
GEDES Final Presentation for Master Course

Date: February 13, 2020

Venue:B02-05，Bld.4，Ishikawadai

Master student:   Total 17 min (Presentation 12 min, Q&A: 5 min) + Preparation: 1min

Student ID Student Title Supervisor Reviewers

9:00 9:17 18M51636 安喰 基剛

再生可能エネルギーの地域共生に関する要因分析～農山漁村再生可能エネルギー法を対象とし

て～

錦澤 滋雄

村山 武彦

阿部 直也

9:18 9:35 18M51990 Shiyi Yu Content Analysis of Environmental Impact Assessment Portal Site

錦澤 滋雄

村山 武彦

佐藤 由利子

9:36 9:53 18M51808 忠平 佑貴 プノンペン市街地における浸水影響の軽減対策と効果に関する研究 木内 豪 中村 恭志、高木 泰士

9:54 10:11 18M51889 松本 海斗 全球海面水温を用いたインドシナ半島域の降水量将来予測の手法検討 木内 豪 神田 学、中村 恭志

10:12 10:29 18M51932 Huang Yilin Landscape changes in the Cordillera Real、 Andes detected from satellite images

木内 豪

中村 恭志

神田 学、高木 泰士、中村

隆志

10:40 10:57 18M51642 荒井 誠也 トンレサップ湖の水上集落における流動と大腸菌分布の数値解析 中村 恭志 日野出 洋文、木内 豪

10:58 11:15 18M51671 岩﨑 友樹 都市河川でのスカム発生状況の把握に向けたディ ープラ ーニングを用いた画像解析手法の開発 中村 恭志 神田 学、木内 豪

11:16 11:33 18M51731 榊 直人 雪崩一人体連成数値モデルの開発および人体に対する雪崩衝撃力評価 中村 恭志 木内 豪、高木 泰士

11:34 11:51 18M51790 竹澤 卓馬

ニューラルネットワークによる画像要素予測を用いたウェーブレ

ット画像符号化

山下　幸彦 高田 潤一、秋田 大輔

11:52 12:09 18M51719 久保田 悠太郎 種菌の接種がコンポスト化過程における有機物分解にあたえる影響

中崎 清彦

小山 光彦

日野出 洋文、江頭 竜一

13:10 13:27 18M51820 谷口 俊文

Consideration of influence and change in communications induced by eating behavior of elderly

people

高齢者の食事行動がコミュニケーションに対して誘発する影響および変化についての考察

野原佳代子 阿部 直也、高橋 史武

13:28 13:45 18M51665 石橋 耀二 壁関数を用いた格子ボルツマン法による都市大規模乱流シミュレーション

神田 学

稲垣 厚至

中村 隆志、中村 恭志

13:46 14:03 18M51837 成田 悠理 都市化前土地利用データベースを用い推定したヒートアイランド強度のメカニズムの考察

神田学 VARQUEZ

ALVIN

CHRISTOPHER

GALANG

木内 豪、高木 泰士

14:04 14:21 18M51814 田中 遥 炭化水素溶媒を用いた抽出法による製薬工場排水からのアセトニトリルの分離に対する液液平衡

江頭 竜一

鎺 広顕

中﨑 清彦、佐々木 正和

14:30 14:47 18M51843 服部 舜也 ゼオライトによる酸性鉱山廃水に含まれる重金属イオンの平衡吸着

江頭 竜一

鎺 広顕

日野出 洋文、高橋 史武

14:48 15:05 18M53078

SHAMBWEKA

Abednego

Treatment of Mine Wastewater Using Activated Carbon Prepared from Waste Pine Sawdust in

Zambia

江頭 竜一

鎺 広顕

日野出 洋文、高橋 史武

15:06 15:23 18M51903 山下 浩明 くし状金型の積層による側面接触梁集合体型把持デバイスの一体成形 高橋 邦夫 斎藤 滋規、秋田 大輔

Time

休憩約10分

休憩約1時間

休憩約10分



GEDES Final Presentation for Master Course

Date: February 14, 2020

Venue:B02-05，Bld.4，Ishikawadai

Master student:   Total 17 min (Presentation 12 min, Q&A: 5 min) + Preparation: 1min

