
情報通信工学科　Ｈ２１年度　ポスター発表会　　午前の部（10:30～12:00）

大寺 勲　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者

１ 分布誘電定数誘電体装荷ｽﾛｯﾄ導波管『漏れ波ﾚﾝｽﾞ』 渡辺 悠葵/沼崎 弘基/中川 拓也
２ ﾃｰﾊﾟ誘電体ﾛｯﾄﾞ装荷ｽﾛｯﾄ導波管『漏れ波ﾚﾝｽﾞ』 安部 祐希/大瀧 雄司/長瀬 哲也
３ 誘電体装荷湾曲ｽﾛｯﾄ導波管『漏れ波ﾚﾝｽﾞ』 黒澤 英樹/熊谷 真哉/高橋 勇人
４ 誘電体装荷湾曲ｽﾛｯﾄ導波管『対称型漏れ波ﾚﾝｽﾞ』 赤井 博紀/千葉 崇博/伊藤 雄太

野口 一博　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者

５ 熱光学効果光ｽｲｯﾁを用いた光信号ﾚﾍﾞﾙの安定化 近田 和俊/戸井 博紀/沼邊 幸太
６ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ制御による熱光学効果型光ｽｲｯﾁの出力光ﾚﾍﾞﾙ安定化 菊池 航/阿部 俊一/石森 亮喜
７ 光ﾌｨﾙﾀを用いた多重反射型波長多重光ｱﾄﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟ回路 小賀坂 卓/寺井 潤平
８ OTDR を用いた分散ｼﾌﾄ光ﾌｧｲﾊﾞ中での誘導ﾗﾏﾝ散乱光の観測 内海 貴大/松岡 直
９ 分散ｼﾌﾄ光ﾌｧｲﾊﾞの零分散波長近傍での誘導ﾗﾏﾝ散乱光の観測 佐々木 基/北村 卓矢

河野 公一　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
１０ ﾉｱ衛星画像を用いた焼け跡の検出に関する研究 小松 直之
１１ ﾉｱ衛星画像を用いた黄砂の検出に関する研究 桑原 裕貴
１２ ﾉｱ衛星画像を用いた台風の雨雲検出に関する研究 山口 歩夢
１３ ﾉｱ衛星画像を用いた位置合わせに関する研究 遠藤 恭平
１４ 土･植生･水指数を用いたﾉｱﾃﾞｰﾀの可視化法の研究 諏訪内 智美
１５ ﾉｱ衛星画像を用いた3次元ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑの拡張に関する研究 高橋 真生人
１６ OpenMP を用いた地図ﾃﾞｰﾀからのﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ作成に関する研究 鈴木 恵太
１７ 入力ﾁｬﾈﾙのﾋﾞｯﾄ数とNDVI 値の組み合わせに関する研究 佐藤 昌平
１８ ﾉｱ衛星画像を用いた森林火災のﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ検出に関する研究 佐藤 慧斗

水野 尚　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
１９ 3層ﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸと4層ﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸの機能の比較 末永 宗平/加藤 哲也
２０ ﾌｧｼﾞｰﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 永山 大樹/佐藤 哲男
２１ 2進演算を実現するﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸの構築と可視化 我妻 将広/大柳 直樹
２２ ﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸによる人工蟻の行動制御 渡辺 達哉/栗本 和朋
２３ 立体四目並べとﾓﾝﾃｶﾙﾛ木探索 高橋 龍正/佐藤 亮
２４ ｻﾎﾟｰﾄﾍﾞｸﾀｰﾏｼﾝとﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸの比較 佐藤 辰紀/黒田 亨

野本 俊裕　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
２５ ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ･ｾﾝｻを使用したｽﾋﾟｰﾄﾞ測定器の試作と特性 岡本 和也/酒井 洸平
２６ ﾏｲｸﾛ波帯導波管3段ﾌｨﾙﾀ回路の設計と製作 赤部 亮介/高橋 雄太
２７ ﾏｲｸﾛ波帯半同軸型ﾌｨﾙﾀの設計と製作 畠山 歩/遠藤 真也

