卓治 震災時における歩行者と自動車の交錯を考慮した避難行動シミュレーションに関する研究
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 鈴木　雄太 低泥の流動解析に基づく回収装置形状の検討
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 竹中　康倫 廃棄物系バイオマスを利活用する自治体のリサイクルシステム選択のためのANP手法の検討
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 寺島　令 道路利用者の経路選択を考慮した除雪作業計画に関する研究
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北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 戸田　晶 鋼繊維補強RC部材の引張試験によるコンクリートの応力－ひずみ曲線に関する研究
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 戸田　佑紀 北海道における最終処分場の再生可能性とバイオガス発生ポテンシャルの検討

北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 長尾　由加利
不法投棄現場の環境再生に関するニーズ調査手法の提案－青森・岩手県境不法投棄現場の跡地利用
を例として－

北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 長山　真子
原位置バイオレメディエーション法によるテトラクロロエチレン汚染現場の修復可能性の検討－カ
ラム連続試験によるモデルパラメータの決定と修復効果予測－

北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 坂東　政彦 札幌市の住宅街における官民協働の運搬排雪ニーズに関する研究
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 日浅　崇平 永久凍土地帯における埋設型冷却ガスパイプラインとフロストバルブの相互作用の実験的研究
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 舛屋　繁和 感潮域における地形シュミレーション
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 松村　正士 軸対称モデルによる凍土と構造物との相互作用評価
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 丸山　史人 要求意図表現に着目した自由回答分析に関する研究
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 三木　克則 交差点右折時の歩行者事故危険性評価に関する研究
北海道大学 北方圏環境政策工学専攻 水野　秀樹 統計的手法に基づいた冬期路面状態の推定と予測に関する研究-車両運動によるオンライン逆推定-
北海道大学 空間性能システム専攻 相川　葉月 実環境を考慮した乾湿繰返しを加えたコンクリートの耐凍害性試験方法の検討
北海道大学 空間性能システム専攻 足立　卓彌 稚内層珪質頁岩のVOCガス吸着性能向上に関する研究
北海道大学 空間性能システム専攻 阿部　友香 横浜市美しが丘における歩行者専用道路の計画とその変容
北海道大学 空間性能システム専攻 糸井川　高穂 仰臥姿勢の人体を対象とした病室冷房環境の生理的・心理的評価
北海道大学 空間性能システム専攻 上野　雅悠子 国土数値情報を用いた地下熱利用システムの導入可能性に関する研究
北海道大学 空間性能システム専攻 岡本　暁彦 単一トレーサーガス法による多数室換気測定手法の検討
北海道大学 空間性能システム専攻 上川　優貴 路面熱電発電：熱電発電装置の設計とフィールド試験
北海道大学 空間性能システム専攻 加茂　雄宇太 外断熱外装材の壁体構成による膨張収縮
北海道大学 空間性能システム専攻 金納　裕治 音響的にソフトな表面を持つ遮音壁周辺の音場の研究
北海道大学 空間性能システム専攻 木幡　悠士 オフィス空間における室温分布に関する実験的研究
北海道大学 空間性能システム専攻 Study on environmental energy diagnosis for detached houses
北海道大学 空間性能システム専攻 (戸建て住宅の環境エネルギー工学的診断に関する研究)
北海道大学 空間性能システム専攻 佐近　圭輔 RC造外断熱建物の外壁通気層仕様による乾燥性状とその適用性
北海道大学 空間性能システム専攻 塩崎　一紀 微酸性電解水を活用した都市公共施設における室内微生物汚染の制御に関する研究
北海道大学 空間性能システム専攻 Study on residential hydrogen energy system at normal temperature and pressure
北海道大学 空間性能システム専攻 (住宅用設備として水素エネルギーを安全に取り扱うための常温・常圧利用システムの開発)
北海道大学 空間性能システム専攻 柴山　大 汎用温熱生理心理予測システムに関する研究
北海道大学 空間性能システム専攻 島村　泰彰 帯広における緑とオープンスペースの計画思想の展開について
北海道大学 空間性能システム専攻 土屋　敦史 ローエネルギーハウス対応型多機能地中熱ヒートポンプシステムの開発に関する研究
北海道大学 空間性能システム専攻 寺口　拓矢 柱SC梁S混合構造架構における柱のせん断抵抗性状に関する実験的研究

北海道大学 空間性能システム専攻 中島　弘二
少子高齢化社会における子どもと高齢者の健康に関する研究　―東アジアの子ども、北海道高齢者
データベースの作成とその応用―

北海道大学 空間性能システム専攻 中谷　則天 無効発汗を考慮した体温予測モデルを用いた屋外暑熱環境評価方法に関する研究
北海道大学 空間性能システム専攻 中山　和樹 低温排熱を用いた潜熱・顕熱分離空調に関する研究
北海道大学 空間性能システム専攻 早崎　登 開口を有するRC枠組組積造壁体のせん断抵抗および開口補強効果に関する実験的研究
北海道大学 空間性能システム専攻 早瀬　崇城 RC基礎梁に埋込んだ鉄骨アンカー近傍に発生する局部支圧破壊機構に関する解析的研究
北海道大学 空間性能システム専攻 平井　浩将 経路探索におけるアクション生起とツール属性との関係─都市空間における日常生活での歩行特性
北海道大学 空間性能システム専攻 平井　雄太郎 限界飽水度法によるサイディング材の耐凍害性評価方法の提案
北海道大学 空間性能システム専攻 松浦　睦 鋼板とコンクリートの付着性状に及ぼす鋼板断面形状と直交拘束力の影響に関する実験的研究
北海道大学 空間性能システム専攻 吉村 文利 寒冷地における家庭用コージェネレーションシステム設備統合最適利用および導入可能性に関する
北海道大学 環境創生工学専攻 井野　雄介 コンポスト化過程におけるおがくず担体の物理的性質に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 大岩　祐司 凍結及び融解時におけるモルタルの変形挙動解析
北海道大学 環境創生工学専攻 大澤　輝真 尿中医薬品の電解酸化処理に関する実験
北海道大学 環境創生工学専攻 小川　真吾 コンポスト型トイレの代替エネルギーとしての米ぬか利用に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 小関　直 臭化物・ヨウ化物イオンの共存が塩素処理時の消毒副生成物に与える影響
北海道大学 環境創生工学専攻 小野　香保里 定量MAR-FISH法を用いた新規Betaproteobacteriaの機能解析
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北海道大学 環境創生工学専攻 小畑　潤平 曲線2主桁橋における垂直補剛材の局部応力に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 小山　香寿美 アスファルト舗装における高温時の骨材間のひずみ
北海道大学 環境創生工学専攻 近藤　拓也 凝集・MFを前処理としたNF膜のろ過性
北海道大学 環境創生工学専攻 佐藤　英樹 自己充填性を有する鋼繊維補強モルタルの繊維配向性と引張挙動
北海道大学 環境創生工学専攻 澤岡　大輔 MF膜処理における操作圧力が藻類へ与える影響
北海道大学 環境創生工学専攻 澤崎　渉 ヘルスモニタリングにおける構造特性同定に関する研究

Persistence of host-specific Bacteroides-Prevotella 16S rRNA genetic markers in
environmental waters
(宿主特異的Bacteroides-Prevotella １６Sr RNA遺伝子マーカーの環境水中での挙動)

北海道大学 環境創生工学専攻 白井　遼太郎 構造物-地盤の動的相互作用を考慮した鋼斜張橋の非線形地震応答に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 高野　昭弘 種々のアスファルト混合物の破壊強度に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 中川　喜博 下水汚泥焼却灰を利用したCLSMの開発
北海道大学 環境創生工学専攻 中村　拓郎 ポーラスコンクリートの耐凍害性に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 野口　友寛 原水質，処理系，給配水系を組み込んだ給水質予測モデルに関する検討

Removal of Pharmaceuticals from Municipal Wastewater using Membrane Bioreactors and
Activated Sludge Process
(膜分離活性汚泥法と活性汚泥法を用いた都市下水処理における医薬品の除去)

