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和久 正義 ある運動体の構築

市原 将吾 ピレネー山脈の集落の社会空間に関する研究－圏外からの思考・創作編－

工藤 滉大 重力と暮らす-豪雪地域における張力構造の住宅の提案-

小嶋 諒生 イタリア歴史的市街地の復興における計画の事業化に作用した条件と空間計画の特性

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−

西田 安里 『豊かさの設計-儀式と遊びのアナロジー的考察を通した三世帯住宅の提案-』

山本 圭太 流動する大地～700mのハケの道における新たな公共の提案～

青木 陸 積木による設計手法 —Friedrich Fröbel を端緒とするFrank Lloyd Wright とWalter Gropius の比較を通して—

キョウ ギョウリョウ 洞窟の反人間性に関する研究ーー大浦山洞窟の事例として

謝 雲飛 INCUBATOR -住民参加型産業遺産更新計画-

夏本 明彦 「剥離」の建築的試行と空間の伸縮

山田 瑞月 受容するアソビ場

ZHANG, Zhehan The spatial characteristics and utilization of external space in water town after spontaneous transformation: a case study on Shantang
area, Suzhou, China

DU, Da ポスト中間領域 近所付き合いを巡る集合住宅提案

青山 源 水平炉のスパンに応じた入射熱特性が耐火試験時の木質梁の非損傷性評価に与える影響

青山 ないる クレスリングパターン型トラス構造物における幾何学的特性を用いた構造解析に関する研究

朝吹 真夕 天井を不燃化した大規模居室における内装の水平火炎伝播評価手法の開発
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石井 健志郎 地域間流動と生活機能の隣接性に基づく生活圏からみた圏域設定の妥当性検討－連携中枢都市圏備後圏域を対象として－

石橋 梨沙 味わいの体験と継承 ―コミュニティ拠点としての店舗―

伊東 華奈子 集落居住域の構成原理に与える用水系統の作用 および集落モデルを用いた研究手法の一考察 ―高時川中流域の井組集落を対象
として―

江利川 達也 まち巡るテラコヤ-稲取地区を対象とした地域インフラに根付く小学校の提案-

袁 森 日本と中国の建築法規の違いに関する研究ー両国の都市・建築計画への影響について

オウ フクエイ 「MORE THAN FACTORY」 ―次世代生産システムに適する開放型生産場所の提案―

沖 美彩子 集落の美学に基づく柔軟性を担保する住宅のかたの提案

荻野 智樹 荘園地プロットの方法に関する研究

海津 隼人 吉田鉄郎が示した日本建築の親和性 −国際化の趨勢における近代建築運動−

加藤 雅大 洪水貯留型地域における災害文化遺構の現代的維持活用に関する研究

加藤 礼央 FEMを用いた拡散波動場理論に基づく微動H/Vスペクトル比に関する研究

鎌木 基信 常時微動計測に基づく高速道路トールゲートの構造ヘルスモニタリング

亀山 雄貴 FEM を用いた境界積分による地震入力エネルギーの有効性の検討

川口 豊夢 クリエイティブ郊外をつくる地域共営計画ー橋本周辺をモデルとしてー

川島 真輝 近代建築物保存の容積率による手法の分析

木村 一暁 部材転用空間研究 -《旧三井守之助大磯別邸》保存部材を再利用した建築の提案-

邱 廷君 多分野の交流を促進するラボ「融合系ラボ」―インフォーマルな出会い、フォーマルな交流を満足する交流空間の設計に関して
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黒佐 奨 学校における再生可能エネルギー設備活用を考慮した災害対応マニュアル作成に関する研究

黒澤 翔 生活体験にみる滞在者の地域への順応プロセスの実態に関する研究 -北海道上士幌町「ちょっと暮らし」事業利用者の日誌及び語り
に着目して-

小嶋 満星 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係る防火・避難関連規定の運用体制に関する考
察ー

