
博 士 学 位 論 文

論文内容の要旨

及 び

論文審査結果の要旨

平 成 2 6 年 3 月 授 与

宮 崎 大 学 大 学 院

農 学 工 学 総 合 研 究 科



学位規則（昭和28年4月1日文部省令第9号）第8条の

規定に基づき、平成26年3月に博士の学位を授与した

論文内容の要旨及び論文審査結果の要旨を公表する。



（ﾌﾘｶﾞﾅ） 授与
 氏  名 　年月日

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(資源環境科学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(物質・報工学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(資源環境科学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(資源環境科学専攻)

専攻・教育ｺｰｽ

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(資源環境科学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(資源環境科学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(資源環境科学専攻)

H26.3.24

H26.3.24

H26.3.24

H26.3.24

H26.3.24

H26.3.24

H26.3.24

屠畜副産物の持続的利用に資するヘパリン原薬製造における精製工
程および分析方法の至適化に関する研究

城
シロ

　惣吉
ソウキチ

津田
ツダ

 浩
ヒロ

利
トシ

本籍

宮崎県

福岡県

宮崎県

宮崎県

鹿児島県

宮崎県

学位記番号
学位の
種類

博士論文名 主指導教員

山口県

佐伯雄一

國武久登

農工総博甲第70号

農工総博甲第71号
博士
（農学）

ダイズ根粒菌の環境適応機構と群集構造に関する研究

日本産スノキ属植物を利用したブルーベリーの育種に関する研究

農工総博甲第66号
博士
（農学） 村田

ムラタ

　浩志
ヒロシ

マグネタイトを基体とした砒素吸着材の開発に関する基礎的研究

農工総博甲第68号

馬場由成農工総博甲第65号
博士
（工学） 大

オオ

榮
エ

　薫
カオル

冨田重幸

河原　聡

離散事象システムの形式的動作表現モデルとモデルに基づく
離散型並列生産システムの系統的運用制御方式

土地区画整理事業におけるリスクマネジメントおよび危機管理手法
に関する基礎的研究

農工総博甲第67号
博士
（工学） 高塚

タカツカ

佳代子
    カヨコ

農工総博甲第69号

震源断層近傍における道路橋の応答特性と耐震性向上に関する研究 原田隆典
博士
（工学） 児玉

コダマ

 善秀
ヨシヒデ

博士
（工学） 佐多 孝徳

サタ        　タカノリ

出口近士

博士
（農学）



（ﾌﾘｶﾞﾅ） 授与
 氏  名 　年月日

専攻・教育ｺｰｽ本籍学位記番号
学位の
種類

博士論文名 主指導教員

超高齢社会に対応した園芸活動ならびにその色彩評価法の開発 位田晴久農工総博甲第78号
博士
（農学） 神山　智也

カミヤマ　　　　トモヤ
埼玉県

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(資源環境科学専攻)

H26.3.24

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(物質・報工学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(物質・報工学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科

(生物機能応用科学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科

(生物機能応用科学専攻)

H26.3.24

H26.3.24

H26.3.24

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科

(生物機能応用科学専攻)

宮崎大学大学院
農学工学総合研究科
(物質・報工学専攻)

集光型太陽光発電システムの実環境下における高出力化

H26.3.24

H26.3.24

李　涛
リ　　　　トウ

サイトカインによる魚類免疫細胞の制御機構に関する研究 酒井正博

吉田照豊

西岡賢祐

Growth and electrical properties of quaternary compound
Cu2ZnSnS4 single crystal（四元系化合物Cu2ZnSnS4単結晶成長と
電気的特性評価）

吉野賢二

川末紀功仁

宮崎県

中 国

農工総博甲第76号
博士
（工学）

農工総博甲第77号
博士
（工学）

是永
コレナガ

 大樹
ダイキ

西木
ニシキ

 一生
イッセイ

末藤
スエトウ

　豪
ツヨシ

永岡　章
ナガオカ　　アキラ

農工総博甲第72号

農工総博甲第73号
博士
（農学）

農工総博甲第75号
博士
（工学）

大分県

熊本県

福岡県

佐賀県

Study on　the three-dimensional thermo-sensing system using
a computer vision
（コンピュータビジョンを用いた三次元サーモセンシングシステム
に関する研究）

Taxonomic study on fish pathogenic Streptococcus
dysgalactiae  and its putative virulence factors
(魚類病原性Streptococcus dysgalactiaeの分類および病原因子探
索に関する研究)

橋口 拓
ハシグチ　タクユウ　

勇

農工総博甲第74号

博士
（農学）

博士
（農学）

Elucidation of physiological funcions of sulfotransferases
in Arabidopsis thaliana　　(シロイヌナズナ硫酸転移酵素の生理
機能解明)

水光正仁

H26.3.24



氏　名　　　　　　　大榮　薫　

本　籍　　　　　　 宮崎県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　 博士（工学）

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　 農学工学総合研究科

専　攻            資源環境科学専攻

教育コース        環境共生科学教育コース

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授　　馬場　由成  

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授    　酒井　 剛

副査 教　授    　田畑　研二

副査 准教授    　大島　達也

副査 准教授    　塩盛　弘一郎 

副査 教　授    　佐伯　雄一

                                                           

主指導教官        　　教　授　馬場　由成

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

マグネタイトを基体とした砒素吸着材の開発に関する基礎的研究

農工総博甲第６５号







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 福岡県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 准教授 河原　聡

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 入江　正和

副査 教　授 森田　哲夫

副査 教　授 芦澤　幸二

副査 教　授 鈴木　祥広

副査 宮崎大学
名誉教授 六車　三治男

                                                           

