
号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

第1号 1990年度 平成3年3月19日 甲　第1号 学術博士 長沢　純一 身体運動後のｲﾝｽﾘﾝ感受性の変動

1991年度 平成4年3月19日 甲　第1号 博士（心理学） 松瀬　喜治 なぐり描き法（scribble technique）の臨床的適用に関する研究

1991年度 平成4年3月19日 甲　第2号 博士（文学）
Ahmed Mohamed 

Fatthy
日本・ｴｼﾞﾌﾟﾄの武勇伝研究－『義経記』と『ﾍﾞｰﾊﾞﾙｽ王伝説』における英雄像－

1992年度 平成5年3月19日 甲　第1号 博士（商学） 東　珠実 生活構造からみた家計消費行動の決定要因
1992年度 平成5年3月19日 乙　第1号 博士（体育学） 邱　金松 台湾における国民ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の発展に関する研究

第4号 1993年度 平成6年3月19日 甲　第2号 博士（体育学） 田原　淳子 第12回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会（東京大会）の中止に関する歴史的研究
第5号 1994年度 平成6年9月30日 乙　第2号 博士（体育学） 山田　理恵 第一次世界大戦時日本国内のﾄﾞｲﾂ兵俘虜収容所における体育・ｽﾎﾟｰﾂ活動に関する研究
第6号 1994年度 平成7年3月19日 甲　第3号 博士（体育学） 叶　平 競技動機に関する研究－異文化間心理学の視点から－

1995年度 平成7年9月30日 甲　第1号 博士（社会学） 韓　景旭 中国朝鮮族の研究－星火村の社会構造と変化－
1995年度 平成7年9月30日 甲　第4号 博士（体育学） 柳原　大 姿勢の平衡制御における視覚と前庭感覚との相互干渉に関する神経生理学的研究
1995年度 平成8年3月19日 甲　第2号 博士（社会学） 楊　兆清 小城鎮発展論－江蘇省呉江市の一考察－
1995年度 平成8年3月19日 甲　第5号 博士（体育学） 肖　国強 高温、常温条件と脱水、非脱水の状態が漸増負荷運動における乳酸に及ぼす影響について
1995年度 平成8年3月19日 甲　第6号 博士（体育学） 三浦　哉 ﾄﾗｲｱｽﾘｰﾄの呼吸循環系能力の特性および競技成績の規定因子に関する運動生理学的研究

第9号 1996年度 平成8年9月30日 乙　第3号 博士（体育学） 宮元　章次 二重ｴﾈﾙｷﾞｰ呼吸法からみた青年男女の身体組成の研究
第10 1995年度 平成8年3月31日 甲　第7号 博士（体育学） 菅嶋　康浩 水浸による微小重力環境暴露時のﾋﾄの筋-神経活動に関する電気生理学的研究

1996年度 平成9年3月19日 甲　第3号 博士（文学） 市瀬　雅之 大伴家持論－文学と氏族伝統－
1996年度 平成9年3月19日 甲　第4号 博士（文学） 鈴木　元 室町の歌学と連歌
1996年度 平成9年3月19日 甲　第1号 博士（法学） 王　作全 中国会社立法の展開と機関に関する日本法からの示唆
1996年度 平成9年3月19日 甲　第8号 博士（体育学） 高見　京太 身体活動のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量
1996年度 平成9年3月19日 甲　第9号 博士（体育学） 石倉　忠夫 大筋的系列動作のﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞにおけるﾓﾃﾞﾙ提示角度の影響に関する研究
1996年度 平成9年3月19日 甲 第10号 博士（体育学） 山内　武巳 運動時の酸－塩基平衡調節について

第12 1997年度 平成9年9月30日 甲 第19号 博士（体育学） 宮城　修 ｻｯｶｰ選手のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞに関する研究
1997年度 平成10年3月19日 甲 第20号 博士（心理学） 大矢　寿美子 閃光知覚の時間的特性に関する基礎的研究
1997年度 平成10年3月19日 乙 第4号 博士（商学） 大島　俊一 近代的管理の成立－管理者としての機械技師群形成の研究－
1997年度 平成10年3月19日 乙 第5号 博士（心理学） 須佐見　憲史 奥行運動の視覚情報処理過程
1997年度 平成10年3月19日 乙 第6号 博士（体育学） 西田　保 期待・感情ﾓﾃﾞﾙによる体育における学習意欲の喚起に関する研究

1997年度 平成10年3月19日 乙 第7号 博士（体育学） 居村　茂幸 H反射法による上肢および下肢間の神経性連関について

第14
号

1998年度 平成10年9月30日 乙 第8号 博士（体育学） 本山　貢 低強度の有酸素性ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞが高齢高血圧症患者の血圧および血清脂質に及ぼす影響