北海道大学 環境創生工学専攻 半沢　拓 ジルコニウムメゾ構造体を用いた下水汚泥中リンの濃縮・高純度化
北海道大学 環境創生工学専攻 前田　智宏 前凝集条件の差異がMF膜ろ過の膜ファウリングおよび処理水質に及ぼす影響
北海道大学 環境創生工学専攻 松尾　祐樹 簡易処理装置の設置によるBangladeshヒ素汚染地域住民の水と食物からのヒ素摂取量の変化
北海道大学 環境創生工学専攻 松本　繁治 曲線2主桁橋の送り出し架設時における合成度評価に関する研究
北海道大学 環境創生工学専攻 水野　創太 複合劣化促進型ポーラスコンクリートの研究
北海道大学 環境創生工学専攻 三好　太郎 Membrane Bioreactorにおいて膜ファウリングの進行に関与する有機物の特性解析
北海道大学 環境創生工学専攻 横尾　博行 ヒトDNA マイクロアレイによる有害金属毒性評価及び遺伝子マーカーの探索
北海道大学 環境創生工学専攻 渡辺　一郎 高温環境下におけるハイブリッド繊維補強高強度コンクリートの破壊靭性
北海道大学 環境循環システム専攻 浅野　純 ベントナイト緩衝材の浸水時における膨張・圧縮挙動
北海道大学 環境循環システム専攻 伊藤　亜希子 鉄鋼スラグからの陰イオン吸着材の合成とその特性
北海道大学 環境循環システム専攻 梅谷　晋平 SPLICE法による対策工設計用強度パラメータの決定に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 大久保　利哉 一般廃棄物処理事業診断ツールの構築に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 大谷　祐介 高アルカリ環境におけるスメクタイトの溶解速度への飽和度の影響
北海道大学 環境循環システム専攻 大村　健 振動検出用ケーブルセンサの出力電圧と物理量に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 大矢　学 拘束されたモルタルの収縮ひび割れ特性に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 尾崎　悠太 破砕性粒状体の強度特性に及ぼす凍結融解履歴の影響評価に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 越智　大司 ジグ選別における最適条件と流動化現象
北海道大学 環境循環システム専攻 恩田　真吾 黄銅鉱浸出の電位制御による最適化
北海道大学 環境循環システム専攻 笠間　太樹 遠心模型実験装置を用いた不飽和土斜面の安定に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 小石　哲央 自治体のごみ処理コスト評価ツール作成およびコストの要因分析に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 佐々木　陽子 粉末X線回折による地質材料の鉱物定量　～リートベルト法の適用～
北海道大学 環境循環システム専攻 柴田　哲也 北海道大学における環境に関する教育・研究状況の分析
北海道大学 環境循環システム専攻 高木 智史 阿武隈花崗岩の風化変質と地質工学的性質
北海道大学 環境循環システム専攻 中村　祐亮 ベントナイト混合土の品質評価法に関する基礎的研究
北海道大学 環境循環システム専攻 中村　孔亮 廃電線被覆材リサイクルのための有害成分除去技術の開発

Prediction of Deformation of NATM Road Tunnels in Hokkaido, Japan
(北海道のNATM道路トンネルにおける変位量の予測に関する研究)

北海道大学 環境循環システム専攻 蛭川　泰卓 エコセメントの強度発現に及ぼす水和反応の影響
北海道大学 環境循環システム専攻 福津　圭基 種々の路盤材の繰返し変形特性に及ぼす主応力回転の影響とその評価法
北海道大学 環境循環システム専攻 牧志　諒 重金属回収のための都市ごみ焼却施設における高温集じんに関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 牧野　賢作 堆積岩及び熱水変質岩中の砒素の溶出挙動評価に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 水林　晋哉 溶融スラグ・焼却主灰および鉛汚染土壌からの重金属溶出に与える環境因子の影響に関する研究

環境創生工学専攻北海道大学

環境循環システム専攻北海道大学

嶋津　陽子

原　宏江

橋野　尊人

北海道大学 環境創生工学専攻



     修士論文

北海道大学 環境循環システム専攻 森木　翼 プレロード工法と真空圧密工法の沈下抑制効果の比較に関する研究
北海道大学 環境循環システム専攻 山口　英志 深海底鉱物資源の有効利用に関する研究　～コバルトリッチクラストの選鉱に関する基礎的研究～

Some Mechanical Properties of Horonobe Siliceous Rocks
(幌延珪質岩のいくつかの力学的特性に関する研究)

東北大学 大堀　雅人 人工湿地法のエストロゲン除去性能に及ぼす影響因子 中野　和典
東北大学 石井　晴彦 排水の脱窒処理における窒素化合物の挙動とオゾン・生物複合システムの適用 西村　修
東北大学 岩淵　藍子 マコモの生育基盤およびハクチョウの摂食がマコモの成長に与える影響 中野　和典
東北大学 国安　弘幸 高温好気法におけるメタン発酵廃液の処理特性 中野　和典
東北大学 設楽　和彦 漆沢ダムにおけるアオコ発生に伴う水質応答と制御効果の検討 西村　修
東北大学 谷口　崇至 異なる基盤構造がコンパクトウェットランドの水質浄化性能に与える影響 中野　和典
東北大学 名尾　孝樹 干潟有機物動態を予測可能とする微小電極法の開発とその評価 西村　修
東北大学 草野　光 AFLP法を用いたウルマーシマトビケラ（Hydrosyche orientalis）地域集団の遺伝的多様性の評価 大村　達夫
東北大学 淵上　洋輔 沿岸域における有機第二鉄の還元メカニズムの解明 大村　達夫
東北大学 三浦　尚之 メコン流域における水利用と感染症リスク 大村　達夫
東北大学 和田　圭史 新規ウイルス検出技術に用いる吸着材としてのNorovirus-Binding Protein (NoVBP)の分離及び同定 大村　達夫
東北大学 岩田　浩二 オゾン酸化による活性汚泥の変質及び生分解性の向上 李 　玉友
東北大学 小林　拓朗 分子生物学的手法を用いた余剰汚泥の嫌気性消化微生物群集構造の解析 李 　玉友
東北大学 佐藤　史学 A2O法におけるリンと窒素の挙動に及ぼす汚泥濃度の影響 李 　玉友
東北大学 米本　剛史 下水処理におけるエネルギー消費に関する統計分析 李 　玉友

岩手大学 工学研究科・建設環境工学専攻 舘　　紀昭 付着藻類を指標としたアルミニウムの河川生態系への影響 海田・伊藤

新潟大学 自然科学研究科 環境共生科学専攻 足立　渉 光照射による環境中ダイオキシン類の分解に関する研究 高橋　敬雄
新潟大学 自然科学研究科 環境共生科学専攻 小野寺　充 新潟県内における水田土壌、米中の重金属含有量について 高橋　敬雄
新潟大学 自然科学研究科 環境共生科学専攻 勝山　陽子 高度浄水処理の採用と配水系統の変更に伴う水道水質の変化について－新・新潟市の場合－ 高橋　敬雄

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 伊崎　堅太郎
Escherichia coliの光回復に及ぼす塩分の影響

大垣　眞一郎
滝沢　智
片山　浩之

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 大塚　佳臣
流域の生活排水マネジメントに対する水辺の価値選好評価法の適用

花木　啓祐
栗栖　聖

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 黒田　啓介
東京都区部の地下水水質特性とその影響因子の解明

滝沢　智
大垣　眞一郎
片山　浩之

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 高橋　亮介
Janibacter terrae近縁細菌の特異的検出とダイオキシン類分解特性の評価

古米　弘明
栗栖　太

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 細見　暁彦
多摩川における微細有機物の動態と底生動物群集構造との関係に与える自然攪乱及び人為影響の評
価

古米　弘明
栗栖　太

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 森下　賢一
大気中PAHs浄化能力評価を目的とした沿道植物葉中における1-OH pyreneの検出

花木　啓祐
栗栖　聖

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 和田　健男
集積培養微生物群によるクロロエチレン類の脱塩素活性に及ぼす影響因子に関する研究

古米　弘明
栗栖　太

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 Pan　 Yun
Study on decolorization performance and extracellular enzymatic activity of white rot
fungi (Irpex lacteus, Pleurotus ostreatus and Lentinula edodes) in dye wastewater
treatment

山本　和夫
福士　謙介
中島　典之

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 Joko Sulistyo Yekti　

Factors affecting supercritical carbon dioxide extraction of PAHs from contaminated soil

山本　和夫
福士　謙介
中島　典之

北海道大学 環境循環システム専攻 山口　真基



     修士論文

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 Pasha Sohel
Evaluation of introducing Clean Development Mechanism (CDM) in public transport system of
Dhaka, Bangladesh

