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竹下 佑 居住地・就業地周辺の地域環境及び通勤環境と精神的健康との関連

御供 崇尚 Cohabitation With Industrial Cityscape -City As Loft-

石 袁吉 地域における役割及び空間的特徴に着目した農貿市場の持続的発展について - 中国大連市沙河口区を対象として -

板谷 萌絵 転住都市 -都市内多拠点居住者の形態及びそれを支える都市構造の実態調査-

伊藤 瑛久 中動態な医療

重本 大地 帝国ホテルは盗作か――建築家フランク・ロイド・ライトによる日本建築の盗用

田代 夢々 吉阪隆正の三次元観 —U研究室と“大学セミナー・ハウス”の口述史を巡って—

陳（佐藤） 翰逸（拓海） 住宅街の「再生」による回遊する観光のモデル提案 – 点の探索から街を面的に捉える体験型観光資源の発掘 –

橋本 果歩 工事現場における防護服の性能と熱的快適性の向上に関する研究

樋口 かほる 帰属の描写ー既存建築との向き合い方

藤井 隆太 建築設計を取り巻く「制約」を遊ぶ −ビデオゲームの設計手法を端緒として−

吉田 俊介 小公園の地域機能分担における他基準評価と整備の意思決定支援モデルの構築 -東京都足立区パークイノベーション推進計画を事
例として-

渡邊 眞奈 帰属態リハビリテーション -小さな単位の集合体としての建築-

津島 英征 歴史的市街地における新規参入者の「まちなじみ」

カン ジエン 「農民工と都市の未来」ー中国の都市内の農民工団体の今後のあり方

CHENG, Zeyong 住宅空間と居住者の住生活の合致性から見た農村住宅に関する研究 --中国張家口市「下八里村」を事例として--

チン タンネイ Complex Design of Shanty Town's Daily Life__ Based on Shanghai ZhangQiao Area's Original Ecosystem
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青木 日向子 避難の在り方を再考する –いなしのくらし−

阿南 朱音 既存の長屋型木造建築に施工可能な小屋裏界壁の開発研究

荒野 颯飛 日常の編纂 -Local Republicの事例分析を通した生きられた空間の研究-

池田 理哲 《ヴェネチアの新病院》から読み解けるLe Corbusierの新たな端緒

板垣 翔大 部材損傷評価を目的とした魚骨形モデルのパラメータ推定

稲葉 智志 首都直下地震における応急借上住宅のコミュニティー配慮型運用の提案

稲葉 隆太 BRUNELLESCHI LIBRARY -ブルネレスキとブラマンテを繋ぐ柱と壁の”Gradual Space”の提案-

浦田 愛永 職保一体型施設を媒介とした社会関係の構築に関する研究

大木 玲奈 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの電力需給に関する実態分析

大橋 遼 内装を木質化した大規模居室の火災拡大制御に関する研究 ―壁面上部をつたう水平火炎伝播予測モデル―

大山 周吾 慣性質量をTMDとして用いた応答制御に関する研究

小野 緋呂美 貴族社会にみられる図書保存活動の解明

糟谷 拓海 災害を糧にする −令和元年台風15号における千葉県鋸南町復興計画−

金子 亮介 インクルーシブ教育推進に向けた 「学校施設複合化」と「地域主体の学校づくり」の可能性

亀田 康平 日本近世の造営における建築図面の意義-「信州善光寺如来御堂図」の例から-

川口 壮平 偏心建物を対象としたi-PSDセンサによ層間変位計測方法の検討

岸 幹也 真壁外壁の防雨性および耐久性に関する研究ー雨水浸入の抑制効果および浸入雨水の挙動ー
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北原 遼大 東京都区部における「クロステック企業」の立地傾向と他業種との共集積関係-旧来産業とICT産業の融合に伴う新たな産業クラスター
の台頭に着目して-