1998年度 平成11年3月19日 甲　第21号 博士（情報科学） 白井　純子 二言語併用児の言語習得に関する研究
1998年度 平成11年3月19日 甲　第22号 博士（情報科学） 瀧　剛志 映像による人の集団行動解析とその球技ｽﾎﾟｰﾂへの応用

第13
号

第15
号

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

第2号

第3号

第7号

※　学位規則（昭和28年文部省令第９号）により、発刊№12から文部省の報告番号は、博士（甲・乙）の一連番号に変更する。

第11
号

第8号



号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

1999年度 平成12年3月21日 甲　第23号 博士（文学） 加藤　耕子 蕉風の研究－蕉風｢新しみ｣の追求－

1999年度 平成12年3月21日 甲　第24号 博士（社会学） 河津　芳子 ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙの看護婦養成ｼｽﾃﾑに関する研究－近代看護婦養成ｼｽﾃﾑのｱﾎﾟﾘｱｰ

1999年度 平成12年3月21日 甲　第25号 博士（法学） 鄭　澤善 「共謀共同正犯」について－中国の共同犯罪論との比較研究－

1999年度 平成12年3月21日 甲　第26号 博士（経済学） 井上　知子 越境汚染問題への動学的ｱﾌﾟﾛｰﾁに関する研究

1999年度 平成12年3月21日 甲　第27号 博士（体育学） 山村　千晶 ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ・ｽｲﾐﾝｸﾞの運動生理学的研究

1999年度 平成12年3月21日 甲　第28号 博士（体育学） 兄井　彰 ｽﾎﾟｰﾂ・運動場面における錯覚に関する研究

1999年度 平成12年3月21日 甲　第29号 博士（体育学） 來田　享子 日本女子ｽﾎﾟｰﾂ連盟による女性ｽﾎﾟｰﾂ促進運動に関する研究

1999年度 平成12年3月21日 甲　第30号 博士（体育学） 何　文捷 1930年代の日中関係とｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・極東選手権競技大会

1999年度 平成12年3月21日 乙　第9号 博士（体育学） 佐々木　康 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｼﾞｬｰ産業の連関構造

1999年度 平成12年3月21日 乙　第10号 博士（情報科学） 加藤　邦人 Hough変換における大局的画像特徴抽出に関する基礎的研究と応用

1999年度 平成12年3月21日 乙　第11号 博士（心理学） 古莊　雅生 海上交通ｼｽﾃﾑにおける見張りの視認性に関する研究
2000年度 平成13年3月19日 甲　第31号 博士（文学） 李　美燕 言挙論－日本上代文学、特に万葉集を中心としてー
2000年度 平成13年3月19日 甲　第32号 博士（商学） 林　孝雄 中国の農業政策と農民負担
2000年度 平成13年3月19日 甲　第33号 博士（体育学） 塚中　敦子 運動が血管内溶血におよぼす影響について
2000年度 平成13年3月19日 乙　第12号 博士（文学） 石上　七鞘 古代伝承文芸論
2000年度 平成13年3月19日 乙　第13号 博士（文学） 大島　龍彦 『保元・平治物語』の形成－人物論を中心にしてー

2000年度 平成13年3月19日 乙　第14号 博士（体育学）
　ｼﾞｮﾝ・ﾏｰｸ　
ｼｪﾃﾞﾙ(Jean-
Marc SCHEDEL)

EXOGENOUS CREATINE -Creative Supplementation in Human: Metabolism, Anabolic Effect 
and Consequences on Athletes Performance-（ﾋﾄにおけるｸﾚｱﾁﾝ付加：競技能力における代
謝、同化作用および体力増強作用）

2001年度 平成13年9月30日 甲  第34号 博士（情報科学） 冨永　将史 視覚感性を取り入れたﾏｼﾝﾋﾞｼﾞｮﾝｼｽﾃﾑに関する研究

2001年度 平成13年9月30日 甲  第35号 博士（体育学）

ｱﾄﾞﾘｱｰﾅ　ｼﾗ　
ｶﾊﾞﾘ（Adriana 

Schüler 
Cavalli）

Associations of maternal physical activities with pregnancy outcomes: focusing on 
low birthweight, preterm and small-for-gestational-age babies.(母親の身体活動と妊娠
結果関連：出生体重、早期産および子宮内発育不全に焦点をあてて)