小日向 孝夫 Calligraphic Architecture -篠田桃紅の〈墨象〉作品にみる線と余白の空間性-

小山 真由 モビリティーズ時代における＜遊動的な生＞の実践 ー車中泊における旅暮らしの空間と移動感覚ー

齋藤 湧一郎 村落における神社拝殿の空間的意義ー湖北平野高月町域における採集調査を通してー

坂井 高久 変動風力を受ける張弦梁構造のケーブル部材における疲労損傷度評価に関する研究

笹森 達也 漁業集落における、東日本大震災被災後の移住者の活動実態の解明と持続的な集落維持に向けた漁業の担い手育成の可能性-宮
城県気仙沼市唐桑地域を対象として-

朱 曦 共同農作業による多文化交流を契機とした外国人参加者の社会関係における役割の変遷に関する研究 -愛知県刈谷市一ツ木町のコ
ミュニティガーデン「ワールド・スマイル・ガーデン」を事例として-

杉原 舞衣 首都圏における大規模水害を想定した民有地空間の高層避難マネジメントに関する研究

鈴木 健太郎 歴史的市街地における木格子を用いた窓開口部の防火改修手法の開発研究

鈴木 勝大 「祇園精舎図」の制作目的と史的評価

須田 真琴 電気自動車普及下における地区内の再生可能エネルギー導入可能量に関する研究

 道乃 長野宇平治の古典主義の特質

土井 一朗 複数の観測記録による地盤非線形特性の推定手法

床尾 楓 街を演ず-環境演劇の観客介入手法を用いた都市開発プロセスの設計-
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豊永 早織 平安貴族住宅における御簾の境界性

長澤 美知 新興国市街地における常備消防と民間による持続的な 消火協力体制の実装に関する研究 －カンボジア王国シェムリアップ州歴史的
市街地での 防災支援事業化に向けた消防機材の導入と運用体制の構築－

永島 啓陽 オフィスにおける執務者の総合的な環境満足度推定に関する研究

並木 淳 火災加熱を受ける準耐火木質梁内部の含水率分布の測定と力学的性能の検討

新里 真奈美 首都圏大規模水害時における民間宿泊施設を考慮した避難のあり方に関する研究

能澤 茉佑香 アメリカにおける日曜学校図書室とその空間的意義について

早川 実尋 カンボジア独立後(1953-1970)の住居の実態

日野 涼 東京都区部における「個店集積地」の持続要因と店舗の設えにおいて意識される地域特性に関する研究-電話帳データを用いた「個
店」「非個店」の判別手法の開発とヒアリング調査を通じて-

福居 彩未 18-19世紀アメリカのシェーカー教集会所建築 －植民地建築からの形態的発達と礼拝行為に基づく空間的特殊性の獲得過程の研究
－

福岡 里咲 開放型NSを有しベッド避難を想定した病院病棟における煙制御手法に関する研究

藤本 瑞穂 離島における火災安全対策の構築に関する研究 －火災事例の再分析及び地域の消火訓練と防災設備の現状による対策の検討－

古田 佳祐 歴史的市街地に適した意匠を有する外部開口部の延焼防止技術の開発研究

北條 光彩季 COVID-19流行下における来街者の滞留行為の実態からみる盛り場の「拠り所」性

細井 菜々子 中世荘園比定地の持続における土地形質の転用―美濃国大井荘を対象として―

本間 菫子 漫画「まちの鍵屋」の舞台を設計する

前田 恵里 イスラームの聖俗観のもとでの建築空間の役割
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増田 渓人 『在野の芸術』への試行－埼玉県 加須市 浮野の里をフィールドとした創造農村の提案－

松浦 遥 移民女性における趣味を介したコミュニケーションの価値と実践に関する研究

村井 瑞希 人口減少下の地方まちづくりにおける「地域編集」の構造に関する研究―秋田県のローカルメディア「のんびり」の制作と活動展開に着
目してー

村本 孝之 COVID-19影響下のゲストハウスにおいて開始された一時困窮者への「副次的支援活動」の実態

諸原 航 インドネシアにおける家庭用エネルギー増加に対応した低炭素住宅のLCA評価

柳原 祥子 塑性化等による構造特性の変化に対応可能な中間層免震利用型TMDのロバスト設計法

矢野 有香子 街なか居住者の健康な生活を支える新たな医療施設の役割とそれを実現するための方法に関 する一考察 -高松丸亀町商店街に転
居してきた街なか居住者の居住意向・生活の視点から-