花木　啓祐

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 Ana Paula Bortoleto
Analysis of integrated management practices of municipal solid waste in Brazil

花木　啓祐
栗栖　聖

東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 玉井　暁大 サステナビリティ教育における学際性および多様性に関する研究 味埜　俊
東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 金井　佑樹 亜硝酸型硝化-完全硝化反応の制御とその遷移過程における硝化細菌の挙動解析 味埜　俊
東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 新井　俊介 内湾底質環境を反映する微生物群集とその平面分布の把握 佐藤　弘泰

東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 西條　拓磨
ネットワーク型環境NPOの多様性と変革過程関する研究-ごみ環境ビジョン２１とかしわ環境ステー
ションを事例として-

佐藤　弘泰

東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 都築　淳 リン資源の適正管理に向けた市町村レベルでのMaterial Flow Analysis 佐藤　弘泰
東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 中野　拓磨 N-acyl-homoserine lactone(AHL) による活性汚泥内群集構造への影響評価 味埜　俊
東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 村上　達也 プロピオン酸を基質とするPHA蓄積細菌の機能遺伝子と種の同定の試み 佐藤　弘泰
東京大学 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 藤原　和也 MAR-FISH法を用いたポリリン酸蓄積細菌とグリコーゲン蓄積細菌の競合関係の評価 味埜　俊

京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 相木　敢 廃棄物構成元素動態に着目した震災廃棄物処理システムのリスク評価 森澤　眞輔
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 戎井　伸悟 高等植物シロイヌナズナを用いた土壌重金属汚染の影響評価方法の検討 森澤　眞輔
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 大隈　建 油汚染土壌バイオレメディエーションの効率化と硫酸塩還元状態の有効性評価 田中　宏明
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 川端　祥浩 琵琶湖NOMを対象としたFouling原因物質の特性解明 藤井　滋穂
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 來田　吉弘 IndirubinとTNF-αの複合作用におけるp21発現誘導に寄与する転写因子の探索 松井　三郎
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 熊田　裕佳子 油汚染土壌の硫酸塩還元条件下バイオレメディエーションにおける微生物群集解析 藤井　滋穂
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 小林　義和 下水処理場における医薬品類の存在実態の解明および活性汚泥処理による除去特性の把握 田中　宏明
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 後藤　慎平 アジア地域を対象とした大気汚染物質の排出量推計に関する研究 松岡　譲
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 齊藤　卓弥 廃瓦を用いた土壌浸透処理の性能評価と高効率化 森澤　眞輔
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 齋藤　宏彰 気候変動による影響の定量化に関する研究 松岡　譲
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 柴　博文 高濃度鉄含有炭化物のPCBs分解触媒としての機能と評価 武田　信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 滝　光伸 プロテオーム解析による鉛化合物の神経毒性マーカー探索 森澤　眞輔
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 立花　啓 プラスチック製容器包装のリサイクル制度に関する改善策の定量的評価 武田　信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 田中　みわ 気候モデル開発とそれを用いた温室効果ガス許容排出量推計 森澤　眞輔
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 傳田　拓也 アルデヒド類曝露による生物学的曝露指標の開発に関する研究 内山　巖雄
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 萩原　崇博 灰溶融プロセスを利用した廃プラスチックのケミカルリサイクルに関する検討 武田　信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 原　浩一 騒音曝露による聴力損失を推定するための熱力学的聴覚数理モデル 内山　巖雄
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 福井　和樹 蛍光管に含有される水銀のライフサイクル挙動と循環システムに関する研究 酒井　伸一
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 藤森　崇 金属触媒の動的変化に伴う飛灰でのダイオキシン類生成 武田　信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 宮井　公太郎 生ごみ発酵L-乳酸からの生分解性ポリ乳酸生成に関する研究 津野　洋
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 森　彰宏 種々の下水汚泥の熱分解特性と残渣および生成ガスの利用に関する研究 武田　信生
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 森　修一 テレフタル酸含有廃水の生物活性炭嫌気性処理における微生物解析 津野　洋
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 森谷　直子 東北タイ農村地域における水・物質収支モデルの構築 藤井　滋穂
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 山下　隆久 人口・世帯構成の変化が環境負荷発生量に及ぼす影響に関する研究 松岡　譲
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 西村　想 帰化植物チクゴスズメノヒエの植栽ヨシ群落への侵入に関する影響要因の検討 藤井　滋穂
京都大学 工学研究科都市環境工学専攻 長谷川　絵里 初期オゾン消費量を考慮した効果的オゾン処理技術の開発 津野　洋
京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 小川　純子 廃棄物が地下に存 在する土地の形質変更に伴う環境リスク評価と対策技術 嘉門　雅史
京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 五味　馨 地方自治体における環境の定量的将来ビジョン開発に関する研究 松岡　譲
京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 小川　真佐子 野生生物肝臓中の未知DNA付加体の網羅的解析及び各種汚染バイオマーカーとの関連性 松井　三郎
京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 若松　めぐみ 人尿中植物ホルモンの探索 松井　三郎
京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 押川　由希 京都大学EMS構築にむけた情報収集マネジメントの考察 松井　三郎

大阪大学 旭 　 貴弘 エネルギー最終需要モデルを用いた日本の家庭部門エネルギー消費量の評価 下田　吉之
大阪大学 諫山  直亮 地域冷暖房システムの高効率化に関する研究 下田　吉之
大阪大学 石垣　泰 中小規模建築に着目した都市業務部門のエネルギー消費削減シナリオに関する研究 下田　吉之



     修士論文

大阪大学 石野  理絵 長屋住宅地区の住宅の持続性と居住者意識に関する研究 澤木　昌典
大阪大学 市橋  数理 低エネルギー電子線照射によるSi(100)2×1：H表面におけるSi-H結合切断機構の研究 谷村　克己
大阪大学 井上  みを 光透過型太陽電池を適用した住宅の省エネルギー性評価に関する研究 下田　吉之
大阪大学 今村  寧 Study on bulk thermoelectric materials composed of environmentally friendly elements 宇埜　正美
大阪大学 岩切　翔 地域の音環境を切り口としたまちづくりに関する研究 桑野　園子
大阪大学 内野  茂晴 企業都市のコンパクトシティとしての再評価に関する研究 澤木　昌典
大阪大学 大屋  章 高出力レーザーを用いたプラズマジェットと衝撃波生成に関する研究 乗松　孝好
大阪大学 大山　将央 テトラヒドロフラン（THF）分解菌による1,4-ジオキサンの共代謝分解に関する研究 池 　道彦
大阪大学 岡田  一文 低減速軽水炉の転換比に対する予測精度の向上 竹田　敏一
大阪大学 岡本  年樹 ミクロ炉物理に基づく動特性計算の高速化 竹田　敏一
大阪大学 尾崎  剛 ストレスの評価方法構築のための基礎的研究 泉 　佳伸
大阪大学 甲斐  友朗 限界集落の予備軍における集落存続に対する居住者及び集落出身者の意向に関する研究 澤木　昌典
大阪大学 梶谷  嘉則 土地利用施策による熱環境変化とCO2削減効果の評価 盛岡　通
大阪大学 金岡  秀明 セラミック製フォトニック結晶の創製とEMC材料への応用に関す る研究 宮本　欽生
大阪大学 金光  崇徳 Thermoelectric properties of ZrNiSn based solid solutions 宇埜　正美
大阪大学 川岸  正寛 Study on the synthesis conditions for photocatalytic apatite 宇埜　正美
大阪大学 神崎  雅也 微生物機能を利用したヒ素汚染土壌の浄化技術の開発に向けた基礎研究 池 　道彦