2001年度 平成13年9月30日 乙  第15号 博士（体育学）

ﾏﾙｾﾛ　ｵﾘﾍﾞﾗ　
ｶﾊﾞﾘ（Marcelo 

Olivera 
Cavalli）

A paradigmatic perspective for approaching research in Japanese physical education: 
The politics of method and the production of knowledge as determinants of people's 
experience.（ﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑ分析からみた日本における体育学研究：経験決定要素としての知の構
築と影響）

2001年度 ############### 甲　第36号 博士（社会学） 陳　大哲 ﾏﾀﾞﾝ劇をめぐる韓国文化誌－歴史・民衆文化運動・社会的実践－
2001年度 ############### 甲　第37号 博士（体育学） 安　昌圭 ｽﾎﾟｰﾂ消費行動への社会化過程の研究
2001年度 平成14年3月19日 甲　第38号 博士（文学） 國分　由紀子 『古事記』に於ける伝承の型と話型
2001年度 平成14年3月19日 甲　第39号 博士（心理学） 鈴木　雅洋 両眼視半遮蔽部分の視野闘争に関する実験的研究
2001年度 平成14年3月19日 甲　第40号 博士（経営学） 欒　斌 技術移転・発展と中核能力形成に関する研究－中国の日系製造企業を中心として－
2001年度 平成14年3月19日 甲　第41号 博士（体育学） 渡辺　英児 高齢者における水中運動の心理的効果に関する研究
2001年度 平成14年3月19日 甲　第42号 博士（体育学） 千葉　直樹 越境ｽﾎﾟｰﾂ選手に関する研究
2001年度 平成14年3月19日 乙　第16号 博士（体育学） 川合　悟 精密把握運動時の力発揮過程からみた運動の制御に関する研究

第16
号

第20
号

第19
号

第17
号

第18
号



号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

2002年度 平成14年9月30日 甲　第43号 博士（心理学） 西野　由利恵 図形の潜在記憶に関する実験的研究－視覚情報処理の側面からの検討－
2002年度 平成14年9月30日 甲　第44号 博士（経済学） 平澤　誠 環境外部性、課税政策、および経済成長
2002年度 平成14年9月30日 乙　第17号 博士（心理学） 大橋　信夫 商船における乗組員組織の変遷に関する研究
2002年度 平成15年3月19日 甲　第45号 博士（経営学） 胡　桂蘭 在中日系企業の経営現地化に関する研究－中国社会への「ｲﾝｻｲﾀﾞｰ化」の道－
2002年度 平成15年3月19日 甲　第46号 博士（経営学） 常　紅 中国における日系企業のｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽと経営成果－ｱﾊﾟﾚﾙ企業の実証研究を通して－
2002年度 平成15年3月19日 甲　第47号 博士 (情報科学) 林　純一郎 顔特徴の多元的解析と応用に関する研究
2002年度 平成15年3月19日 甲　第48号 博士 (情報科学) 廣瀬　誠 時系列距離画像の自動位置合わせ･再構築およびその応用に関する研究
2002年度 平成15年3月19日 甲　第49号 博士（体育学） 加藤　尊 水中ｳｫｰｷﾝｸﾞ・水中ﾗﾝﾆﾝｸﾞの生理学的・ﾊﾞｲｵﾒｶﾆｸｽ的研究
2002年度 平成15年3月19日 甲　第50号 博士（体育学） 高峰　修 中高年者のｳｫｰｷﾝｸﾞ実施に関わる要因の研究
2002年度 平成15年3月19日 甲　第51号 博士（体育学） 康　冬玲 舞楽における舞踊理論の展開
2002年度 平成15年3月19日 甲　第52号 博士（体育学） 久保　和之 ｽﾎﾟｰﾂへの社会化－ｽﾎﾟｰﾂの専門化過程におけるｴｰｼﾞｪﾝﾄを中心として－
2003年度 平成15年9月2日 乙　第18号 博士（経済学） 李　暁春 中国労働移動の経済分析
2003年度 平成15年9月2日 甲　第53号 博士（経営学） 加藤　洋二郎 現代日本におけるNPOに関する研究
2003年度 平成15年9月20日 甲　第54号 博士 (情報科学) 藤原　孝幸 顔ﾒﾃﾞｨｱ創出の基礎と実用化に関する研究
2003年度 平成15年9月29日 乙　第19号 博士（文学） 中城　さと子 『狭衣物語（流布本）』と『下紐』の研究
2003年度 平成16年2月18日 甲　第55号 博士（体育学） 呂　中凡 Expertise and Visual Information Processing in Sports
2003年度 平成16年3月19日 甲　第56号 博士（経営学） 濱島　肇 自動車解体業の活性化に関する研究
2003年度 平成16年3月19日 乙　第20号 博士（体育学） 本田　亜紀子 ﾊｲｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞが卵巣摘出ﾗｯﾄの骨におよぼす影響
2003年度 平成16年3月19日 甲　第57号 博士 (情報科学) 宮阪　健夫 実時間3次元計測装置の開発とその応用