山田 歩美 移住者が歴史まちづくりに果たす二面的役割に関する研究-大分県竹田市城下町地域の実態と要因から-

山本 昂平 アーバンビレッジ ―シェアリングエコノミー時代の都市生活の提案―

吉澤 直 少数層計測に基づく応答推定手法に関する研究

吉葉 颯花 都市の中の水・緑の役割に着目した都市居住地における今後の地域形成のあり方 及びマネジメント手法に関する研究－多摩川（二子
橋-丸子橋）周辺地域を対象として－

リ チュウメイ Renovation method of the“Historical industrial Architecture” -Taking the 798 Art District , an example of“SOHO effect” in Peking
as the research object-

若林 航也 居住者の在室行動を考慮したゾーニング断熱改修手法に関する研究

WU, Zehao Rebirth and Evolution-Hong Kong Chungking Mansion Micro Community Design

JOBRAN, Ahmad fahmi イスラム社会の建築現代空間設計の再考、アルサルト地区の事例をもとに

戴 伯威 Development in Place Identity and Social Management of Chinese Remote Island Fishing Communities -Taking Beigang and Xiaobei
village in Pingtan, China as example-
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大森 正也 Space–Time Variational Multiscale法とアイソジオメトリック離散化による船体まわりの流れ解析

ASANE, Deoraj Nitin Intrinsically Variable Geometry Tracked Robot

KHULLAR, Gagan Underactuated Robot Hand with Remote Center of Motion Mechanism

SIVAKUMAR, Suchitra A Battery and Supercapacitor Simulation model for a Series Hybrid Electric Vehicle System.

VAEAETAEINEN, Joni aton Design of Modality Fusion Encoder - Anchor Guided Contrastive Loss for Unsupervised Learning

藍 龍之介 断層粒子画像速度計測法を用いた大動脈解離モデルにおける偽腔内の三次元流れの可視化及び偽腔血管壁に生じる三次元ひずみ
の計測

秋山 亮太朗 ゼラチンフィルムの自己折り畳み特性の調査

阿部 裕介 パワーモジュールの配線構造最適化設計に関する研究

有本 直昭 サトウキビ由来複合生産プロセスにおける製糖工場内未利用資源の有効利用設計

池松 諒太郎 リチウム空気電池における輸送現象を考慮した正極構造の数値計算モデルによる設計

石川 賢 3次元構造のウィックを用いたLoop Heat Pipeの開発研究～数理計画法を用いたウィックの最適化～

石川 悠哉 ネガポジ法を用いた付加製造技術によるSOFC用三相界面井桁構造の作製

磯部 智喜 GCNによる触覚情報をグラフ構造として捉えた動作生成手法の提案 ～多指ハンドの多様な物体特性に対する適応的な操り～

板野 峻也 平地歩行感覚再現に着目した無限歩行装置に関する研究 ～紐牽引によるトレッドミル床加速時の慣性力の打ち消し～

伊藤 遼太 冠動脈石灰化モデルを用いた治療デバイスの石灰化破壊性能と狭窄部拡張性能の評価

井上 健人 ドローンのCMG援用による姿勢制御に関する研究

大竹 慎吾 強制空冷ヒートシンクの冷却性能の向上に関する研究
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岡 直樹 時間成分の差異を反映したＴＧ－ＤＴＷクラスタリングに基づくドライビングコンピテンシー評価手法の提案