上杉 直　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
２８ 光無線伝送路の伝搬特性の基礎検討 馬場 香織/管野 哲也
２９ 後方励起Er添加光ﾌｧｲﾊﾞ増幅器の検討 吉田 洋平/藤田 直樹
３０ 1.37μm零分散光ﾌｧｲﾊﾞからの広帯域連続ｽﾍﾟｸﾄﾙ光の長波長帯特性 青木 雄佑/渡邊 伸之介
３１ 光ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ発振器の共振器内損失の効果 下田 裕之/三塚 友
３２ 埋め込み型PPLN光導波路によるﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ発生の実験的検討 高橋 直也/菅原 和也
３３ 二光子吸収電流法による超短光ﾊﾟﾙｽの自己相関に関する考察 皆藤 雄一郎/鈴木 広生

村岡 一信　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
３４ ﾃｸｽﾁｬを用いた炎の揺らぎの表現法 猪股 諒
３５ ｶﾌﾞﾄﾑｼのCGﾓﾃﾞﾙ 菅原 剛
３６ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀのための歩行者の簡易表現 丹野 洋輔
３７ ｶﾏｷﾘのCGﾓﾃﾞﾙ 阿部 翔太
３８ 風による揺れを考慮した樹木のCGﾓﾃﾞﾙ 工藤 聖一
３９ Haptic Display を用いた雪面のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 齋 浩一郎
４０ 視覚的特徴を考慮したｵｰﾛﾗのCGﾓﾃﾞﾙ 伏見 侑恵
４１ 二輪車のﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀに関する検討 石川 淳
４２ 冬季景観表現のための雪えくぼのCGﾓﾃﾞﾙ 佐々木 雄太
４３ 景観ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝのための空と遠景の表現法 舘 伸明
４４ Boidに基づく鳥の群れの表現法 後藤 力哉
４５ 水幕を考慮した噴水のCGｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 村上 裕樹

佐藤 光男　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
４６ ﾌｧｼﾞｨ理論を用いた家電製品の制御に関する研究 金田 真彦/渡邉 祐一/佐藤 智幸
４７ ﾛﾎﾞｯﾄのﾌｧｼﾞｨ制御に関する研究 片倉 大介/佐藤 宏樹
４８ ﾌｧｼﾞｨ理論の電化製品への応用に関する研究 加藤 英治/冨田 雅樹/山木 拓也
４９ ﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸのﾊﾟﾀｰﾝ認識への応用に関する研究 平野 史浩/三浦 大輔/佐藤 拓朗
５０ ﾌｧｼﾞｨ理論を用いたｴﾚﾍﾞｰﾀ制御に関する研究 小池 宗一郎



情報通信工学科　Ｈ２１年度　ポスター発表会　　午後の部（13:30～15:00）

高野 剛浩　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者

１ 圧電振動子の過渡応答と入力波形のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ  ‐PSpiceを用いた回路解析‐ 庄子 裕樹/荒木 和宏
２ 振動ﾓｰﾄﾞの非対称性を利用した単相駆動超音波ﾘﾆｱﾓｰﾀ 堂本 知弘/髙橋 徳文
３ 縦1次―屈曲2次ﾓｰﾄﾞ振動子を用いた超音波ﾓｰﾀの特性 柿崎 宏樹/佐々木 義大
４ 斜対称振動子を用いた超音波ﾓｰﾀの特性 石澤 知之/大渕 裕紀
５ 超音波伝送路を用いた超音波ﾓｰﾀ  -回転特性- 桃井 瞬/遠藤 貴之
６ 特殊環境下で使用可能な超音波ﾓｰﾀの試作 庄子 なつみ/平野 達也

木戸 博　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者

７ ｺﾝｸﾘｰﾄの打音検査における周波数分析  -養生期間との関係- 小澤 大地/川村 知久/鈴木 悠太

８ ｺﾝｸﾘｰﾄの打音検査における周波数分析  -含水率との関係-
山崎 敬介/大場 正明/小林 慧子/
佐々木 雄人

９ 自己相関法による音符変換 川島 司/菅野 祐輔
１０ 周波数特性の安定した低歪みｽﾋﾟｰｶｰの設計 文谷 恭侑/千葉 任人
１１ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号処理によるｴﾌｪｸﾀｰのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ  -ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀの制作- 峰松 宏輔

角田 裕　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者

１２
syslog情報の高信頼な収集ｼｽﾃﾑに関する研究
                    -多様なﾛｷﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑの実装に対応した収集経路可視化ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ-

葛西 卓史

１３ syslog情報の高信頼な収集ｼｽﾃﾑに関する研究  -SNMPによるﾛｷﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑの監視- 小野 香奈実