大阪大学 姜　　同徹
マイクログリッドによる地域分散型エネルギーシステムに関する研究-エコエネルギーウェブ金沢の
ケーススタディを通して-

盛岡　通

大阪大学 北畠  直司 形状変化の観察による量子線が細胞に与える影響の評価 西嶋　茂宏
大阪大学 木村  雄二 シナリオアプローチを用いた持続可能なライフスタイルのデザインと製品環境政策の評価 盛岡　通
大阪大学 黒田  洋一 ダブルデッカー電子ビーム加速器の開発とアト秒パルスラジオリシスの研究 吉田　陽一
大阪大学 小林  達彦 ステンレス鋼エロージョンに及ぼす鉛フリーはんだ中の微量元素の影響 竹本　正
大阪大学 後藤  圭太 Thermoelectric properties of thallium compounds with extremely low thermal conductivity 山中　伸介
大阪大学 齋木  由利 都市と農山漁村の共生・対流における都市住民の行動と農村資源の関係の分析 盛岡　通
大阪大学 佐野  祥一 転倒事故低減を目的とした3次元動作解析 泉 　佳伸
大阪大学 白井  清兼 自治体が主導・支援するまちづくり学習の現状と課題に関する研究 －近畿圏を対象にして－ 澤木　昌典
大阪大学 須藤  久宜 輸送理論に基づく高速炉におけるナトリウムボイド反応度の感度解析 竹田　敏一
大阪大学 瀬尾  浩平 アルミニウム合金レーザ分別手法の適用性向上 竹本　正
大阪大学 園山  紘明 運動量入射によるトカマクプラズマの挙動解析 堀池　寛
大阪大学 高田  洋輔 環境共生型デザインにおける表現と3DCG動画手法の開発 福田　知弘
大阪大学 高濱  央人 液体リチウムジェット流の自由表面形状の直接計測 堀池　寛
大阪大学 高谷  紘史 高速炉における３次元６角非均質輸送計算法の開発と増殖比評価 竹田　敏一
大阪大学 武本　将 フェムト秒パルスラジオリシスのための等価速度分光システムの開発 吉田　陽一

大阪大学 津田  智行
オントロジー工学的手法及びデータマイニング法を用いた環境問題解決の為の知の構造化　－音環
境を対象として－

桑野　園子

大阪大学 寺嶋  孝典 VR・ブログを用いた住民参加型広場デザインの手法の開発 福田　知弘
大阪大学 中畑  雄介 フォトニックフラクタルの構造設計と電磁波環境制御に関する研究 宮本　欽生
大阪大学 永井　宏之 Research on thermoelectric materials with La2O3 structure 山中　伸介
大阪大学 二浦尾  友佳子 大阪府域を対象としたヒートアイランド現象によるインパクトの評価 水野　稔
大阪大学 西川  雅清 液体金属鉛ビスマス熱交換器における流動熱伝達特性の研究 堀池　寛
大阪大学 橋本  庸平 ジメチルスルホキシド廃水の生物処理に関わる分解微生物の挙動及び特性の解析 池 　道彦
大阪大学 長谷川  直紀 回転磁場によるFRC平衡形成に関する研究 岡田　成文
大阪大学 羽原  勝也 大阪府域を対象とした都市平熱化に関する研究 水野　稔
大阪大学 原  　昇司 Sphingomonas yanoikuyae FM-2によるビスフェノールFの分解特性および分解経路 池 　道彦
大阪大学 原田  浩司 空調システムマネジメント用シミュレーションモデルに関する研究 -実建物を対象とする考察- 水野　稔
大阪大学 日置  賢 微生物電池による有機性排水からの電気エネルギー回収に関する研究 池 　道彦
大阪大学 枇榔　智也 極端紫外(EUV)光源開発に於けるターゲット供給及び放射特性に関する研究 乗松　孝好
大阪大学 福島　聖威 環境中のPFOS濃度を説明する因子のマクロ分析 盛岡　通



     修士論文

大阪大学 二神  茉莉子 地区レベルの計画に位置づけられた都市農村交流に関する研究－神戸市北区西区を事例に－ 澤木　昌典
大阪大学 松井  久恵 下廃水再利用システムへの高度処理の活用に伴う安全性評価に関する基礎的研究 池 　道彦
大阪大学 松永　祐紀 ウキクサ根圏から分離した新規ノニルフェノール分解菌による各種アルキルフェノールの分解 池 　道彦
大阪大学 三上  紗弥 金属フィラーの改善による導電性接着剤の電気的信頼性向上 竹本　正
大阪大学 溝口　典仁 成熟度モデルを利用した組織のリスクマネジメント診断ツールの開発 盛岡　通
大阪大学 宗  　哲也 カスプ磁場中での電子の分布関数と減速特性 堀池　寛
大阪大学 村山  紘之 熱対策機能屋根の熱特性測定とモデルによる熱収支解析 町村　尚
大阪大学 森谷　浩典 動的制御棒価値測定法の補正に対する理論的研究 竹田　敏一
大阪大学 山崎  祐二 環境浄化を目的として土壌中に導入した遺伝子組換え微生物の挙動およびそれに伴う土着微生物群 池 　道彦
大阪大学 若宮  愛 河川管理用地からみる大阪都心部の沿川空間の使われ方に関する研究 澤木　昌典
大阪大学 RAFIF MOHAMMAD JAFAR ALZUBI Study on the changes of Historical old houses and their owners' lives in Salt city in 澤木　昌典

大阪大学 SHRESTHA KUNDAN LAL
Coupling and evaluating MM5 and RAMS meteorological　models with CMAQ air quality model
for better assessment of air pollutants

近藤　明

大阪大学 孫　　傑 乳幼児の匍匐による床上粉塵吸入量評価実験 加賀　昭和
大阪大学 玉　　千峰 クロロエチレン類の嫌気生分解に関与する微生物の検出とその分解過程における挙動の解析 池 　道彦
大阪大学 NOPPASAN MUANSANG タイにおけるバイオディーゼル燃料の生産可能量の推計 盛岡　通

岡山大学 環境学研究科・生命環境学専攻 岡崎　系祐 「細胞酸化を指標としたハイスループット毒性試験の開発に関する研究」 青山　勳
岡山大学 環境学研究科・生命環境学専攻 吉岡　篤史 「エストロゲン様物質の構造活性相関」 青山　勳
岡山大学 環境学研究科・生命環境学専攻 藤原　拓洋 「有害化学物質の植物に及ぼす毒性評価のための各種エンドポイントの比較学的研究」 青山　勳
岡山大学 環境学研究科・生命環境学専攻 馬場　美衣 「医療廃棄物中間処理残渣の安全性評価に関する研究」 青山　勳

山口大学 福山　博之 椹野川流域における土壌流出解析に関する研究 浮田　正夫
山口大学 神崎　麻純 魚の移動に対する水中音の影響に関する研究 関根　雅彦
山口大学 江藤　貴子 廃水処理系への窒素・リン負荷低減機能を備えた汚泥減量化プロセスの構築と評価 今井　剛
山口大学 谷　　公輔 水の液膜と空気との接触による新規酸素供給法の開発に関する研究 今井　剛
山口大学 新名　隆博 高濃度気体溶解水を用いた微生物の活性制御に関する研究 今井　剛
山口大学 吉田　健一 亜臨界水処理後の余剰汚泥における嫌気的生分解特性に関する研究 今井　剛
山口大学 若林　大嗣 砕砂研磨濁水処理における凝集剤の選定とその固液分離方法に関する研究 今井　剛

北九州市立大学 国際環境工学部 渡辺　祥夫 持続可能なコミュニティ形成のためのマネジメントシステムに関する実践的研究 松本　亨

九州大学 宮下　祥子 GISを利用した有明海の水環境変動特性の解析 小松　利光
九州大学 石川　泰助 支川合流の影響を組み込んだ河川感潮域の鉛直2次元流動モデルの構築－番匠川感潮域を対象として 小松　利光
九州大学 大淵　義剛 水俣湾における微量残留水銀の動態に関する研究 小松　利光
九州大学 岡村　聡 都市の道路アセットマネジメントにおける土石系循環資源利用の適正化に関する研究 島岡　隆行
九州大学 村上　明子 環境に配慮した住宅・設備の資産額算定方法に関する研究 島岡　隆行
九州大学 上田　晋也 有明海底質重金属の分布特性と生物影響 久場　隆広

九州大学 郡山　健
有収水率向上に着目した水道整備過程の比較研究
―民営化後のマニラ首都圏水道と戦後の福岡市水道の事例から―

神野　健二
広城　吉成

九州大学 小原　直樹 海岸帯水層における揚水に伴う塩水侵入の予測モデル開発
神野　健二
広城　吉成

九州大学 梅崎ファビオ
CONCENTRATION AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF HUMIC SUBSTANCES IN LEACHATE FROM A
LANDFILL MAINLY DISPOSED WITH MSWI RESIDUES

島岡　隆行

九州大学 竹本　智典 都市ごみ焼却灰における塩素化合物の消長メカニズムに関する基礎的研究 島岡　隆行

九州大学 遠藤　伸一 Prediction of heavy rainfalls during the rainy season in Japan
神野　健二
広城　吉成

九州大学 杉町　仁美 港湾域における底泥中の有機スズ濃度低減のための陸上処理工法に関する研究
神野　健二
広城　吉成



     修士論文

山西・荒木・

熊本大学 自然科学研究科環境土木工学専攻 河野　洋平 Anammoxグラニュールを活用するCANNON法の影響因子の検討

公立

九州大学 邊見　充 中国・渭河の自浄能力に寄与する懸濁物質の機能に関する研究 久場　隆広
九州大学 外尾　史恵 活性汚泥モデルを用いた高度下水処理システムにおける運転条件の検討 久場　隆広

神野　健二
九州大学 山平　未来 西日本における梅雨期の降雨および気象場特性に関する考察

広城　吉成
九州大学 与賀田　隆史 黄河流域の効果的水資源配分の検討 久場　隆広

九州大学 Perera Duminda
3-Dimensional Density dependant Solute Transport Model to Simulate Saltwater Intrusion in
Motooka Area,Fukuoka,Japan.