小河 広明 傾斜機能型アブレータの熱防御性能評価解析精度向上に向けた新規モデル構築

金田 太智 待機・迂回を含む後退的行動と接近・接触を含む前進的行動を併せ持つ自律移動ロボットの統合的軌道計画に関する研究

加邉 直弥 つらい運動とモノアミン神経の関連

岸田 悠佑 ディーゼルエンジン用はすば歯車のラトル音低減設計に関する研究

黒岩 祐志 ２足ヒューマノイドロボットの遠隔操作技術に関する研究ー操作者・ロボット間の構造の違いを考慮した遠隔操作制御ー

桑田 真優 火星用パラシュートにおける吊索の運動が流体場や天蓋へ及ぼす影響評価

坂 拓実 飛翔する甲虫における広げられた中脚と羽ばたき減衰・停止の関係性

後藤 圭 医用画像から滑らかな形状を抽出する手法の提案

古満 勇汰 ディーゼル重量車の実走行を考慮したThermal management

左近 実智隆 深層学習を用いた人間協働ロボットによる未完作業の継承と修正の実現

島 大輝 甲虫の歩行における爪の機能の把握と爪を模倣した動作が歩行機構に及ぼす影響の調査

下前 快喜 個人差・試行差を考慮した腹腔鏡下手術システムの最適化

杉山 太志 車両構造における荷重伝達における検討

鈴木 滋英 月面縦孔の探査を目的とした小型ロボットに関する研究 ―非接地吊下げ状態における姿勢安定化手法の検討―

ズャーリッチ 和樹 ESNを用いたねじれ紐式アクチュエータの状態推定手法の提案

関根 尚志 シビアアクシデント時の水素処理システムの開発 ～銅系酸化物の還元反応における誘導期間のモデル化～

先 翔太郎 管内移動ロボットに関する研究 ―マルチセンサと機械学習を用いた 鋼管湾曲部が通過可能な 自動制御系の構築―
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桑 聖仁 アクアプラズマ接合を用いた超柔軟な導電接合技術の開発

高野 萌々子 体温と熱流束の高精度推定のための人体と熱環境の相互作用モデルの構築

瀧 翔太 アクティブプレチャンバー方式ガスエンジンにおける未燃HC予測の研究～壁面消炎効果を考慮した3D-CFDによる燃焼解析～

千川 高歩 高ペクレ数流れにおける拡散束の高精度解析

陳 柏陽 静電インクジェット法を利用した高性能なTiO2薄膜の作製と評価

津島 敦史 心筋線維と電気的刺激伝播を考慮した左心室のモデリング

寺江 航汰 植物混生地における農業ロボットシステムに関する研究 ―播種・収穫・剪定を補助するアームの遠隔操作―

永井 洸太郎 サイクロン型掃除機における非定常性を考慮したファン周辺流れ解析

中島 悠太 NC加工におけるエアカット削減に関する研究

中村 健人 酸素高炉による炭素循環を適用した一貫製鉄所の熱物質収支評価

中村 蒼子 管内移動ロボットに関する研究 ―モデルベース開発の手法を用いた空気圧応答遅れ低減のための水圧システムの開発―

西村 剛毅 カテーテル軸流ポンプIMPELLAによる心機能補助性能を評価する拍動循環シミュレータの開発

堀井 誠人 過冷却用スパイラルコイルの特性評価と冷凍サイクルへの応用に関する基礎研究～スパイラルコイル数値解析モデルの検討と冷凍サ
イクルシステムの特性評価～

前田 晃宏 有機太陽電池の有機活性層を大気下で作製する条件の評価と確立

松井 瑛尚 化学吸収法への固液分離プロセスの適用に関する研究 ～実験による準安定領域に基づく固体析出プロセスの最適化～

松繁 怜 操作者との協調運転を考慮したパーソナルモビリティの自動運転システムに関する研究

松田 大作 ポンプ内の紐の相互接触のためのアイソジオメトリック解析の基礎研究
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Master's Thesis Title / Graduate School of Creative Science and Engineering (AY 2020)