2003年度 平成16年3月19日 甲　第58号 博士（社会学） 李　黎明
改革期における中国の「単位保障」に関する研究－社会構造転換における生活保障問題を中
心に－

2003年度 平成16年3月19日 甲　第59号 博士（社会学） 坂田　謙司
「声」の自主ﾒﾃﾞｨｱ生成のﾀﾞｲﾅﾐｸｽ－<ﾒﾃﾞｨｱの生涯>から見た協同聴取、有線放送電話、ﾐﾆFM、
ｺﾐｭﾆﾃｨFM－

2003年度 平成16年3月19日 甲　第60号 博士（経営学） 神田　善郎
生産財企業における購買取引に関する信頼の形成・維持の研究－電機、電子・計測産業の中
堅・中小企業にみる実践から－

2003年度 平成16年3月19日 乙　第21号 博士 (認知科学) 白水　始 協調学習における理解深化過程の分析－発話を対象とした分析方法の提案－
2003年度 平成16年3月19日 甲　第61号 博士（文学） 康　林 川端文学と東洋思想

2004年度 平成17年3月19日 甲　第62号 博士（法学） 王　鉄軍
日本帝国主義における植民地官僚制度研究
－台湾総督府行政官僚を中心として―

2004年度 平成17年3月19日 甲　第63号 博士（経営学） 杉山　直 転換期における賃金制度の研究　―ﾄﾖﾀを中心にして―
2004年度 平成17年3月19日 甲　第64号 博士（商学） 孫　家蓉 中国農村における正規及び非正規金融の動向と課題
2004年度 平成17年3月19日 甲　第65号 博士 (情報科学) 梶山　民人 2部ｸﾞﾗﾌに基づく対象の構造化に関する研究
2004年度 平成17年3月19日 甲　第66号 博士 (情報科学) 渡辺　恵人 腹部X線CT像を用いた計算機支援診断ｼｽﾃﾑの開発
2004年度 平成17年3月19日 甲　第67号 博士（体育学） 若山　裕晃 日本人競技者を対象としたｽﾎﾟｰﾂ達成志向型に関する基礎的研究
2005年度 平成17年9月20日 乙　第22号 博士（経済学） 梅村　清英 国際貿易の理論と開発政策

2005年度 平成17年9月20日 甲　第68号 博士（経営学） 浅野　和也
トヨタ生産方式と労働時間
―　トヨタおよびトヨタ関連企業を中心に　―

2005年度 平成17年9月20日 甲　第69号 博士（体育学） 尹　小倹
中国における大学生の体格
－　出身地地域属性及び家庭の社会経済要因との関連　－

第25号

第23
号

第24
号

第26号

第22
号

第21
号



号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

2005年度 2006年3月19日 乙　第23号 博士 (体育学) 二宮　浩彰 レクリエーションの専門志向化研究：ウインドサーフィン行動の定性・定量分析
2005年度 2006年3月19日 乙　第24号 博士 (体育学) 吉田　勝光 体育・スポーツ事故に関する法学的研究　－　法務経営の観点から　－

2005年度 2006年3月19日 乙　第25号 博士 (認知科学) 大島　律子
学びの実践コミュニティにおける知の継承と発展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　－　スパイラル的実践活動による学習科学的知識の理解深化　－

2005年度 2006年3月19日 甲　第70号 博士（商学） 清水　真 環境マーケティングにおけるバックワード・チャンネルに関する一考察
2005年度 2006年3月19日 甲　第71号 博士 (認知科学) 益川　弘如 協調的な知識統合型授業の成立要件抽出と他機関への転用実践評価
2005年度 2006年3月19日 甲　第72号 博士 (体育学) 坂口　俊哉 スポーツ・レジャー消費者を対象とした関与の測定 －　尺度開発とその応用　－

2005年度 2006年3月19日 甲　第73号 博士 (経営学)
ﾃﾞｨｻ･ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ
（D.B.P.H.Dis
sa Bandara)

An Empirical Examination of Current views of Japanese Corporate Governance（日本企
業のコーポレート・ガバナンスに関する実証研究）

2006年4月12日 乙　第26号 博士 (情報科学) 村井　和昌
Visual-Modality Speech and Conversation Modeling based on Facial Image Analysis
（顔画像解析による発話と会話の視覚的モデリング）