神野　健二
広城　吉成

佐賀大学 工学系研究科都市工学専攻 小野　盛一 有明海湾奥干潟域における懸濁物輸送と粗朶搦工による細粒分捕捉効果に関する研究
荒木・山西・
古賀
山西・荒木・

佐賀大学 工学系研究科都市工学専攻 古賀　康之 自動昇降型水質装置を用いた水質の空間分布及び物質輸送特性に関する研究
古賀

佐賀大学 工学系研究科都市工学専攻 日村　健一 有明海湾奥部の泥干潟における懸濁物質の動態と物質変換に関する基礎的研究
古賀

佐賀大学 工学系研究科都市工学専攻 松下　睦 リン除去能を付加した発泡廃ガラスの開発に関する基礎的研究
荒木・山西・
古賀

熊本大学
熊本大学

自然科学研究科環境土木工学専攻

自然科学研究科環境土木工学専攻
稲富　泰彦
樫原　雄一郎

Anammoxリアクタのバイオガスプラント脱離液処理への適用
SNAP処理に及ぼす運転影響因子の検討

熊本大学 自然科学研究科環境土木工学専攻 秦　　浩平 Anammoxリアクタの早期立上げとその影響因子の検討
熊本大学 自然科学研究科環境土木工学専攻 寶満　隼人 SNAPを活用した埋立地浸出水の窒素除去
熊本大学 自然科学研究科環境土木工学専攻 Luong Ngoc Khanh Anammox汚泥の培養に適用する担体の比較検討

前橋工科大学 工学研究科・建設工学専攻 河合真由美 白丸調整池ダムのフラッシング排砂に伴うＳＳ・濁度の流出変動と河床の生息環境への影響 土屋十圀
前橋工科大学 工学研究科・建設工学専攻 砂口真澄 都市域の雨水排水区を対象とした内水氾濫の再現計算と局地豪雨による氾濫予測に関する研究 土屋十圀
前橋工科大学 工学研究科・建設工学専攻 西尾敏和 近代化産業遺産としての旧富岡製糸場の評価に関する研究 湯沢昭
前橋工科大学 工学研究科・建設工学専攻 防犯自己診断システムによる防犯まちづくりに関する研究 湯沢昭



     卒業論文

大学名 学科・専攻名 著者名 題　　　　　目
指導教授
あるいは主宰

国立
北海道大学 環境計画研究室 秋山 英慶 道路面の太陽熱エネルギーによる熱電発電に関する検討
北海道大学 環境計画研究室 野津 晋一 湿性沈着イオン濃度のトレンドモデルの評価
北海道大学 環境計画研究室 山岸 圭太 騒音伝搬に及ぼす風及び積雪の影響
北海道大学 廃棄物処分工学研究室 井上 由子 自治体における災害廃棄物の発生・処理の事例分析
北海道大学 廃棄物処分工学研究室 佐藤 昌弘 安定化推進工事中の都市ごみ埋立地における水分移動状況の推定
北海道大学 廃棄物処分工学研究室 新堀 愛 有機性廃棄物の分解における腐植物質生成に関する基礎的研究
北海道大学 廃棄物処分工学研究室 柳川 幸生 使用済みパソコンの回収フロー推定
北海道大学 廃棄物処分工学研究室 横野 小百合 カーシュレッダーダストの燃料利用のための前処理プロセスに関する研究
北海道大学 大気環境保全工学研究室 市原 健一郎 日本における大気混濁係数と全天日射量の推移
北海道大学 大気環境保全工学研究室 大高 涼子 積分球を用いた大気エアロゾルの吸収係数および黒色純炭素濃度の測定法の検討
北海道大学 大気環境保全工学研究室 真田 あすみ 疫学データを利用したわが国の粒子状大気汚染の健康影響評価
北海道大学 大気環境保全工学研究室 辺見 圭祐 札幌における大気エアロゾルの連続観測と時間変動要因の検討
北海道大学 大気環境保全工学研究室 水谷 航太 農作物非可食部バイオマスの蒸気エンジンを用いた発電と排出ガス評価
北海道大学 大気環境保全工学研究室 山下 智生 PMF(Positive Matrix Factorization)法を用いた日本の降水化学データの解析
北海道大学 環境リスク工学研究室 小泓 誠 原水濁度及び膜ファウリングが凝集MF膜によるウイルス除去に与える影響
北海道大学 環境リスク工学研究室 佐々木 洋志 活性炭の微粉化によるジェオスミン除去性の向上
北海道大学 環境リスク工学研究室 白鳥 良樹 塩素による有機リン系農薬等の酸化と活性炭からの脱着
北海道大学 環境リスク工学研究室 長谷川 広樹 超微粉化活性炭添加がセラミック膜ろ過性に及ぼす影響
北海道大学 環境リスク工学研究室 日根野谷 充 NF濃縮水の凝集・活性炭による処理性
北海道大学 循環システム研究室 大塚 美夏 不法投棄現場修復のためのテトラクロロエチレン嫌気性微生物分解とその影響因子に関する研究
北海道大学 循環システム研究室 佐藤 剛 生ごみバイオガス化・有料化導入効果の評価のためのシステム分析
北海道大学 循環システム研究室 佐藤 直生 ANP手法を用いた廃棄物管理の広域化システム評価
北海道大学 循環システム研究室 杉本 知輝 不法投棄廃棄物のバイオガス化検討のためのメタン発生量と残渣性状の実験的考察

北海道大学 循環システム研究室 玉田　昭太郎
有機系廃棄物のバイオガス発生量評価手法の検討－回分実験における種汚泥の影響と有機物分解
率の考察－

北海道大学 水質変換工学研究室 大澤 将人 ヒトDNAチップを用いたAgナノ粒子の毒性評価のための遺伝子発現解析
北海道大学 水質変換工学研究室 坂井田 健司 食品廃棄物からのポリヒドロキシ酪酸の生産
北海道大学 水質変換工学研究室 谷内 亜沙美 大腸菌における菌密度依存的RelEトキシン感受性に関する研究
北海道大学 水質変換工学研究室 高橋 慶考 ステップ流入式上向流型ANAMMOXリアクターにおける処理性評価
北海道大学 水質変換工学研究室 大給 理江 MBRの運転条件と膜ファウリング物質特性の関連性
北海道大学 水質変換工学研究室 西迫 里恵 仕切り板挿入型MBRを用いた都市下水からの栄養塩除去
北海道大学 サニテーション工学研究室 喜多 修介 MBR－NF/RO膜を用いた都市下水からの中性医薬品の除去
北海道大学 サニテーション工学研究室 鈴木 菜津 微生物燃料電池を用いた都市下水からのエネルギー回収に関する基礎的検討
北海道大学 サニテーション工学研究室 中島 正司 台所・洗濯排水処理用MBRの有機物負荷に関する検討
北海道大学 サニテーション工学研究室 橋本 悠美 コンポストの温度分布が病原リスクに与える影響
北海道大学 サニテーション工学研究室 松尾 紀子 気候および運転条件がコンポスト型トイレのエネルギー消費構造に与える影響
北海道大学 水環境保全工学研究室 今西 正義 雨天時における都市流出水中の重金属の汚濁負荷と流出挙動
北海道大学 水環境保全工学研究室 笠原 かおり 温泉排水中のヒ素の制御 ～下水汚泥からの溶出低減～
北海道大学 水環境保全工学研究室 口町 紗英子 中央カリマンタン・パランカラヤ地区の熱帯泥炭地における水質環境と環境保全
北海道大学 水環境保全工学研究室 国政 瑛大 中央ベトナム・フエ市ホーン川水系の水質と人為的汚染
北海道大学 水環境保全工学研究室 中島 篤 天塩研究林における森林土壌中の金属成分に関する研究
北海道大学 水環境保全工学研究室 渡辺 真吾 下水中重金属の除去 ～嫌気性処理と好気性処理の組み合わせ～
北海道大学 環境人間工学研究室 奥邨 大輔 医療福祉施設における室内微生物汚染の制御に関する検討
北海道大学 環境人間工学研究室 川崎 直人 発汗量調節に関する被験者実験とその解析
北海道大学 環境人間工学研究室 佐藤 麻希 東アジア地域の都市部における子供の発育の現状と生活様式に関する測定調査とその解析



