
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 9 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9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。



（ふりがな）

氏　　名

授与

氏　　名 　年月日

博士

（工学） Hartana

ハルタナ

村上啓介

西脇亜也

Study on DNA content variation in Miscanthus  species in

Japan

(日本産ススキ属植物のDNA量変異に関する研究)

Three-dimensional two-phase flow analysis for predicting

tsunami  hydrodynamic loads on structures

（三次元二相流モデルを用いた構造物に作用する津波波力の解析）

チベット高原三江源高山放牧地におけるクチグロナキウサギ

（Ochotona curzoniae）の生息密度と植生および土壌理化学性

との関係に関する研究

農工総博甲第81号

博士

（農学） Marhamah Nadir

マルハル　　ナディル

農工総博甲第83号

Fundamental studies of molecular breeding on improvement

of forage quality by modification of soluble sugar

content and cell wall components

(糖・細胞壁構成成分の改変による牧草の品質向上に関する分

子育種学的基礎研究)

明石　良

博士

（学術）

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

Melody Muguerza

メロディ  　ムグエルザ

農工総博甲第80号

博士

（農学） 楊　家華

ヨウ　カカ

Evaluation of Effect of Cover Soil Application on

Leachate Quantity and Quality under the Tropical Climate

Condition

(熱帯気候条件での覆土の浸出水量・水質への影響の評価)

農工総博甲第82号

土手　裕農工総博甲第79号

 博士

（工学） Tri Budi Prayogo

トリ　プディ　プラヨゴ

西脇亜也

博士

（工学）

農工総博甲第84号

農工総博甲第85号

博士

（工学）

Study on communication system using electrooculogram

signals

(眼電位を用いたコミュニケーションシステムに関する研究)

分子鎖シート立体構造の安定性評価に基づいたセルロース結晶

多形の構造特性解析

中国

宮崎大学大学院

農学工学総合研究科

(物質・情報工学専攻)

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)

学位記番号

学位の

種類

博士論文名 主指導教員

宮崎県

田村宏樹

湯井敏文

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

中国

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

本籍

顔　明敏

ガン　ミンビン

宇都　卓也

ウト　   タクヤ

H26.9.24

H26.9.24

H26.9.24

H26.9.24

H26.9.24

H26.9.24

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)

H26.9.24

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)



氏　名　　　　　　　Tri Budi Prayogo

本　籍　　　　　　 インドネシア

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 土手　裕

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教授 稲垣仁根

副査 教授 出口近士

副査 教授 横井春比古

副査 教授 鈴木祥広

                                                           

主指導教官        　　教授 土手　裕

農工総博甲第７9号

平成２６年９月２４日

学位規則第４条第１項該当　　

Evaluation of Effect of Cover Soil Application on Leachate
Quantity and Quality under the Tropical Climate Condition
(熱帯気候条件での覆土の浸出水量・水質への影響の評価)









氏　名　　　　　　　楊　家華

本　籍　　　　　　 中国

学位記番号  　　　

学位の種類  　　　 博士（農学）

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 西脇亜也

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教授 森田哲夫

副査 教授 石井康之

副査 教授 多炭雅博

副査 教授 鈴木祥広

副査 教授 長谷川信美

                                                           

主指導教官        　　教授 西脇亜也

平成２６年９月２４日

学位規則第４条第１項該当　　

チベット高原三江源高山放牧地におけるクチグロナキウサギ（Ochotona
curzoniae ）の生息密度と植生および土壌理化学性との関係に関する
研究

農工総博甲第８０号







氏　名　　　　　　　

本　籍　　　　　　 インドネシア

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 西脇亜也

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教授 明石　良

副査 教授 石井康之

副査 教授 國武久登

副査 教授 出口近士

                                                           

主指導教官        　　教授 西脇亜也

資源環境科学専攻

環境共生科学教育コース

Study on DNA content variation in Miscanthus  species in
Japan (日本産ススキ属植物のDNA量変異に関する研究)

Marhamah Nadir

農工総博甲第８１号

博士（農学）

平成２６年９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　　　　　　 フィリピン

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 明石　良

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教授 西脇亜也

副査 教授 石井康之

副査 教授 太田一良

副査 准教授 廣瀬　遵

                                                           

主指導教官        　　教授 明石　良

資源環境科学専攻

環境共生科学教育コース

Fundamental studies of molecular breeding on improvement of
forage quality by modification of soluble sugar content and
cell wall components
(糖・細胞壁構成成分の改変による牧草の品質向上に関する分子育種
学的基礎研究)

Melody Muguerza

農工総博甲第８２号

博士（学術）

平成２６年９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　　　　　　 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

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 村上啓介

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教授 原田隆典

副査 教授 稲垣仁根

副査 教授 出口近士

副査 准教授 瀬﨑満弘

                                                           

主指導教官        　　准教授 村上啓介

資源環境科学専攻

環境共生科学教育コース

Three-dimensional two-phase flow analysis for predicting
tsunami  hydrodynamic loads on structures
（三次元二相流モデルを用いた構造物に作用する津波波力の解析）

Hartana

農工総博甲第８３号

博士（工学）

平成２６年９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　　　　　　 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 准教授 田村宏樹

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教授 淡野公一

副査 教授 川末紀功仁

副査 教授 佐藤　治

副査 准教授 井上謙吾

                                                           

主指導教官        　　准教授 田村宏樹

物質・情報工学専攻

数理情報工学教育コース

Study on communication system using electrooculogram signals
(眼電位を用いたコミュニケーションシステムに関する研究)

顔　明敏

農工総博甲第８４号

博士（工学）

平成２６年９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 湯井敏文

                    　　　　　　　　　                    副査副査 教授 林　幸男

副査 教授 保田昌秀

副査 教授 太田一良

副査 准教授 白上　努

                                                           副査 准教授 松本　仁

主指導教官        　　准教授 湯井敏文

生物機能応用科学専攻

生命機能科学教育コース

分子鎖シート立体構造の安定性評価に基づいたセルロース結晶多形の
構造特性解析

宇都卓也

農工総博甲第８５号

博士（工学）

平成２６年９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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