主指導教官        　　准教授 河原　聡

村田　浩志

資源環境科学専攻

持続生産科学教育コース

屠畜副産物の持続的利用に資するヘパリン原薬製造における精製工程
および分析方法の至適化に関する研究

農工総博甲第６６号

博士（農学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 宮崎県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 冨田　重幸

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 古谷　博史

副査 教　授 岡崎　直宣

副査 教　授 佐藤　治

副査 教　授 廿日出　勇

副査 教　授 窄野　昌信

主指導教官        　　教　授 冨田　重幸

物質・情報工学専攻

生産工学教育コース

離散事象システムの形式的動作表現モデルとモデルに基づく
離散型並列生産システムの系統的運用制御方式

高塚　佳代子

農工総博甲第６７号

博士（工学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 宮崎県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 原田　隆典

                    　　　　　　　　　                    副査副査 准教授 村上　啓介

副査 教　授 亀井　健史

副査 教　授 稲垣　仁根

副査 教　授 鈴木　祥広

                                                           

主指導教官        　　教　授 原田　隆典

資源環境科学専攻

環境共生科学教育コース

震源断層近傍における道路橋の応答特性と耐震性向上に関する研究

児玉　喜秀

農工総博甲第６８号

博士（工学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 鹿児島県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 出口　近士

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 山本　直之

副査 教　授 西脇　亜也

副査 教　授 今井　富士夫

副査 准教授 狩野　秀之

副査 九州工業大学
教授 吉武　哲信

                                                           

主指導教官        　　教　授 出口　近士

資源環境科学専攻

環境共生科学教育コース

土地区画整理事業におけるリスクマネジメントおよび危機管理手法に関
する基礎的研究

佐多　孝徳

農工総博甲第６９号

博士（工学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 宮崎県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 佐伯　雄一

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 西脇　亜也

副査 教　授 吉田　ナオト

副査 教　授 鈴木　祥広

副査 准教授 河原　聡

                                                           

主指導教官        　　教　授 佐伯　雄一

資源環境科学専攻

持続生産科学教育コース

ダイズ根粒菌の環境適応機構と群集構造に関する研究

城　惣吉

農工総博甲第７０号

博士（農学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 山口県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 國武　久登

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 藪谷　勤

副査 教　授 西脇　亜也

副査 教　授 鉄村　琢哉

副査 准教授 塩盛　弘一郎

                                                           

主指導教官        　　教　授 國武　久登

資源環境科学専攻

持続生産科学教育コース

日本産スノキ属植物を利用したブルーベリーの育種に関する研究

津田　浩利

農工総博甲第７１号

博士（農学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 大分県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 酒井　正博

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 吉田　照豊

副査 教　授 伊丹　利明

副査 准教授 湯井　敏文

副査 教　授 鈴木　祥広

                                                           

主指導教官        　　教　授 酒井　正博

生物機能応用科学専攻

水域生物科学教育コース

サイトカインによる魚類免疫細胞の制御機構に関する研究

是永　大樹

農工総博甲第７２号

博士（農学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 宮崎県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 水光　正仁

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 榊原　陽一

副査 教　授 明石　良

副査 教　授 林　幸男

副査 准教授 山﨑　正夫

                                                           

主指導教官        　　教　授 水光　正仁

生物機能応用科学専攻

生命機能科学教育コース

Elucidation of physiological functions of sulfotransferases in
Arabidopsis thaliana
(シロイヌナズナ硫酸転移酵素の生理機能解明)

橋口　拓勇

農工総博甲第７３号

博士（農学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 福岡県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 吉田　照豊

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 伊丹　利明

副査 教　授 香川　浩彦

副査 教　授 酒井　正博

副査 教　授 鈴木　祥広

副査 准教授 内田　勝久

                                                           

主指導教官        　　教　授 吉田　照豊

生物機能応用科学専攻

水域生物科学教育コース

Taxonomic study on fish pathogenic Streptococcus
dysgalactiae and its putative virulence factors
(魚類病原性Streptococcus dysgalactiaeの分類および病原因子探
索に関する研究)

西木　一生

農工総博甲第７４号

博士（農学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科













氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 宮崎県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 准教授 吉野　賢二

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 碇　哲雄

副査 教　授 前田　幸治

副査 教　授 水光　正仁

副査 准教授 福山　敦彦

副査 准教授 西岡　賢祐

                                                           

主指導教官        　　准教授 吉野　賢二

物質・情報工学専攻

Growth and electrical properties of quaternary compound
Cu2ZnSnS4 single crystal
（四元系化合物Cu2ZnSnS4単結晶成長と電気的特性評価）

永岡　章

農工総博甲第７６号

博士（工学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科

新材料エネルギー工学教育コース







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 中　国

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 川末　紀功仁

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 淡野　公一

副査 教　授 佐藤　治

副査 教　授 森田　哲夫

副査 准教授 田村　宏樹

                                                           

主指導教官        　　教　授 川末　紀功仁

物質・情報工学専攻

生産工学教育コース

Study on the three-dimensional thermo-sensing system using
a computer vision
（コンピュータビジョンを用いた三次元サーモセンシングシステムに関する
研究）

李　涛

農工総博甲第７７号

博士（工学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 埼玉県

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　

学位授与年月日　　

学位授与の要件　

研究科      　　　

専　攻            

教育コース        

学位論文題目      

学位論文審査委員        　  主査 教　授 位田　晴久

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教　授 森田　哲夫

副査 教　授 鉄村　琢哉

副査 准教授 大野　和朗

副査 教　授 出口　近士

                                                           

主指導教官        　　教　授 位田　晴久

資源環境科学専攻

持続生産科学教育コース

超高齢社会に対応した園芸活動ならびにその色彩評価法の開発

神山　智也

農工総博甲第７８号

博士（農学）

平成26年3月24日

学位規則第４条第１項該当　　

農学工学総合研究科
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