     卒業論文

北海道大学 環境人間工学研究室 高野　龍太郎
室内空気質の評価・制御シミュレータの開発　ー空間シミュレーションルームでの実測とプログ
ラムの開発ー

北海道大学 環境人間工学研究室 豊島 悠輝 閉鎖生態系生命維持システムにおける環境人間工学研究
北海道大学 環境人間工学研究室 森本 将平 高齢者の生体機能に関するデータベース化とその解析
北海道大学 環境システム工学研究室 岡崎 直美 北海道産天然多孔材料を用いた水中VOCの吸着剤開発
北海道大学 環境システム工学研究室 岡部 聡太 潜熱蓄熱材と調湿材を利用した潜熱・顕熱分離空調に関する検討
北海道大学 環境システム工学研究室 笠原 敬太 地域連携による雪氷冷熱エネルギーの複合利用モデルに関する研究
北海道大学 環境システム工学研究室 田篭 秀俊 寒冷地における住宅用コージェネレーションシステムの導入可能性評価
北海道大学 環境システム工学研究室 永廣 健太郎 建築・都市の環境工学的診断と数値情報システム
北海道大学 環境システム工学研究室 堀 　彰吾 地中熱源ヒートポンプシステムが導入された建物のコミッショニング

東北大学 金澤 拓大 濃縮余剰汚泥の嫌気性消化に及ぼす消化温度と前熱処理の影響 李 　玉友
東北大学 林 　諒一 高温水素発酵における微生物叢の解析 李 　玉友
東北大学 渡辺 悠介 ＤＨＳリアクターによる無曝気・省エネルギー方式の高負荷硝化プロセスの開発 原田 秀樹
東北大学 佐川 正浩 高温好気処理法における環境因子の変化が微生物活性に及ぼす影響 西村 修
東北大学 熊谷 翼 未利用海藻廃棄物を用いた重金属吸着除去剤の製作とその評価 中野 和典
東北大学 千野 貴彦 オゾン－生物処理法を用いた埋立地侵出水の処理特性 西村 修
東北大学 石藤 慎吾 アルミニウム錯体形成能を有するMicrocystis aeruginosa由来ペプチドの遺伝子分離 大村 達夫
東北大学 伊藤 紘晃 競合リガンド法を用いた沿岸域における有機鉄錯体の解離機構の解明 大村 達夫
東北大学 西牧 宏尚 ノロウイルスの水環境中動態解明を目的としたカプシドタンパク質の合成 大村 達夫

岩手大学 工学部・建設環境工学科
後藤　祐輝、
畠山 浩二

宮守川における流下及び河床内の粒状有機物が水生昆虫相に与える影響 海田・伊藤

岩手大学 工学部・建設環境工学科 佐藤 雄大 過酸化水素を用いた下水汚泥中重金属の溶出に及ぼす鉄イオン添加の効果 海田・伊藤
岩手大学 工学部・建設環境工学科 佐藤 洋平 生物酸化と共沈を組み合わせた方法による下水中ヒ素の除去に関する基礎的研究 海田・伊藤
岩手大学 工学部・建設環境工学科 鈴木 貴之 空気供給型圧送式下水管路内での硫化物生成に及ぼすポンプ運転条件の影響 海田・伊藤
岩手大学 工学部・建設環境工学科 高橋 聡 Al加水分解生成物存在下での付着珪藻の死滅速度に及ぼす硬度成分の影響 海田・伊藤
岩手大学 工学部・建設環境工学科 富沢 綾子 光触媒による藍藻の不活化に関する研究 海田・伊藤
岩手大学 工学部・建設環境工学科 盧 　孝斌 貯水池における底質からのMnの溶出特性に関する研究 海田・伊藤
岩手大学 工学部・建設環境工学科 矢吹 護 酸化剤による下水汚泥からの重金属の溶出に及ぼすpHの影響 海田・伊藤
岩手大学 工学部・建設環境工学科 熊野 裕也 活性汚泥へのヒ素の収着特性に関する研究 海田・伊藤

東京大学 工学部都市工学科 石飛 勝也 高濃度粉末末活性炭添加ＭＦ（PAC-MF）膜処理システムにおける膜ファウリングに関する研究 滝沢 智

東京大学 工学部都市工学科 大野　皓史 バイオマス炭化物を用いたアルカリ型燃料電池の開発に関する基礎的研究
山本　和夫
福士　謙介
中島 典之

東京大学 工学部都市工学科 川嶋　清源 インドネシア共和国メダン市における水利用・水環境の実態についての調査研究
古米　弘明
栗栖 太

東京大学 工学部都市工学科 近藤　光佳 標準活性汚泥法における有機性一時貯蔵物質の挙動
味埜　俊
佐藤 弘泰

東京大学 工学部都市工学科 園田　隼也 超長期シナリオに基づく廃木材を利用したバイオエタノール製造ポテンシャルの地域別評価
花木　啓祐
荒巻　俊也
栗栖 聖

東京大学 工学部都市工学科 高階　峰人
亜熱帯植物種を用いたコメットアッセイによるバンコク市街地大気汚染モニタリングへの適用可
能性

山本　和夫
福士　謙介
中島 典之

東京大学 工学部都市工学科 中垣　宏隆 高度浄水処理における生物活性炭の硝化能評価と硝化微生物群の多様性解析
古米　弘明
栗栖 太
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東京大学 工学部都市工学科
Hoang Thi
Mai

ヒ素を含有する上水汚泥の有害性の検討～ベトナム・ハノイ市の持続的で安全な水管理の提案
山本　和夫
福士　謙介
中島 典之

東京大学 工学部都市工学科 松澤　朝子 植物葉中ピレンおよび1-OHピレンの分析を目的としたクリーンナップ法の検討
花木　啓祐
荒巻　俊也
栗栖 聖

東京大学 工学部都市工学科 松村 修平 ダクタイル水道管モルタルライニングの中性化による水質への影響 滝沢 智

東京大学 工学部都市工学科 松本　一城 東京湾流域の下水処理場を対象とした排出権取引と課徴金制度の導入効果の評価
花木　啓祐
荒巻　俊也
栗栖 聖

東京大学 工学部都市工学科 松森　克人 大腸菌の光回復に及ぼす銀イオンの影響
大垣　眞一郎
片山 浩之

東京大学 工学部都市工学科 水谷　司 合流式下水管渠生物膜の雨天時流出機構に関する実験室モデル下水管を用いた検討
味埜　俊
佐藤 弘泰

新潟大学 工学部建設学科社会基盤工学コ安生 真人 新潟県における水道水中の消毒副生成物の現状について 高橋 敬雄
新潟大学 工学部建設学科社会基盤工学コ後藤 佑介 多成分一斉分析による水・土壌中の農薬の分析と挙動について 高橋 敬雄
新潟大学 工学部建設学科社会基盤工学コ徳竹 知美 水道水中の変異原性に関する研究 高橋 敬雄
新潟大学 工学部建設学科社会基盤工学コ藤原 祐美 新潟市の地下水水質について 高橋 敬雄