北村 佳恋 「小さな観光の場」を介した空間への価値付加－訪日外国人旅行者に対する有償個人観光ガイド活動に着目して－

曲 帥帥 砂漠の砂嵐を食い止めるサイバーネーション時代の未来建築について仮想

鯨井 亜紗 歴史的木造旅館の保存活用のための防災計画に関する研究ー木造三階建て旅館における火災安全性評価手法の構築ー

黒川 源 シングルスタイルの定義に関する研究 – 著作『THE SHINGLE STYLE and THE STICK STYLE』の翻訳を通して –

黒澤 綱亮 主要都市における建物データベースの構築とその分析

桑田 芙貴子 災害時を想定した共助のあり方から見る多文化共生コミュニティの構築に向けた調査研究-災害拠点としての大規模住宅団地を対象と
して-

小谷 春花 境を重ねる風景 -被災後の長野県上田市を基盤としたJapanese Brutalismの再考-

小林 圭介 OPEN END ARCHITECTURE -時間に開いた建築- 初期キリスト教建築の『Open-end』の概念の抽出と現代建築への可能性の研究

小林 達彦 中山道における町家形式の伝播の様相

蔡 意境 RE-EXAMINATION OF VILLAGE VALUE: AN INNOVATIVE APPLICATION OF JAPAN’S MILLENNIUM VILLAGE
METHODOLOGY IN CHINA

齋藤 隼 痕跡としての建築

齋藤 拓人 ランニング時のシークエンス景観とその評価構造に関する研究

齊藤 実紀 障碍と暮らす建築 -日常をリノベーションする演劇的福祉の提案-

斉吉 大河 2時間耐火性能を有する燃え止まり型木質耐火構造梁の開発研究

櫻井 智 連結制振構造物の複素剛性による応答の変化
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清水 卓哉 プノンペンのタウンハウスにおける自然換気を用いた冷房負荷削減に関する研究

鍾 政霖 東日本大震災の被災地における新規店舗の成立要因に関する研究 −石巻市中心市街地を事例に−

菅野 星来 都市・空間計画へと繋がる段階的なまちづくりプロセス手法としての 都市型農空間の展開可能性に関する研究 -NPO法人URBAN
FARMERS CLUBの活動と恵比寿ガーデンプレイス露地菜園の実態を通して-

菅野 颯馬 波長別光環境解析を用いた建築内植物の生育評価手法に関する研究

菅原 功太 The space 建築空間論研究-認知心理学による両眼視差モデルを用いて-

杉野 伶夫 Activity-Based Workingを導入したオフィスにおける執務者の属性と知的生産性の関係

鈴木 奈実 原木価格の適正化に向けた木造住宅のサプライチェーンに関する研究

鈴木 優弥 オフィス環境が執務者の快適性と知的生産性に与える影響

鈴木 優也 眼差しのデザイン-大地の変化を知覚するための設計手法-

薛 淳譯 病院病棟におけるベッドによる介助避難及び避難支援スペースに関する研究

高橋 好斗 体温調節モデルおよびIoTセンサーを用いた生理量推定手法の開発

竹田 福太朗 江戸武家屋敷地の近代における転用-「共有」という「公」性の模索-

田嶋 玲奈 再整備が進む再開発ビルの全容と解体と建替えに向けたシナリオ

田中 翼 地方都市近郊に位置する農村地域における混住化による住宅の外観構成と内部空間の変容・継承プロセスに関する研究-福井県吉田
郡永平寺町谷口地区を対象として-

檀原 江 東南アジア地域におけるフライングパレスの位置付け

沈 木涵 市井の中 ―中国瀋陽市「九路菜市場」建替え計画―
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ZHENG, Yankai 共振する建築歴史観に基づいたソーシャルコンデンサー -建築は自律性を持ちながら、断片的に都市空間に介入することで、現代資
本社会の危機を緩和する可能性を探求する‐