水上 英紀 植物混生地における農業ロボットシステムに関する研究 ー植物混生地における種蒔きシステムー

三野 りりあ SPH法を用いたレゴリス採取シミュレーションに関する研究

三輪 温 高階微分を利用した安定化アイソジオメトリック解析法の基礎検討

森脇 涼 心膜製人工僧帽弁の開発に向けた機能性僧帽弁閉鎖不全症病変モデルの開発及び心膜製人工僧帽弁の性能評価

安河内 晃 排熱利用を目的とした吸着式冷凍機の開発研究 ～ 評価機の設計・試作と性能評価 ～

澤 勇人 腫瘍成長における圧力因子の寄与および投薬戦略

山口 薫 複数機検査を想定した二機連結型小径ガス管路網検査ロボットおよび自動制御手法の開発

山 智司 タイヤ実形状による接触および変形を考慮した自動車の空力解析

山田 晃久 人間形サクソフォン演奏ロボットに関する研究 -声道形状が楽器吹鳴音の音色に及ぼす影響の調査-

山田 和俊 ディーゼル用酸化触媒前面における煤詰まりの経時変化予測

和田 智博 人存在領域推定に基づく動的制限空間による人－ロボット協調安全システムの提案

蒋 越 Investigations on Parylene Thin Film Peeling Behavior from Glass Substrate by Experiment and FEM Simulation

XU, Zhaojing Space–Time Computational Thermo-Fluid Analysis of Tire with Actual Geometry

劉 梁 ABS/TiO2ナノ複合膜のセルフクリーニング効果に関する研究
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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 2020)

巫 泳林 荒川堤防決壊時を想定した大規模浸水プロセスと病院・福祉施設の避難に関わるリスクの評価

XIANG, Yiwen An Electrokinetic Remediation System of Cd Contaminated Sediment

聶 菁 Experimental and Analytical Studies on Cold Press-Bent Box Stub-Column Made of SBHS700

JOHNSTON, Jake walter Phytoremediation Capabilities of Gold Crest (Cupressus Macrocarpa) on Hexavalent Chromium and Cadmium

ZHANG, Yuyue Shear Behavior of Centrifugal Steel Fiber Reinforced Concrete Piles: Experimental Investigation and Prediction Method

今西 駿介 地すべりの影響を考慮した橋梁の供用時と解体時の有限要素解析による安全性評価

内田 周作 産業副産物およびコンクリートのCO2固定化性能の実験的評価とLCCO2再評価の提案

オウ カクカク プローブデータを用いた地方部における路線バス遅延と時間信頼性に関する研究

大内 武尊 地域間アクセシビリティに着目した訪日外国人の都道府県間流動の分析

輿水 良亮 ニューラルネットを活用したせん断補強筋を持たないRCはりのせん断耐力評価に関する研究

米田 萌 鋼I形断面桁の曲げおよび曲げ・せん断強度に関する研究

酒井 亮太 地下鉄トンネル検査データに基づく劣化予測と維持管理計画に関する研究

田 知紀 低レベル放射性廃棄物処分に資するCa型ベントナイト混合土の透水係数に及ぼす材料特性の影響評価

貞松 暁大 変水位透水試験装置を用いた低透水性材料の透水係数の測定に関する研究

柴沼 健 せん断補強筋のないRCはりの拡張ストラット-タイモデル

清水 孝憲 ファイトフェントン法による有機汚染土壌修復における過敏感反応の適用に関する研究

朱 純亮 Experimental and Numerical Investigations on Precast RC Beam-to-Beam Connections with Couplers and Shear Keys for Disaster
Resilience Enhancement
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Master's Thesis Title / Graduate School of Creative Science and Engineering (AY 2020)

徐 哲俊 Comparison of structural reliability of RC beams deteriorated by two different accelerated corrosion methods: experimental
investigation and probabilistic modeling