Student ID Student Title Supervisor Reviewers

9:15 9:32 18M52009 Xiong Yi Field survey and numerical study for recent typhoons and disaster resilience against storm surge in Macau 高木 泰士 神田 学、中村 隆志

9:33 9:50 18M51872 古川 郁貴 ダムブレイク造波実験のゲート開放速度が津波圧力に及ぼす影響に関する研究 高木 泰士 神田 学、中村 隆志

9:51 10:08 18M51777 高橋 篤平 メソ数値気象予報モデルを用いた台風・高潮解析の高度化に関する研究 高木 泰士 神田 学、中村 隆志

10:09 10:26 18M51760 杉生 高行 防潮堤の狭小隙間部から流入する高潮に関する研究 高木 泰士 神田 学、中村 隆志

10:40 10:57 17M58612 顧 任遠 中国・上海における若年世代の老後生活に対する展望とその規定要因 阿部 直也 山下 幸彦、高木 泰士

10:58 11:15 18M51725 国分 紘一郎 水道事業広域化による経営効率性向上の評価 阿部 直也 山下 幸彦、高木 泰士

11:16 11:33 17M51521 相澤 浩明

石垣島吹通川河口沿岸域における現地観測と数値シミュレーションを基にしたマングローブの海草・サンゴに対する

影響評価

中村 隆志 神田 学、高木 泰士

11:34 11:51 17M51610 大塚 春奈 ドローン画像を用いた石垣島吹通川河口沿岸域における海草藻場マッピング 中村 隆志 高木 泰士、山下 幸彦

11:52 12:09 18M53084 TAN Yong Hong

Theoretical method based rain attenuation prediction for Millimeter-Wave Radio in Tropical Region

（理論的手法に基づく熱帯地域におけるミリ波帯の降雨減衰損失予測）

高田 潤一

神田 学、山下 幸彦、齋

藤 健太郎

13:10 13:27 18M51702 神田 大樹 クレジットカード決済を導入した本邦小売業の特徴とその導入要因の推定 阿部 直也 村山 武彦、錦澤 滋雄

13:28 13:45 18M51895 三谷 宏道 本邦NPOにおける組織の継承課題：東京都の認定NPOを調査対象として 阿部 直也 村山 武彦、錦澤 滋雄

13:46 14:03 18M51754 白井 秀治 小型自動全アルカリ度分析装置の開発 中村 隆志 高木 泰士、秋田 大輔

14:04 14:21 18M51694 岡本 拓也 粗大有機物（CPOM）を含む流域からの有機炭素流出の観測とモデル解析 中村 隆志 木内 豪、山下 幸彦

14:30 14:47 18M51866 船井 隆 日本語学校における構造的問題の要因に関する研究 佐藤 由利子 錦澤 滋雄、高橋 史武

14:48 15:05 18M51978 帥 科磊

Comparison of the Internationalization of Higher Education in Japan and China: Focusing on English-taught Degree

Programs

佐藤 由利子 錦澤 滋雄、高橋 史武

15:06 15:23 18M51926 渡辺 大二郎 インド・アーメダバードにおけるマルチモーダルアプリの実用性の検討

花岡 伸也

 川崎 智也

高田 潤一、山下 幸彦

15:24 15:41 18M51783 田川 帆師

Established Conditions for De-hubbing on Maritime Network

(海運ネットワークにおけるデハブ化成立条件)

花岡 伸也

 川崎 智也

高田 潤一、山下 幸彦、

朝倉 康夫、福田 大輔

15:42 15:59 18M51850 平出 峻

Clarifying the relationship between the seaborne trade flows of landlocked developing countries and the attributes

of their cross-border corridors（内陸開発途上国の海上貿易量とクロスボーダー回廊との関係分析）

花岡 伸也

 川崎 智也

阿部 直也、高木 泰士、

朝倉 康夫、福田 大輔

休憩約10分

休憩約1時間

休憩約10分

Time