戸田 弘志 AXIAL CIRCUS (軸のサーカス)  −古代ローマ都市における“軸相空間”の現代的再編−

豊田 遙 Inuit and Japanese Art: Comparisons from the Aesthetic Perspective

中莖 まりな 余白の時間を過ごす

中村 聡遂 ワークプレイスにおける満足度モデルと生産性

生井 俊輝 地中熱を利用したアリーナ施設の実態調査および運用方法に関する研究

根本 悠希 子どもの遊びに着目した遊戯道路ストックの評価

野尻 稜 時刻歴応答解析に基づく非線形地盤モデル推定法

濃添 ゆうな 火災信号共有システムによる共助体制の構築 -システムの有効性把握および伝建地区の実態に適した仕組みの再検討-

萩原 淳悟 集合住宅におけるIoT家電導入による省エネルギーに関する研究

畑埜 亮介 逆固有モード問題を応用した少数層の計測による全層応答推定

原田 都木子 音響学的効果がもたらす意匠設計 ル・コルビュジエの２つの教会の音響学的分析を通して

範田 明治 ベトナムの都市住宅“重ね屋”への試行−伝統木造建築の重ね梁からの展開−

東澤 文 富岡駅前レンガ造倉庫における木造小屋組の崩壊時挙動の解析的検討

廣瀬 耀也 社会的少数者による「再帰的共同」の諸相とその成立条件

廣西 航多 近代都市に対する都市再編計画 ―堺市旧市街地における都市空間の歴史・構造分析を通して―

舩木 里菜 保護者の環境配慮行動促進に向けた小学校の環境教育プログラムと情報提供に関する研究
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包 聖陽 駅を介して都市的な眺めを連続される―南京南駅とパブリックスペースを複合する計画

堀井 柊我 月面基地設計のおける環境条件の設定及び既存構法の評価

堀井 秀哉 解釈の探求-フランツカフカ作品におけるeinsinnigな叙述描写を通して-

松田 はるか 都市部におけるまちづくり活動を通じた伝統工芸の価値の変化 −新宿区の染色業集積地の事例に着目して−

松永 幹生 低未利用地を活用した「高付加価値野営空間」の体系と地域への寄与 -新たな自然消費モードとしてのグランピングに着目して-

松原 知也 建築生産マネジメント研究

村上 航 空気清浄機を用いた体臭制御に関する研究

森 伽原 雲の建築 詩論 A.タルコフスキー記念館 -消えゆく大地、野付の刻印を通じて-

森 菜穂美 参詣曼荼羅の空間表現にみる聖地のイメージに関する研究 - 参詣者の体験と聖域・俗域に表現された図像に着目した通絵図分析を
通して -

森田 健太郎 病院設備設計ガイドライン改訂に向けたエビデンス調査研究

藪下 玲央 公共施設マネジメントの推進に関する研究 ―施設管理の現状分析と公共施設複合化の実態―

楊 孝文 独特村落記憶の続き ー三峡移民における独特三峡村落文化の続きと復興の提案

吉川 大輔 アメリカ都鄙思想と技術の変遷からみる現代大都市の空間形成史

吉本 桐子 屋上菜園の管理運営実態及び利用者の省エネ行動に関する研究

米満 光平 海の祭祀共同体とそのクリエーションに関する研究

凌 薇 咳マシンを用いた飛沫核曝露量に関する研究

若林 夏弘 常時微動測定に基づく高速道路トールゲートの振動特性の把握
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渡邉 健斗 建築物の木造・木質化推進により国産材需給バランスに与える影響

渡邉 陽介 数値計算を用いた集合住宅における住戸位置別エネルギー消費量と冬季健康性の分析

謝 雲飛 INCUBATOR -住民参加型産業遺産更新計画-

山田 瑞月 受容するアソビ場

7/17 ページ



2019年度 創造理工学研究科 修士論文題目

総合機械工学専攻/Department of Modern Mechanical Engineering

Master's Thesis Title / Graduate School of Creative Science and Engineering (AY 2019)