2006年9月20日 甲　第74号 博士 (体育学) 劉　　撲 中国時代の身体運動に関する研究ー画像石にみられる射芸・蹴鞠及び竹簡中の導引術を中心としてー

2006年9月20日 甲　第75号 博士 (体育学) 加藤　貴英 低酸素・高炭酸ガス吸入が運動時の血中乳酸およびアンモニア濃度に及ぼす影響
2007年3月21日 甲　第76号 博士 (心理学) 長屋　佐和子 日本版IFEEL　Picturesに対する反応特性の研究
2007年3月21日 甲　第77号 博士（商学） 張　　建 戦後日本における農業政策と食料自給率の関係に関する考察ー産業構造との関連を通して
2007年3月21日 甲　第78号 博士 (体育学) 杉山　卓也 競技者の良好な心理的状態に関する研究ーFlowの概念を中心としてー

2007年3月21日 乙　第27号 博士 (認知科学)
スティーブン・
ランバーカー

The Effects of Perceptual Training on the Acquisition of American English
Vowels and Fricatives by Native Speakers of Japanese
( 日本語母語話者による米語母音と摩擦子音の学習における知覚的トレーニングの効果）

2007年3月21日 乙　第28号 博士 (文学) 小木曽　千代子庭訓往来の基礎的研究
2007年3月21日 乙　第29号 博士 (文学) 加藤　孝男 近代短歌史の研究ー時代の推移と短歌の変容ー
2007年3月21日 乙　第30号 博士 (文学) 井上　さやか 山部赤人の研究ー万葉短歌史における位置ー
2007年3月21日 乙　第31号 博士 (心理学) 小澤　　良 奥行き運動手がかりの相互補完的処理
2007年3月21日 乙　第32号 博士 (体育学) 間瀬　教史 骨関節疾患に対する筋線維伝導速度の臨床応用

甲　第79号 博士（経済学） 大城　純男 都市の環境評価と都市政策
甲　第80号 博士 (体育学) 室伏　広治 「ハンマー頭部の加速についてのバイオメカニクス的考察」

乙　第33号 博士 (体育学) 西井　　匠
マウンテンバイクのサスペンションと競技パフォーマンスに関する研究―生理学的、
バイオメカニクス的側面から―

甲　第81号 博士（社会学） 何　　俊山 トゥバ共和国の成立と「ウリヤンハイ問題」－中国側文献・資料に基づく－考察－

甲　第82号 博士 (体育学) 唐　　誌陽
台湾と日本における健康状態に関する比較研究－死亡統計、体格および健康関連
生活習慣の相違－

甲　第83号 博士 (情報科学) 渡辺　　隆 濃淡・距離画像計測処理による小型電子部品検査システム開発に関する研究
甲　第84号 博士 (情報科学) 舟橋　琢磨 顔の階層的トラッキング・認識と顔メディア創出に関する研究
甲　第85号 博士 (情報科学) 稲葉　　洋 スポーツ科学のための情報提示技術に関する研究
甲　第86号 博士 (情報科学) 中　　貴俊 大規模空間分布データの特徴把握のための可視化技術に関する研究

甲　第87号 博士 (経営学) 藤田　晶久
顧客志向の組織運営に関する研究－ソフトウエア開発組織を中心とした
「サービス連鎖」－

甲　第88号 博士 (体育学) 十河　直太 骨強度を高める運動プログラムのトレーニングインターバルに関する検討

乙　第34号 博士 (心理学) 塚田みちる
乳幼児の自己調整の発達過程と親子関係の歴史－親の「こうしないで欲しい」を
子どもが聞き入れるようになる課程－

甲　第89号 博士（経済学） 北浦　康嗣 人的資本投資と経済成長
乙　第35号 博士（文学） 渡邉　信和 聖徳太子説話の研究－伝記と絵伝－

乙　第36号 博士（心理学） 明翫　光宜
高機能広汎性発達障害のロールシャッハ法に関する研究－発達障害を捉えるロール
シャッハ法の方法論の構築－

2007年9月20日2007年度

2008年3月19日2007年度

2009年3月19日第32号

第30号

第27号

第29号 2006年度

2008年度

2006年度第28号

第31号



号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

2009年5月6日 甲　第90号 博士（体育学） 趙 　乃虹 現代中国におけるスポーツくじの発展と変遷に関する研究

2009年7月3日 乙　第37号 博士 (体育学) 金　興烈
逆動力学解析における計測誤差の影響に関する研究（歩行とランニング動作時の下肢のキネティクスに着目し
て）

2010年3月19日 甲    第91号 博士  （体育学） 周　強
スポーツ分野におけるサービス品質評価に関する研究：中国沿海地域のフィットネスクラブのサービス品質評価
尺度の開発