鈴木 瞭 数値解析に基づく洗掘深予測法を用いた橋脚の安定性評価に関する研究

橋 智也 産業廃棄物処分場におけるカルシウムスケール抑制を目指したCa吸着層敷設のための材料選定に資するCa吸着特性評価およびCa
吸着層の仕様設計案

田中 万琳 デザインコンペティション事例から見た現代の橋梁デザインの価値と特色

中村 毬乃 都市の交通体系からみたアフターコロナのライドシェアに関する研究

野谷 風馬 特殊な経路を通過する台風による波浪の再現と地球温暖化後の波浪予測

晝田 雅暉 津波による土砂移動の数値モデルによる再現と物理過程に関する考察

福島 直樹 高齢者の外出や健康状態と地域の特性や交通環境の関係性に関する分析

舩橋 知希 メタンハイドレート生産時における出砂現象とモデル化に関する実験的研究

方 超越 床版損傷・鋼種・腹板幅厚比パラメータが合成桁の耐荷力性能に与える影響

彭 隆 Compressive strength and microstructure of the mortar including a CO2-sequestered material Nesquehonite (MgCO36H2O) and its
possible application for concrete production

松尾 淳史 構造ディテールがガセットプレートおよび格点部の耐荷力に与える影響

森 優斗 高速道路整備時期の違いが地域の発展に与えた影響に関する研究

YAN, Xiaofei Determination of Cation Exchange Capacity (CEC) of Bentonite and the Change in Leached cations (LC) of bentonite in saline
environment
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地球・環境資源理工学専攻/Department of Earth Sciences, Resources and Environmental Engineering

Master's Thesis Title / Graduate School of Creative Science and Engineering (AY 2020)

張晶瑩 大気中陰イオン界面活性物質の動態・起源と環境影響

XU, Zhibin Numerical Investigation on Mass Deviation and Segregation Behavior in Die Filling Process using Multi-sized Particles

ZUBAIR, Yusuf olalekan Removal of arsenic(III/V) and enhanced arsenic(III) removal through catalytic oxidation with peroxymonosulfate (PMS) by zerovalent
iron–magnetite nanocomposites: mechanism elucidation and practical implication

THONG-ON, Oranich Well Placement Optimization for Oil Rim in Gas Condensate Reservoir Using Hybridization of GA-PSO Algorithm

LIU, Yan Chemical Speciation and Magnetic Fractions of Trace Metals in Urban Particulate matter and its Health Risk Assessment

浅井 恵斗 ライサイクルシミュレーションを用いた循環管理と車載用リチウムイオン電池への適用

石井 悠貴 一軸圧縮試験における2成分系粉砕の速度論的検討および鉄鉱石中鉱物種の存在形態評価

石川 航平 PbO-Na2O-SiO2系スラグと貴鉛間の微量元素の分配挙動

井上 信太朗 機械学習を用いた斜長石カソードルミネッセンス特性による火成岩類の源岩判別指標の提示

井上 岳紀 量子化学計算によるSi結晶表面のCO2還元反応に対する触媒作用の評価

大川 翔太郎 人工衛星データを用いた白瀬氷河における氷河損失量に関する研究

大西 真理子 電気パルス粉砕および攪拌型粉砕による炭酸化廃コンクリートからの骨材・セメントペースト の相互分離

岡野 百花 榛名カルデラ形成噴火のマグマ―里見火砕流堆積物からの示唆―

尾見 苑子 不良導体人工二成分系試料における電気パルス粉砕の異相境界面優先破壊機構解明

梶川 友貴 大気汚染が都市型豪雨に及ぼす影響に関する分析化学および気象化学モデルを用いた統合研究

門倉 正和 3段タンクモデルによる酸性坑廃水の新規水質予測モデルの構築及び岩石コアを用いた坑廃水発生機構の地球化学的考察

河合 将人 任意送信電流波形を用いる時間領域電磁探査法の応答計算手法と数値シミュレーション
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Master's Thesis Title / Graduate School of Creative Science and Engineering (AY 2020)