日比野 隆弘 自動車運転を想定した頭部への方向提示が視覚的注意へ及ぼす影響に関する研究

細谷 順乙 繰り返し運動に伴う心地よい力触覚刺激に着目した身体動作誘因ツールに関する研究

オン シャンロン Implementing Dexterous Pile Manipulation by Limiting Scene Disturbance through Deep Reinforcement Learning

ZHANG, Peizhi Development of a Vacuum Suction Cup by Applying Magnetorheological Elastomers (MREs)

WU, Yuheng Deep Learning based Model for Robot Selecting and Utilizing Tool according to Environment Information

上原 悠嗣 視触覚情報を用いた相互作用パラメータ推定に基づく災害対応ロボットの走行可能性判断に関する研究

榎本 晋之介 自転車高速ダウンヒルコーナリングにおける姿勢制御技能構築に向けた重心位置計測システムの開発

エン ゴウ Predict Grasp outcomes by Leveraging 3D Contact Information

小川 隼人 クロム層を導入した薄膜センサの心筋細胞外電位測定システムへの応用

尾崎 祥吾 生型の型拘束を考慮した鋳鉄鋳造時の冷却過程におけるFEM熱応力解析を用いた変形予側

小田 達也 身体部位の形状を考慮した新聞用紙による簡易防寒具用ユニットのデザインに関する研究

上本 詩織 遠心を用いた速やかな管腔状組織作製法の開発

河野 晃広 重量物保持・下ろし動作における空気膜構造体を利用した作業支援ツールのデザイン

草柳 晃介 剪断力に強い構造を有する触覚センサのデザインに関する研究

熊澤 亮 大動脈弁形成術評価のための大動脈基部拡大モデル作製と新たな弁形成リングの開発

小林 智 次世代EV・鉄道車両用WBGパワーモジュールにおける冷却器とDCB基板接合部材の低サイクル熱疲労損傷予測のための機械的特
性取得用の装置の開発

齊藤 和樹 膜面を用いた太陽輻射圧による角運動量除荷に関する研究
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齋藤 雅人 形状記憶性素材を用いたランプシェードの開発

坂田 周平 細胞シートによる内膜腺を含有する子宮内膜様組織の作製

櫻井 則之 UAV操作における身体性の影響に関する研究

重野 将秀 ランニングにおける着地衝撃緩和のためのフォーム構築方法に関する研究

地主 宗太郎 Cuを添加したJIS AC4C合金の構成式構築と熱応力解析の実験的検証

篠 駿 ラット腹部大動脈を用いた動脈瘤モデルの開発と瘤増大機序に関する研究

清水 駿之介 熱擾乱現象を考慮した伸展マスト構造の長大化設計に関する研究

杉山 拓克 遠部位間の張力伝播機能拡張による全身動作の協調性に関する研究

須 航 膜面の厚みを考慮したらせん折り収納技法に関する研究

鈴木 峻大 荷重伝達指標Ustar(U*)を用いた細部構造最適化に関する研究

高井良 柾紀 マイクロチタン線を用いた血管様構造を有する３次元状細胞組織の構築

取 尚史 凍結凝固組織に基づく有限要素解析を用いた 半凝固状態の合金の力学特性予測

田村 隆行 3Dプリンタを用いた微細な無電解めっき技術の開発

永井 洋輔 スプリント技能向上支援のための地面反力調整と骨盤回旋操作に関する研究

中尾 徳志 微細なシワ構造による微小突起構造の吸着力制御手法の提案

中野 創十郎 データ同化による臓器特性のオンライン同定に関する研究

野村 勇太 自動車用エアバッグのらせん折り収納技法に関する研究

林 弘昭 モニタリングと音声対話によるドライバーの異常予兆検知と介入に関する研究

9/17 ページ



2019年度 創造理工学研究科 修士論文題目

総合機械工学専攻/Department of Modern Mechanical Engineering
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古市 清香 ポリイミドアブレータの熱防御性能評価解析手法の検討