2010年3月19日 甲    第92号 博士  （経営学） 速水　智子 社会起業家とソーシャル・イノベーション

2010年3月19日 甲    第93号 博士  （心理学） 大杉　尚之 視覚的印付けにおける空間表象および意味表象の働き

2010年3月19日 甲    第94号 博士  （心理学） 近藤　孝司 S-HTPP法（Synthetic-House Tree Person Person test）の基礎的研究－2人の人物像の表現に注目して－

2010年3月19日 乙    第38号 博士  （体育学） 星川　佳広 ジュニアスポーツ選手の筋の発育に関する研究－思春期後期での検討

2010年3月19日 乙    第39号 博士  （体育学） 高橋　繁浩 水泳競技におけるCritical SwimmingVelocity 簡易推定法の評価とその応用

2010年9月20日 甲　第95号 博士（体育学） 近田　彰治
Three-dimensional scapular rotation during cocking phase in tennis serve
（テニスサーブ動作のコッキング期における肩甲骨の3次元運動）

2010年10月31日 甲　第96号 博士（心理学） 犬飼　朋恵 複数の刺激次元が関わる非空間的な注意捕捉と意図的制御に関する研究

2010年10月31日 乙　第40号 博士（心理学） 真栄城　輝明 心理療法としての「内観」の研究―臨床心理士の視点から―

2011年3月19日 甲　第97号 博士（経営学） 寺島　雅隆 起業家育成と起業家教育　―わが国における起業家教育の課題と展望―

2011年3月19日 甲　第98号 博士（商学） 堀　喜丈 中国農村金融に関する一考察　―多元的農村金融の構築に向けて―

2011年3月19日 甲　第99号 博士（文学） 中沢　まゆ子
Externality in the Work of Virginia Woolf
（ヴｧージニア・ウルフの作品における外的世界）

2011年3月19日 甲　第100号 博士（文学） 髙塚　雅 太宰治論　―＜語りの場＞を軸にした中期テクストの読解―

2011年3月19日 甲　第101号 博士（認知科学） 近藤　秀樹 PC上での網羅的な活動履歴の利用の認知過程の研究

2011年3月19日 乙　第41号 博士（心理学） 野渡　正博
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾁｰﾑﾜｰｸﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽに関する総合的研究　―その意義とわが国における実証研究および
国際展開―

2011年3月19日 乙　第42号 博士（心理学） 高瀬　由嗣 ロールシャッハ運動反応の内容分析に基づいた精神病理査定の試み

2011年9月20日 甲　第102号 博士（認知科学） 山田　雅之
協調学習による自己調整学習スキルの獲得支援
―オンデマンド講義の計画的受講を促進する実践研究―

2011年9月20日 甲　第103号 博士（体育学） 稲見　崇孝
下肢多関節筋に対するストレッチング
―筋の形態学的変化と出力変化に関する研究―

2011年9月20日 甲　第104号 博士（体育学） 魏　燕玲 青蔵高原チベット族における体格・体力・生理機能と居住高度及び社会経済要因の関連

2011年9月20日 乙　第43号 博士（体育学） 王　沢峰 小学生ドッジボール選手における投球動作のバイオメカニクス的分析

2011年9月20日 乙　第44号 博士（体育学） 神事　努 野球投手が投球した直球の回転と飛行軌跡に関する研究

2012年3月19日 甲　第105号 博士（心理学） 木村　諭史
外傷体験想起時の認知的評価および対処方略に関する研究
―評価と方略の組み合わせおよび柔軟性についての検討―

2012年3月19日 甲　第106号 博士（心理学） 渡部　千世子
慢性腎疾患の子どもとその母親・家族の関係発達の諸相
―子どもはいかにしてその病気を自らの人生に引き受けるようになるか―