１４
syslog情報の高信頼な収集ｼｽﾃﾑに関する研究
                   -ﾛｷﾞﾝｸﾞ通信の信頼性の向上と効率化に関する検討-

渡辺 優太

１５ TCPの輻輳制御ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの性能測定 春日 智
１６ TCPの内部状態のﾘｱﾙﾀｲﾑﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに関する研究 菅野 雅人
１７ 実験ﾈｯﾄﾜｰｸの構成制御用GUIｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの作成 土井 貴憲
１８ VPNを経由したTCP/IP通信の性能に関する検討 安住 信貴
１９ tcpdumpによるﾄﾗﾋｯｸ観測ｼｽﾃﾑに関する研究 細矢 弘幸
２０ ﾏﾙﾁﾎｯﾌﾟ無線ｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸによるﾃﾞｰﾀｾﾝｼﾝｸﾞに関する研究 服部 哲也
２１ 無線ｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸによるﾃﾞｰﾀｾﾝｼﾝｸﾞに関する研究 鈴木 智

鈴木 健一　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
２２ 分散ﾚｼﾞｽﾀを持つﾌﾟﾛｾｯｻの静的命令ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ 若松 広大
２３ Valgrind によるﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯｻ評価 平間 聖隆
２４ 仮想環境におけるﾒﾓﾘ容量と性能 堀米 卓郎
２５ 仮想環境における計算能力 大場 匠
２６ 仮想化ｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑの構築 亀谷 佳行
２７ 形状を考慮した道路標識の認識 高野 秀則
２８ IDﾀｸﾞを用いたｹﾞｰﾑの開発 佐藤 宏樹
２９ IDﾀｸﾞを用いた教育ｼｽﾃﾑ 柳川 純一
３０ IDﾀｸﾞを用いたﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ管理ｼｽﾃﾑ 佐藤 伸一

中川 朋子　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
３１ Pc1帯域における磁気変動の東西成分と南北成分の比較 泉谷 和人/佐瀬 周平/高橋 康太

３２ 地震による磁場変動は震央からの距離が近いと強いのか?
阿部 俊宏/大沼 竜也/地主 竜裕/
吉田 崇志

３３ 月面上の磁場による太陽風粒子の反射のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 鈴木 史人/菅生 正之/佐久間 優

工藤 栄亮　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
３４ H8ﾏｲｺﾝを用いた無線送受信機ｼﾐｭﾚｰﾀの製作(1)  ﾅｲｷｽﾄﾌｨﾙﾀ 太田 寿郎
３５ H8ﾏｲｺﾝを用いた無線送受信機ｼﾐｭﾚｰﾀの製作(2)  実装 齊木 泰
３６ H8ﾏｲｺﾝを用いた無線伝搬路ｼﾐｭﾚｰﾀの製作(1)  ﾌｪｰｼﾞﾝｸﾞの原理 笹原 麻衣
３７ H8ﾏｲｺﾝを用いた無線伝搬路ｼﾐｭﾚｰﾀの製作(2)  実装 佐藤 敬幸

３８
1次元配置ﾓﾃﾞﾙを用いたﾏﾙﾁﾎｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｬﾙｾﾙﾗﾈｯﾄﾜｰｸにおけるﾁｬﾈﾙ容量に関する
研究

千葉 裕希

松田 勝敬　研究室
番号 　論　文　タ　イ　ト　ル 　発　表　者
３９ 緊急地震速報における端末ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝに関する研究 菊地 翔吾
４０ 緊急地震速報におけるｻｰﾊﾞ･端末間の通信品質に関する研究 泉澤 香織
４１ 無線LAN台車におけるﾄﾗﾌｨｯｸ解析の研究 吉田 真樹
４２ 無線LAN台車の通信状況に関する研究 荒谷 誠
４３ 無線LANﾗｼﾞｺﾝにおけるIP通信による制御に関する研究 小野寺 優輔
４４ ｺﾝﾄﾛｰﾙPC間のRTTの測定 村上 岳
４５ 汎用ﾏｲｺﾝﾈｯﾄﾜｰｸ端末における通信処理能力の研究 阿部 元輝
４６ ｻｰﾊﾞによるWebｺﾝﾃﾝﾂ検閲機能に関する研究 大野 円之
４７ JavaによるWeb改竄検知ｼｽﾃﾑの開発 齋藤 宏樹
４８ XMLを用いた動的なWebｺﾝﾃﾝﾂに関する研究 後藤 建二
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