京都大学 工学部地球工学科環境工学コー飯島 太郎 航空機騒音の評価尺度の妥当性に関する研究-住民反応調査に基づく検証- 内山 巌雄
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー石川 卓 水道水源と浄水処理過程におけるエンドトキシンの挙動とシアノバクテリアの寄与に関する研究 伊藤 禎彦
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー岩見 祥男 二枚貝を用いた大阪湾でのPCB汚染の分布特性に関する研究 津野 洋
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー上門 卓矢 雨天時下水の活性汚泥処理に関する基礎的研究 田中 宏明
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー岡 　宏宣 大学等における環境報告書のデータベース化及び考察 酒井 伸一
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー尾坂 高明 ある都市における接触曝露可能な重金属の分布とそのリスク評価 森澤 眞輔
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー小原 慎也 臭素酸生成抑制条件下での臭気物質除去のためのオゾン/過酸化水素処理の操作条件 津野 洋
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー梶井 洋志 全世界における鉄のマテリアルフローに関する研究 松岡 譲
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー北神 理紗子 環境中鉛による幼児・小児の健康リスク評価 森澤 眞輔
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー木村 功二 有機フッ素化合物ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの活性炭における吸着特性の検討 藤井 滋穂
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー合田 意 家計調査を用いた世帯属性と環境負荷発生量の係わりに関する研究 松岡 譲
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー佐々木 克典 ヒト正常骨髄細胞を用いたベンゼン誘発白血病リスク評価指標に関する研究 森澤 眞輔
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー佐々田 圭晃 不飽和アルデヒドが形成するdG付加体のLC/MS/MSによる同時定量法の確立 松井 三郎
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー佐藤 俊一 臭素系難燃剤含有廃プラスチックに着目したテレビバックカバーの各処理方法に対するLCA評価 酒井 伸一
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー佐藤 直己 家庭製品に焦点を当てた鉛の物質フロー解析及びその制御策の検討 酒井 伸一
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー篠田 祐介 淡水中における有害物質生成藻類の増殖特性に関する基礎的研究 津野 洋
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー杉下 寛 樹医薬品の淀川水系における存在実態と水生生物への影響に関する研究 田中 宏明
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー鈴木 陽子 シロイヌナズナにおける重金属吸収特性と生体影響に関する検討 森澤 眞輔
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー宅和 雄也 埋立地ガス中の微量成分に関する調査研究 武田 信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー谷野 佑太 模擬飛灰でのダイオキシン類生成における重金属塩化物間の相互作用 武田 信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー千阪 尚史 蛍光X線分析法による嗅覚系ニューロンを介したディーゼル排出ナノ粒子の曝露経路の検索 内山 巌雄
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー中島 祐輔 液化ジメチルエーテルを用いた下水汚泥脱水方法の基礎検討 武田 信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー長山 友祐 アジア地域における農業・畜産業からの環境負荷物質の排出量推計に関する研究 松岡 譲
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー西村 勇亮 焼却灰焼成時のクロムの挙動に関する基礎的検討 武田 信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー西 　隆平 石油化学産業複合廃水処理水中に存在する多環芳香族受容体（ＡｈＲ）リガンドの探索 松井 三郎
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー畑田 宏 都市ごみ焼却灰のセメントリサイクル事業におけるエージェントベースモデルの統計的分析 松井 三郎
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー福島 智之 主観情報を考慮した最適モニタリング地点決定法の開発 森澤 眞輔
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー古澤 彰太 臭化物イオン除去を目的としたハイドロタルサイト様化合物の固液分離特性向上に関する研究 伊藤 禎彦
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー古川 哲己 音環境評価における音源種別を考慮した物理計測の試み 内山 巌雄
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京都大学 工学部地球工学科環境工学コー政井 謙介 技術進歩を考慮した世界のＣＯ２排出削減量に関する研究 松岡 譲
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー明神 大也 日本のアスベスト対策と中皮腫死亡の将来予測に関する検討 内山 巌雄
京都大学 工学部地球工学科環境工学コー村上 佳菜 京都市における観光客の輸送に伴う環境負荷量の推計 東野 達

京都大学 工学部地球工学科環境工学コー森安　洋平
ごみ有料化施策がごみ減量化と住民意識・行動に与える影響に関する考察-京都市での導入前後比
較と自治体間の比較から-

酒井　伸一

京都大学 工学部地球工学科環境工学コー矢野 順也 廃食用油をはじめとする京都バイオマス有効利用シナリオのLCA評価 酒井 伸一
京都大学 工学部地球工学科土木工学コー宮崎 匠 焼却灰を埋め立てた 海面処分場の重金属の安定性 嘉門 雅史

大阪大学 部谷 桂太朗 淀川流域圏における生物多様性評価指標の検討 町村 尚
大阪大学 有城 丈博 豊中市における地球温暖化対策シナリオに関する研究 水野 稔
大阪大学 梅田 絵里子 楽輪‐Ｒａｋｕ Ｌｏｏｐ‐ 澤木 昌典
大阪大学 江頭 孝 森林管理シナリオによる淀川流域圏の生物多様性の将来予測 町村 尚
大阪大学 大橋 弘樹 マンション住民と地域住民の付き合いに関する研究 澤木 昌典
大阪大学 廉林 篤 大阪府域を対象としたヒートアイランド現象の健康影響に関する研究 水野 稔
大阪大学 金子 勝 ミリ波制御用フォトニック結晶の作製と電磁波特性 宮本 欽生
大阪大学 金田 匡彦 ミスト散布による都市熱環境緩和効果の実証に関する研究 水野 稔
大阪大学 久保 洋昭 淀川流域圏WEB-GISを活用した環境教育 加賀 研
大阪大学 黒崎 知子 古写真に基づく日本の街路景観の評価 澤木 昌典
大阪大学 斉藤 真哉 ＣＦＤを用いた熱源機器の局所環境影響評価 加賀 研
大阪大学 山王 大介 銅粉末分散マイクロフォトニックフラクタルの創製と電磁波特性 宮本 欽生
大阪大学 嶋寺 光 淀川流域圏における酸性物質沈着量の評価 加賀 研
大阪大学 瀬戸 文久 MM5-CMAQを用いた平日/休日間のオゾン濃度の違いの検討 加賀 研
大阪大学 照井 奈都 3次元都市熱環境評価モデルを用いた過去の都市熱環境に関する再現と各種検討 水野 稔
大阪大学 栂野 良枝 BEMSにおけるデータクレンジングに関する研究 ～ある空気冷却器における考察～ 水野 稔
大阪大学 中久保 豊彦 中国農村部の経済発展に応じたバイオマス利用の高度化による農村発展モデルの構築 盛岡 通
大阪大学 中間 公規 水環境中における環境レチノイド汚染の実態解明に関する基礎的検討 池 　道彦
大阪大学 永野 公太 Bacillus selenatarsenatis SF-1の亜セレン酸還元に関与する遺伝子の解析 池 　道彦
大阪大学 西村 善博 木屋町トライアングル（卒業設計） 福田 知弘

大阪大学 西本　絵梨子 大気中石綿濃度測定のための自動計数システムの構築 加賀　昭和

大阪大学 野田口 恵美 新規好気性セレン酸塩還元菌の分離と特徴づけ 池 　道彦
大阪大学 平井 陽 反転現像 澤木 昌典
大阪大学 前田 直人 来訪者の増加が小集落の持続性に及ぼす影響 澤木 昌典
大阪大学 松浦 洋平 大学生に対する体験型環境教育の効果把握～万博記念公園での資源循環型の公園づくりを事例と 盛岡 通
大阪大学 松原 礼子 持続可能な都市論に関する概念整理―コンセプトマップ手法の適用と活用へ向けての基礎的考察 盛岡 通
大阪大学 三木 康功 鉛フリーはんだバンプ衝撃試験方法の検討 竹本 正
大阪大学 宮本 浩明 交錯する水と緑 ～茨木市中心部の快適な歩行空間を目指して～（卒業設計） 福田 知弘
大阪大学 桃谷 尚憲 ウキクサ根圏から分離した新規ノニルフェノール分解菌の特徴づけ 池 　道彦
大阪大学 山岸 明日香 キョウカイ 澤木 昌典
大阪大学 山口 幸男 エネルギー最終需要モデルを用いた全国20都市の家庭用エネルギー増加要因の解析 水野 稔
大阪大学 山田 洋平 東シベリアのカラマツ林における生態系炭素収支の気候応答特性 町村 尚

大阪大学 山本　尚生
中山間地域の若い農業者を支える人のつながりに関する研究　～鳥取県旧八頭郡におけるヒアリ
ング調査を通して～

澤木　昌典

大阪大学 山本 勇太 3DMWによるニッケル基超合金の自由造形に関する研究 宮本 欽生
大阪大学 藤田 剛士 棄てられた島の遺言 -長崎県端島を対象として-（卒業設計） 福田 知弘