松本 研一郎 階層モジュラー型宇宙構造物の移動機構に関する研究

宮西 海舟 下肢への人工二関節筋の配置による跳躍機能の拡張方法に関する研究

武藤 琢眞 静電インクジェット方式におけるスプレー吐出を用いたマイクロフードの作製

森 大河 歩行者を考慮した通行容易性推定に基づくパーソナルモビリティの自動速度調整に関する研究

矢野 耀大 FEM熱応力解析を用いたフラン自硬性砂型における鋳鉄鋳造時の ベーニング欠陥の発生予測と実験的検証

山田 一毅 複数の類似技術が競合する製品開発における競合解消に関する研究

山中 文登 伸展・電気同時刺激培養による配向骨格筋組織の成熟化

雪吹 俊哉 ロードバイクを対象にしたペダリングのトレーニングツール―クランク回転の局所制動制御システムの開発と踏力特性への影響調査―

斎藤 菜美子 深層学習を用いたロボットの道具使用モデル - 操作対象物体の特徴の能動知覚に基づく道具の選択と使いこなし -

クルカーニ シャルドゥル カピール Novel Linear Actuator with Adjustable Force Limit

高 穎沛 The Application of Shape Memory Alloy (SMA) in the parallel manipulator

サテ プラスメシュ プラサド Exo-Glove for Measuring Interaction Forces while Enabling Natural Human-Object Interaction

チン テツ Research on optimum design to reduce wrinkles

陳 飛 A study on lightweight and collision of a vehicle structure
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Master's Thesis Title / Graduate School of Creative Science and Engineering (AY 2019)

郭 一脈 ソーシャルキャピタルから見る大都市における寺院による地域活動に関する研究

張 成志 Effect of fly ash on the long-term performance of corroded RC beam in a stochastic context

VALDEZ, Justin Joseph Panlilio An Integrated Model for Analyzing the Strength of Beams and Columns Against the Driving Forces from Past and Future Storm Surge
Events: Case Study of San Pedro Bay, Philippines

SRIVARANUN, Supasit Stochastic Interpolation of Random Field Using Particle Filter and Its Application to Deteriorating RC Bridge Structures

穴水 俊太朗 鉄道の本源的需要の定量化に関する研究

飯村 浩太郎 Experimental and numerical investigation of tsunami behavior around two upright sea dikes with different heights

今井 健人 福島第一原子力発電所における燃料デブリの一時的原位置安定保管に資する土質材料に関する基礎的研究

江崎 晃一 個別要素法を用いた地盤の大変形メカニズムに関する研究

大森 匠悟 地域の水辺空間に対する子どもの認識と関わり―新潟県福島潟地域を対象として―

大山 哲也 気泡を含む土砂スラリーの圧縮特性および消泡性に関する研究

影山 卓己 遠心成形を利用したSFRC杭の開発およびX線画像から得られる鋼繊維分布・配向を考慮したそのせん断強度式の提案

神田 皓城 放射線遮蔽性能を有する覆土材への災害廃棄物から生成された復興資材の適用性に関する実験的研究

北村 真歩 高吸水性ポリマーを利用した透水性回復が可能な山留め壁の施工技術開発に関する研究

小池 海希 促進活性汚泥法に関する基礎的研究 ―嫌気・好気活性汚泥への鉄粒子添加効果―

小嶋 啓介 ステンレス鉄筋と炭素繊維シートを用いて補修したRC部材の曲げ・せん断実験および その限界状態に関する基礎的研究

小島 貴之 南海トラフ地震による強震動と津波で生じる災害廃棄物量のリスク評価とそのマネジメントに関する基礎的研究

佐藤 慶太 PIVを用いた基礎の支持力と拡底杭の引抜き抵抗力に関する実験的研究
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建設工学専攻/Department of Civil and Environmental Engineering