河西 彩 アンコール遺跡及びサンボール・プレイ・クック遺跡に使用されている建築材並びに鉄スラグ・鉄鉱石の研究

木谷 悟郎 榛名カルデラ形成噴火のマグマ―白川火砕流堆積物からの示唆―

栗原 令奈 石灰化機構の解明を目的としたリン脂質加水分解の量子化学計算による解析

後藤 友里絵 都市域における有機エアロゾルの光分解による揮発性有機化合物の生成と健康影響評価

齋藤 啓介 首都圏小規模森林における大気ー森林相互作用：大気浄化能の評価と生物起源揮発性有機化合物によるオゾン生成能の解明

齊藤 創佑 各種増油メカニズムを考慮した炭酸塩岩油層における低塩分濃度水攻法の挙動予測シミュレータの開発及び操業条件最適化プログラ
ムの開発

佐藤 顕 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BVOHダイバーティングエージェント閉塞モデルの開発

佐藤 優衣 金属加工時に発生する切削油剤ミストの分析法の比較・検討

重田 祐 分散型温度圧力データを用いた坑内流量分布逆解析への遺伝的アルゴリズムの適用

杉原 寛紀 希土類元素存在度に基づくエンスタタイトコンドライトの生成過程の考察

薛 静優 シェール層における熱-水-化学-力学連成坑井安定解析モデルの開発

大力 充雄 富士山体を利用した自由対流圏および大気境界層の雲水化学特性の解明

高野 萌実 各種溶接工程により発生するヒューム粒子に関する比較・検討

田名部 大智 坑井近傍のスケール析出を考慮した地熱貯留層挙動予測シミュレータの開発

土屋 宏典 酸化マグネシウム, アルミニウムおよび鉄を用いた 新規生成法により得られた層状複水酸化物の 物理化学的特性および六価セレンの
除去性能

堤 和真 PC用および薄型TV用廃電子基板からの有価金属濃縮・製錬忌避成分除去処理フローの確立

永 太亮 火山灰土壌と酸化マグネシウムを用いたハイドロタルサイトの合成およびその陰イオン吸着能に関する検討
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戸塚 虹介 1723KにおけるAl2O3-CaO-SiO2系スラグと溶銅間の白金の分配に及ぼすZrO2の影響

長尾 思門 火成岩・砂岩貯留層における鉱物固定を考慮した3次元・多成分系 CCS挙動予測シミュレータの開発及びアップスケーリング手法の提
唱

長田 健志 1573 KにおけるFeOx-SiO2二元系の液相線に及ぼすMgOとAl2O3の影響

中野 有紗 イギリス東部および西南日本における大陸地殻風化作用とトアルシアン期海洋無酸素事変の関係

西 麻依子 シリコン系太陽光パネルリサイクルのための偏心型撹拌ミル粉砕による高純度ガラス回収の速度論的考察および各種粉砕による有用金
属回収の検討

新田 彩乃 プラスチックリサイクルのための水流型比重選別機における粒子供給速度及び粒子形状の分離精度への影響評価および臭素系難燃
剤の定量法検討

濱田 敦 クロボク土の特性解明と自然環境がその特性に与える影響に関する研究

藤山 和大 揮発性有機化合物の分解を目的とした金属酸化物触媒による処理性能の向上

松本 侑也 深層学習による空中電磁探査法の水平多層構造における逆解析

丸山 照頼 榛名火山二ッ岳渋川噴火、細粒火砕堆積物の岩石学的特徴

宮倉 寧子 白亜紀中期セノマニアン/チューロニアン境界の有機炭素層序

宮田 匡人 比抵抗モニタリングを用いた汚染水浄化層の有効性と水みちの可視化

山 聡司朗 廃棄物埋立層の内部性状と電気的パラメータの関係に対するモデル実験による検討

山下 奨平 海底熱水鉱床を対象にした過渡応答解析の高速化および高精度化

山下 雄生 二酸化炭素の電気的還元を目的とした銅亜鉛合金ナノ粒子 触媒作製に関する検討

和田 浩樹 Nd2O3-Na2B4O7-Al2O3-SiO2系状態図に基づいたネオジム磁石含有EVローターのリサイクル
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LIANG, Yu Evaluation of the Effect of Blade Shape on Grinding Performance in Disk Mill using DEM Simulation
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