大阪大学 横井　隆志
廃棄物処理施設を拠点とした地域エネルギー供給の発達によるＣＯ２排出量削減効果分析モデル
の構築～横浜市金沢区を事例として～

盛岡　通

大阪大学 横田 真樹 地域に対する意識向上支援システムの構築（卒業論文） 福田 知弘
大阪大学 脇光 博紀 みち×図書館 ～旧草津川廃川跡地利用計画～ 澤木 昌典
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大阪大学
WONGPIROMSAR
N KRIT

Pd基金属ガラスのはんだ付性と反応界面微細組織観察 竹本　正

大阪大学 張　　煜
上海民生部門におけるエネルギー需要の将来予測及び温暖化対策によるＣＯ２排出量削減効果の
マクロ分析

盛岡　通

大阪大学 WEI XIAO YE anammox反応を組み込んだ廃水処理プロセスのモデル化 池 　道彦

山口大学 小川 淳史 椹野川流域における微細土粒子の流出に関する研究 浮田 正夫
山口大学 村上 隆英 ミネラルリサイクルに関する基礎的研究 浮田 正夫
山口大学 西 健介 環境中の鉄・フミン物質の存在実態とその役割に関する研究 浮田 正夫
山口大学 浜口 真弥 セメント製造工程での臭気発生に関する研究 樋口 隆哉
山口大学 望月 未来 臨海工場群から発生する悪臭の動向及び嗅覚測定法の精度に関する研究 樋口 隆哉
山口大学 井ノ上 慶祐 椹野川堤外地ホタル水路の改良に関する研究 関根 雅彦
山口大学 今中 大康 水中音に対するアユの選好性の実験的解析 関根 雅彦
山口大学 中村 健志 環境選好性に基づく河川の魚ののぼりやすさ評価のための実験的研究 関根 雅彦
山口大学 中村 良一 室内実験による環境保全型ブロックの魚類保全効果の検討 関根 雅彦
山口大学 萩原 淳子 アサリ保護放流実験に基づく干潟再生事業の効果の検討 関根 雅彦
山口大学 吉田 明 環境保全型ブロックとその他の河岸形態の魚類保全効果の比較 関根 雅彦
山口大学 佐藤 知里 人工染料由来の着色廃水の生物学的脱色に関する研究 今井 剛
山口大学 白石 和也 ダム湖における高濃度酸素水の導入・拡散にともなう水質改善に関する研究 今井 剛
山口大学 長尾 航 酵母発酵廃液の液肥としての肥料効果と施肥方法に関する研究 今井 剛
山口大学 福永 尚昊 高濃度空気溶解水の微生物に及ぼす殺菌効果の検討 今井 剛
山口大学 古里 研吾 余剰汚泥減量化プロセスにおける溶解性有機炭素の蓄積に関する研究 今井 剛
山口大学 森田 起生 硫酸塩還元菌によるメタン生成菌への阻害に対する適正酸素導入量の検討 今井 剛

九州大学 小林 直広 球状ベントナイトの埋立地底面遮水工適用に向けた環境地盤性能評価に関する研究 島岡 隆行
九州大学 武田 宜紘 ＢａＮＫシステムによる残差流生成特性の実験的検討 小松 利光
九州大学 寺尾 直樹 流木による河道閉塞に対する防止技術の基礎実験 小松 利光
九州大学 黨 　秀治郎 大山川における維持流量増加が付着藻類に与える影響 小松 利光
九州大学 房﨑 真人 納豆菌群を封入したコンクリートブロックの循環水路内における水質浄化能力の検討 小松 利光
九州大学 宮原 明子 筑後川から有明海に流入した淡水の挙動に関する現地観測 小松 利光

九州大学 井料　隆太 大気の成層状態と降雨特性との関連性について
神野　健二
広城 吉成

九州大学 王 　媚 都市ごみ焼却灰の水冷に伴う物性及び重金属溶出特性の変化に関する研究 島岡 隆行

九州大学 大部　浩貴 九州大学新キャンパスにおける空隙貯留浸透施設の効果的な配置について
神野　健二
広城 吉成

九州大学 小田　圭太 酸化還元状況下における鉄－ヒ素の吸脱着について
神野　健二
広城 吉成

九州大学 甲木　守 分布型地下水涵養モデルを用いた地下水流出量の推定
神野　健二
広城 吉成

九州大学 坂田 峻祐 有明海におけるカキの成分特性 久場 隆広
九州大学 鳥屋尾 啓太 シクロデキストリンによる１７β－エストラジオールの包接とエストロゲン活性の抑制 久場 隆広
九州大学 長野 貴之 都市ごみ焼却灰セメント原料化のためのコンポストを利用した脱塩素に関する研究 島岡 隆行
九州大学 永渕 慶彦 高度下水処理における窒素・リン同時除去細菌の高濃度集積および単離の試み 久場 隆広
九州大学 中村 圭一 嫌気-無酸素回分式活性汚泥の代謝活性及び微生物群集構造の変化 久場 隆広
九州大学 原 　英孝 北川感潮域におけるカワスナガニの生息分布と生息環境およびその保全に関する研究 久場 隆広
九州大学 伴野 雅之 都市化が進む中小河川水質に対する面源負荷の影響 久場 隆広

九州大学 福元　裕美 自己組織化マップによる梅雨期の成層状態の解析
神野　健二
広城 吉成
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佐賀大学 理工学部都市工学科 大田　孝 有明海湾奥西部水域における水質の長期観測と酸素消費に関する研究
山西 博幸

熊本大学 工学部環境システム工学科 高崎 暢哉 揺動床を用いた高濃度有機排水の処理

公立

学
学
学
学
学

佐賀大学 理工学部都市工学科 石井 孝憲 ３次元有限容積モデルによる有明海の塩分濃度計算 古賀 憲一
荒木　宏之

佐賀大学 理工学部都市工学科 魚返 由香梨 ２次元ダム水質モデルの開発に関する研究 古賀 憲一

佐賀大学 理工学部都市工学科 黒木　圭介 有明海における粗朶搦工の細粒分捕捉効果に関する現地調査
荒木　宏之
山西 博幸

佐賀大学 理工学部都市工学科 古賀　沙織 硝化菌共存下におけるゼオライト化発泡廃ガラスのアンモニア除去特性に関する基礎的研究
荒木　宏之
山西 博幸

佐賀大学 理工学部都市工学科 小林　和也 有明海湾奥部干潟域におけるアゲマキガイの生息選好性に関する研究
荒木　宏之
山西 博幸

佐賀大学
佐賀大学

理工学部都市工学科
理工学部都市工学科

西村 陽介
野口 潤二

筑後川下流域の塩分濃度に関する研究
干拓調整池の懸濁性物質の挙動に関する基礎的研究

古賀 憲一
古賀 憲一
荒木　宏之

佐賀大学 理工学部都市工学科 渡邊　千秋 発泡廃ガラスの底質改善効果に関する基礎的研究
山西 博幸

熊本大学 工学部環境システム工学科 古賀 絢三 Anammoxリアクタのバイオガスプラント脱離液処理への適用に関する研究

前橋工科大学 工学部・建設工学科 大槻 信貴 「生物学的脱窒における森林廃棄物等抽出リグニンの電子供与体としての有効性」 田中 恒夫
土屋　十圀

前橋工科大学 工学部・建設工学科 竹田　健司

吉田　享史，

「扇状地河川・石田川流域の水質・水文流出解析」
田中 恒夫

前橋工科大学 工学部・建設工学科
杉戸 千裕

「多孔質電極を用いる電気化学的消イオン・濃縮プロセスの研究開発」 田中　恒夫

北九州市立大 国際環境工学部 勝原 英治 北九州エコタウン事業の総合的評価フレームの検討及び環境負荷削減効果の推計 松本 亨
北九州市立大 国際環境工学部 松葉 仁志 北九州市マテリアルバランス表の作成とそれを用いた資源循環構造分析 松本 亨
北九州市立大 国際環境工学部 谷村 勝弘 ライフサイクルシミュレーションを用いた自動車利用形態のシナリオ分析 松本 亨
北九州市立大 国際環境工学部 藤岡 健介 自治体を対象とした廃棄物環境会計の検討と適用：福岡市を事例として 松本 亨
北九州市立大 国際環境工学部 飯盛 章太郎 ストック再生・活用を想定した分散型エネルギーシステム導入効果の試算 松本 亨
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