2012年3月19日 甲　第107号 博士（認知科学） 志村　栄二
Dysarthriaのリハビリテーションに関する研究
―発話速度の調節訓練を中心に―

2012年3月19日 乙　第45号 博士（心理学） 大谷　亮
ドライバーの危険度評価と一連の運転行動との関係に関する研究
―運転シミュレータを用いた実験的検討―

2012年3月19日 乙　第46号 博士（体育学） 小林　寛和 スポーツ活動における膝前十字靱帯損傷の発生機転と発生要因に関する研究

第38号

第34号 2009年度

第33号 2009年度

2010年度

第37号

第35号

2011年度

第36号



号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

2013年3月19日 甲　第108号 博士（心理学） 髙瀨　慎二 知覚的抑制下における両眼情報の処理過程

2013年3月19日 甲　第109号 博士（経営学） 宋　艶苓
現代日本における雇用形態の多様化と労働者
―東海地域を事例として―

2013年3月19日 甲　第110号 博士（情報科学） 早瀬　光浩 姿勢推定のためのシンプルモデルの提案とその応用

2013年3月19日 甲　第111号 博士（体育学） 水野　貴正
静的ストレッチング後の時間経過に伴う関節可動域、筋および腱のスティフネス、発揮トル
クの変化

2013年3月19日 乙　第47号 博士（心理学） 成本　忠正 心的に生成された視覚イメージの保持に対するワーキングメモリの役割

2014年3月19日 甲　第112号 博士（心理学） 首藤　祐介
随伴性判断に影響を与える要因の研究
―試行間間隔と反応密度が与える影響の検討―

2014年3月19日 甲　第113号 博士（社会学） 宮地　菜穂子
児童養護施設職員のスキルトレーニングプログラムの開発に関する実証的研究
―子どものケア体制確立を目指して―

2014年3月19日 甲　第114号 博士（認知科学） 遠山　紗矢香 建設的相互作用を実現するための協調学習初期段階の支援

2014年3月19日 甲　第115号 博士（メディア科学） 井藤　雄一
情報メディアの利用によるアート表現
―メディアの変則的利用がもたらす可能性―

2014年3月19日 甲　第116号 博士（体育学） 長谷川　弓子 ゴルフパッティングにおける状態不安と心理的距離

2014年3月19日 乙　第48号 博士（メディア科学） 大泉　和文
ＣＴＧの研究
──日本の初期コンピュータ・アートの思想とアルゴリズム

2014年3月19日 乙　第49号 博士（体育学） 大家　利之 間欠的短時間高強度運動におけるパフォーマンスの維持に最適なリカバリー方法

第39号 2012年度

2013年度



号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

2014年9月20日 甲　第117号 博士（経営学） 陳　剛
日本的小売システムの国際移転と競争優位
―イトーヨーカドー、イオン、ローソンの中国事業を中心に―

2015年3月19日 甲　第118号 博士（経営学） 張　永強
中国進出日系企業の賃金管理
―日中における賃金決定の仕組みからの一考察―

2015年3月19日 甲　第119号 博士（情報科学） 望月　優介 単眼単視点による三次元画像計測に関する研究

2015年3月19日 甲　第120号 博士（メディア科学） 徳田　尚也 似顔絵自動生成のための画像処理基盤研究

2015年3月19日 甲　第121号 博士（メディア科学） 長坂　洋輔 高品位な画像誇張のためのモーフィング法とその応用研究

2015年3月19日 甲　第122号 博士（体育学） 山下　直之
体重階級制競技選手のウエイトコントロール
～アマチュアボクシング選手について～

2015年3月19日 甲　第123号 博士（体育学） 盧　金逵
Associations of physical characteristics with socioeconomic status and lifestyles 
among migrant peasant workers’children in China
（中国農民工の子供における体格及びそれに関連する社会経済的・生活行動的要因)

2015年3月19日 乙　第50号 博士（体育学） 周　培勇 サッカーゴールキーパーのペナルティキックに対する認知的方略

2015年3月19日 乙　第51号 博士（体育学） 濵口　雅行 剣道における残心の特徴に関する研究

2015年3月19日 乙　第52号 博士（体育学） 黄　漢年 身体の平衡性のトレーニングに関する研究

2015年9月20日 甲　第124号 博士（体育学） 小田　佳子
日本剣道KENDOと韓国剣道KUMDOの相克
-未来志向の剣道文化を求めて-

2016年3月19日 乙　第53号 博士（心理学） 梶原　睦子 ストーマ保有者のにおい不安の構造とケアの構築

2016年3月19日 乙　第54号 博士（体育学） 伊藤　僚 降雨による身体冷却が走運動中のヒトの体温・エネルギー代謝に及ぼす影響

2015年度

2014年度



号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

2016年9月20日 甲　第125号 博士（情報科学） 秋月　秀一 形状的整合性および配置実現性に基づく３次元物体認識に関する研究

2016年9月20日 甲　第126号 博士（情報科学） 近藤　雄基 ロバストな三次元表面性状用高速Ｍ推定ガウシアンフィルタの研究

2017年3月19日 甲　第127号 博士（心理学） 鑓水　秀和 複数の顔からなる集合化表象を用いた魅力判断に関する研究

2017年3月19日 甲　第128号 博士（心理学） 山本　竜也
抑うつ症状と社会機能に対する行動活性化モデルの検討
―アナログ研究からの示唆―

2017年3月19日 甲　第129号 博士（社会学） 内本　充統
「施設の時代」
―イギリス1834年改正貧民法下における児童の施設養育に関する歴史的研究（1834-1948）