Master's Thesis Title / Graduate School of Creative Science and Engineering (AY 2019)

白河部 匠 不飽和ベントナイトの膨潤特性および水分移動特性に及ぼす温度履歴の影響評価

菅 俊貴 粘土・砂・礫の混合比率が模擬河川堤防の越流決壊プロセスに及ぼす影響

多賀 春生 土質系各種副産物のCO2固定化性能の実験的評価とカーボンキャプチャー利用の可能性

竹村 尚樹 横浜・川崎を対象とした豪雨時の浸水リスク評価と2014年10月6日の事例の再現計算

建川 未帆 ライドシェア普及に向けたスマートシェアリングシティのあり方に関する研究

田中 秀人 取締り活動に着目した事故予測モデルの統合化に関する研究

土田 栞 買い物行為を通した商店街店舗に対する主体の価値意識に関する研究－岐阜県郡上市八幡町を対象として－

冨井 遥亮 降灰分布予測計算にもとづく堆積量予測および除灰手順の提案

冨岡 秀虎 MaaSを考慮した交通体系と沿線土地利用に関する研究

中村 遥 郡上八幡における市民まちづくり活動の展開に関する研究

西田 悠太 高波浪時の海岸侵食の予測技術の開発と礫養浜による対策の検討

西山 柾克 豪雨時の斜面における雨水の浸透・流出を考慮した数値解析手法に関する研究

ニゼイマナ ジャン クロード Finite Element Parametric Study on the Ntahangwa River Slope Stability in Burundi

馬場 航 豪雨・高潮同時発生を想定した東京都23 区の大規模浸水プロセスと高潮が内陸部の浸水に及ぼす影響

原 大介 地下鉄トンネル健全度判定区分の重み付けと検査データに基づく維持管理計画策定に関する研究

平原 壮 異なる共存系人工湿地を用いた抗生物質除去に関する実験的検討

廣瀬 和保 停留所までの健康アクセス距離に関する研究

藤原 昌紀 災害後の早期復旧を可能にするプレキャスト橋桁部材に関する基礎的研究
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建設工学専攻/Department of Civil and Environmental Engineering

Master's Thesis Title / Graduate School of Creative Science and Engineering (AY 2019)

細井 友美 主体間の社会的・空間的関係から見るきょうどうの場に関する研究 －長野県宮田村における宮田市を対象として－

本合 弘樹 大礫群が骨格をなす河床上で生じる小粒径砂礫の移動に及ぼす大粒径砂礫の遮蔽効果

増田 啓佑 点検結果を用いた2次元非ガウス確率場の更新理論およびRC部材で生じる鋼材腐食分布の確率的推定への応用

増田 大夢 長野県宮田村における農村景観の管理実態に関する調査研究 －農地管理の多層的共同体に着目して－

水原 祐哉 懸濁液の地盤注入と充填特性に関する解析的研究

宮路 将人 バライト粉末を使用した放射線遮蔽体形成時における粒子沈降現象と力学的強度特性に関する考察および地盤材料の放射線遮蔽実
験による遮蔽体設計に関する一提案

森重 裕貴 街路空間再配分に資する時間調整を考慮した端末物流施策に関する研究

山縣 崚 眺めのなかの人が主体の風景認識に与える影響に関する研究

山口 大貴 臼型面上を滑る摩擦振子の動的挙動に及ぼす寸法効果の解明を目的とした二方向震動実験と解析的検討

山本 馨 薬液固結砂の高強度化および施工性に関する研究

吉川 文崇 掃流砂の移動に伴う粘土河床の変動プロセスの解明

吉田 颯人 マーケティング理論を用いたスマートシティの効率的PRに関する研究

吉田 優子 水辺空間利用者の注目要素に関する研究－東京都杉並区善福寺公園を対象として－

吉羽 崇 スマートフォン位置情報データを活用したバス需要予測に関する研究

李 理 各種焼却灰を併用した凝集剤とセメント系固化材の開発について

劉 康 合成桁の曲げ・せん断耐力に関する研究

渡邉 拓巳 都市近郊湿地における市民活動の構造と意味に関する研究－新潟県福島潟を事例として－
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青木 将人 有限要素法－境界要素法の結合解法を用いた誘発地震の数値解析