2017年3月19日 甲　第130号 博士（社会学） 高田　佳輔 オンラインゲームが現実世界の対人関係に及ぼす影響の量的・質的検討

2017年3月19日 甲　第131号 博士（社会学） 堀　兼大朗
健常者を中心とする社会で生きる自閉症者の母親
―母親による子どもの障害の開示・秘匿の背景をめぐって―

2017年3月19日 甲　第132号 博士（体育学） 王　国棟 高リン食条件におけるラットのジャンプトレーニングが骨代謝に及ぼす影響

2017年3月19日 乙　第55号 博士（体育学） 石村　和博 陸上競技曲走路疾走における左右ステップの非対称性に関するバイオメカニクス的研究

2017年3月19日 乙　第56号 博士（体育学） 豊嶋　陵司
短距離走の最大速度局面におけるピッチとストライドとのトレードオフの克服に関係するバ
イオメカニクス的要因

2017年6月30日 乙　第57号 博士（体育学） 山根　基 習慣的な運動後アイシングがトレーニングに伴う筋の適応過程に及ぼす影響

2017年9月19日 甲　第133号 博士（体育学） 橋本　泰裕
試合中の選手の緊張の程度をとらえる
―野球投手を対象としたフィールド実験研究―

2018年3月19日 乙　第58号 博士（文学） 田中　智樹 『古事記』神話的世界の構造に関する基礎研究

2018年3月19日 甲　第134号 博士（情報科学） 吉村　裕一郎 外観検査自動化のための画像検査システム自動構築に関する研究

2018年3月19日 甲　第135号 博士（情報科学） 加藤　央昌 多関節ロボットのモーション実行用ソフトウェアアーキテクチャの提案

2018年3月19日 甲　第136号 博士（体育学） 堀内　元
野球のバッティングにおけるバットヘッドの加速メカニズムに関するバイオメカニクス的研
究

2018年3月19日 乙　第59号 博士（体育学） 笹川　慶 フライングディスクにおけるフォアハンド遠投動作のバイオメカニクス

2018年6月30日 乙　第60号 博士（情報科学） 清水　優
Study on environment reproduction method in rescue robot evaluation simulation 
platform
（シミュレーションを用いたレスキューロボット評価における実環境再現手法の提案）

2019年3月19日 甲　第137号 博士（体育学） 吉村　真美
バレーボール選手および水泳選手のジャンプ高に関連する因子の比較検討

2017年度

2018年度

2016年度



号数 授与年度 授与年月日 報告番号 分野の名称 氏　　　名 学位論文題目

中京大学　　博　　士　　号　　一　　覧（博士学位論文－論文内容の要旨および審査結果の要旨－収録分）

2019年3月19日 乙　第61号 博士（心理学） 野村　香代
自閉症スペクトラム障害児における情動的・認知的な他者の心の理解と自己理解との発達的
様相

2019年3月19日 乙　第62号 博士（情報科学） 山本　翔 ディオプサイドのヒドロキシアパタイト析出特性とリン吸着性能に関する研究

2019年3月19日 乙　第63号 博士（情報科学） 小西　嘉典
Real-Time 2D/3D Object Detection and Pose Estimation based on Template Matching
（テンプレートマッチングに基づく2次元及び3次元リアルタイム物体位置姿勢認識）

2019年9月19日 甲　第138号 博士（体育学） 樊　孟 健康運動としてのカンフー体操の運動強度と中高齢者の体力に及ぼす影響に関する研究

2019年12月31日 乙　第64号 博士（体育学） 大勝　志津穂
成人の運動・スポーツ実施促進条件に関する社会学的研究
-実施経験のジェンダー差に着目して-

2020年3月20日 甲　第139号 博士（体育学） 石塚　創也
第11回オリンピック冬季競技大会（札幌大会）における恵庭岳滑降競技場建設問題に関する
歴史学的研究

2020年3月20日 甲　第140号 博士（体育学） 徳武　岳
陸上競技におけるハムストリング肉ばなれの予防に向けた疫学研究

2020年3月20日 甲　第141号 博士（心理学） 松田　凌
ロールシャッハ・テストにおける色彩刺激の処理と感情制御―プロセスモデルに基づく検討
―

2020年3月20日 乙　第65号 博士（体育学） 府内　勇希
競泳のクロールにおけるトレーニング強度指標としてのcritical swimming velocityと
critical stroke rateの検証とその応用

2019年度

2018年度