青木 南 中海底質の元素組成に基づく過去600年間の人為的環境変遷・汚染史の検討

有山 菜々子 佐賀関半島の三波川帯における運動像と変形集中帯の認定

飯原 智美 水熱合成法によるBi-Te系半導体の均質微粉末の調製と物理化学的特性評価

池田 航 赤城火山の鹿沼降下軽石噴火のマグマ供給系と噴火誘発過程

石山 恭行 臼杵–八代構造線沿いに分布する延性歪集中帯の特定

井上 翔太 硫酸含有フッ素廃液からのフッ素資源回収を 目的とした選択沈殿および選択洗浄の検討

岩崎 航也 日本列島に分布する火山灰土壌における鉱物学的特性と重金属吸着能力

岩崎 諒仁 埼玉県比企丘陵の中新統砂岩に発達するweb structureの微細構造解析

大石 優花 高機能性木質ジオポリマーセメント板の作製及び評価

大山 琢 始新世/漸新世境界における北大西洋高緯度地域の表層水温変動と季節変動幅の復元

小山田 祐基 エトリンガイト遅延生成反応に関する結晶化学的研究

金子 雅典 FEM-DEM連成解析による二成分片刃粒子を考慮した磁選シミュレーションの構築

川本 一樹 瀬戸内海手島の領家花崗岩中に発達する小剪断帯の形成環境およびカソードルミネッセンス特性

北垣 直貴 神縄断層沿いのスリップデータによる応力逆解法を用いた古応力方向の復元

木下 正崇 金属シリサイドのアルカリ展開によるマンガン銅酸化物型ラネー触媒の調製および物性評価

小礒 雅大 始新世中期Mid-Lutetian期における有孔虫化石群組成及び環境変動

古賀 一紗 中温型固体酸化物燃料電池における La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δカソード材料へのTiドープの影響
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小宮 雄輔 (Al,Nb)部分置換型結晶質チタノシリケートの合成と物性評価

権藤 貴大 三次元個別要素法結合粒子モデルを用いた応力ひずみ解析に関する研究

齋藤 明香希 可視光活性をもつ光触媒の開発検討と材料評価

齋藤 郁也 電磁探査法一次元順解析ソフトウェアの開発

酒井 なつ美 溶接作業によって発生するヒュームの性状と分析方法の検討

坂井 宏旭 炭層メタンガス増進回収（ECBM）挙動予測のための3次元・2重浸透率・多成分系シミュレータ及び最適化プログラムの開発

澤田 賢 流動シミュレータと局所細分化機能付き岩石力学シミュレータの統合化及び統合化計算の高速化に関する研究

澤村 幸宏 新規電気パルス法によるセラミックコーティング剥離および廃太陽光パネルからの金属回収

嶋田 和貴 無人小型航空機を用いた磁場応答による時間領域空中電磁探査システムに関する基礎研究

清水 拓貴 機械学習を用いた砕屑物化学組成による構造場判別法の提示

徐 小伊 発泡ジオポリマー硬化体/酸化マンガン複合材料の作製および物性評価

杉野 由樹 北海道武佐岳地域の地熱資源探査における 重磁力データ解析のための岩石物性測定

須合 俊貴 化学・安定同位体を用いた都市型豪雨の実態と生成機構の解明

鈴木 綾 活性炭光触媒の最適な作製条件と分解性能の検討

鈴木 滉平 浸透流型人工湿地による坑廃水処理の定量モデル化および他鉱山への適用可能性の検討

高橋 健太 AIを利用して非定常流動実験から三相相対浸透率を推定するプログラムの作成

橋 孝太朗 炭酸塩岩における実験による低塩分濃度水攻法の原理の解析

高橋 悠 各種メカニズムを考慮した低塩分濃度水攻法挙動予測シミュレータの開発
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高橋 洋太 直接境界積分変位不連続法を用いたき裂伸展シミュレーション及び逸泥予防剤の効果に 関する研究

竜沢 篤ノ助 横須賀断層と高浜断層の中間地域における重力探査及び反射法地震探査

張 天逸 三畳系層状チャートの全岩化学組成による大陸化学風化度の復元

戸田 剛仁 FeOx-SiO₂系状態図に及ぼすAl₂O₃およびSnOの影響

富永 高規 Cu2S-FeS-Fe3O4三元系状態図とその状態図に及ぼすAl2O3およびSiO2の影響

豊澤 果歩 後期始新世から前期漸新世における古水温の時系列変動と鉛直構造

長田 悠 銅鉱石の単体分離促進を目的としたHPGRの粉砕性能評価および装置設計

中村 勇太 クメール遺跡に使用されている石材とその劣化および鉄スラグに関する研究

西川 京佑 FeOx-CaO-SiO2系スラグ、Br系溶融塩、 溶融鉛間におけるAgの分配挙動

橋本 薫 メソポーラスシリカ/カーボン複合体を用いた光熱免疫療法によるin vitroとin vivoでの抗腫瘍効果に関する研究

橋本 祥吾 間葉系幹細胞の初期接着面積と骨分化能との相関性に関する研究

濱中 康行 ボロノイ分割混合管網法を用いた三次元き裂内流体流動及びき裂開口変位分布の解析

久本 晃史 CCSモニタリングにおける電磁探査法適用可能性の基礎研究

左 一洋 廃棄物埋立層内メタル濃集ゾーン探査における強制分極法の有効性とその資源的価値

深來 健一郎 酸性坑廃水の水量日変動を考慮した新規水質予測モデルの検討

福島 諒 腐葉土による廃水中の有害金属除去機構の解明および定量モデル化

藤井 すみれ 3次元・DP/EDFM型地熱シミュレータの開発と非平衡状態を考慮した アップスケーリング手法の提唱

蒔田 るみ 都市鉱山としての最終処分場 -含有金属の濃度・物性と物理選鉱-
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松尾 藍 CFD-DEMカップリング手法を用いた水圧破砕き裂内におけるプロパント流動モデルの開発

丸茂 恭徳 石英粒子のカソードルミネッセンス特性を用いた源岩判別指標の提示

万沢 かりん 容量比抵抗法による高周波交流電気探査法の基礎理論及び浅部探査への適用

光川 彩夏 大気中フミン様物質の起源・動態解明と健康リスクの評価

向里 祐哉 Canny edge detectionによる砕屑物粒子の輪郭画像抽出と楕円フーリエ－主成分分析を用いた河川堆積物の形状評価

村上 周平 LC/MSを用いた大気エアロゾルおよび大気水相中未同定有機化合物の探索と起源推定

村田 敬 Al2O3-CaO-SiO2系スラグにおける白金族金属の回収に及ぼす抽出剤の影響

山脇 拓実 揮発性有機化合物の大気圏動態と航空機および船舶排ガスの影響評価

鑓水 孝星 カンボジアおよびベトナムに産する深成岩の成因とテクトニクス

横山 博之 1573KにおけるFeOx-CaO-SiO2-Al2O3系スラグと溶銅間のアンチモンの分配

リュウ ジョウ 東京湾底堆積物の元素組成変化と環境変遷の関係

渡瀬 清志郎 体積ひずみ修正項を用いた３次元２相流油層シミュレーションとジオメカニクスの連成解析に関する研究
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