
【Independent research project (TSE)】　Program　 2022.2.17, 18

12 minutes in total (7 min for presentation, 4 min for Q&A, 1 min for the preparation)

2022.2.17

Venue: Room B02-B05, Ishikawadai Bldg.4, Ookayama +Zoom

Time Name Supervisor Title Chair

9：30-9：42 成田大悟 林﨑規託 カソード背面ファイバーレーザー加熱式熱電子銃の開発 山下幸彦

9：43-9：55 Ariel Christ Gaynellius 近藤正聡 Corrosion Behavior of Nickel Bearing Materials in Molten FLiNaK and LiCl-KCl 山下幸彦

9：56-10：08
TREETAVEKUL Wanwalee 齊藤滋規

Development of a capillary force manipulation technique using probes with hydrophilic and hydrophobic
surfaces 山下幸彦

10：09-10：21 Chinchuthakun Worameth 山下幸彦 Supervised Monocular Depth Estimation via Ensemble Deep Learning 松本義久

10：22-10：34 厳君一 山下幸彦 畳み込みニューラルネットワークによるテキスト分類手法の改良とそれを用いた感情分析 松本義久

10：35-10：47
汪柯羽 山下幸彦

Parameter optimization for  Gaussian Smoothing and Its differentials using Attenuated Sliding Fourier
Transform 松本義久

11：00-11：12 石田凌 後藤美香 データ包絡分析法（DEA）による在京キー局の番組制作に関する効率性およびその要因分析 林﨑規託

11：13-11：25 古溝尚嘉 野原佳代子 自閉スペクトラム症のコミュニケーション支援について−障害のモデルの視点からの検討− 林﨑規託

11：26-11：38 木内晶基 野原佳代子 Text-to-Color Neural Machine Translation Using Transformer 林﨑規託

11：39-11：51 Muksombat Nutchaya 松本義久 Study of DNA-PKcs function in radiation response using gene knock-out human cells 野原佳代子

11：52-12：04 村松麗斗 松本義久 ゲノム編集技術を用いたDNA修復タンパク質XRCC1/XRCC4の機能解析 野原佳代子

Venue: Room G511, Bldg.G5, Suzukakedai +Zoom

13：30-13：42 岸本公竹 錦澤滋雄 太陽光発電事業における環境紛争の発生状況 村山武彦

13：43-13：55 和田直樹 高橋史武 ごみの分別表のデザイン分析 村山武彦

13：56-14：08 白石慧 高橋史武 水銀の嫌悪感定量化と水銀溶出リスクや最終埋立地への態度に与える影響分析 村山武彦

14：09-14：21 廣瀬梨乃 時松宏治 非住宅建物における太陽光発電導入ポテンシャル推計 錦澤滋雄

14：22-14：34 奥津朋巳 時松宏治 バウハウスの全体像を俯瞰する 錦澤滋雄

14：35-14：47 佐藤慶互 木内豪 浅い閉鎖性水域における洪水時の浮遊物質の挙動に関する研究 錦澤滋雄

14：48-15：00 Fathina Zahidah Ceva 村山武彦 Climate Impacts on Rice Supply from West Java to Jakarta, Indonesia 錦澤滋雄



2022.2.18

Venue: Room B02-B05, Ishikawadai Bldg.4, Ookayama +Zoom

9：30-9：42 劉鐘霊 高橋邦夫 大変形を考慮したはり理論によるはり側面凝着デバイスの理想的な把持軌道 花岡伸也

9：43-9：55 黄暁晴 小原徹 Study on impact of fuel cell design on heat removal performance in fast reactors 花岡伸也

9：56-10：08 Dinh Thi Thanh Thanh 花岡伸也 User satisfaction of motorcycle ride-hailing service in Vietnam 高橋邦夫

10：09-10：21 水谷洋喜 花岡伸也 コロナ禍におけるアメリカ国内航空ネットワークの構造変化 高橋邦夫

10：22-10：34
許冠年 中村隆志

Toward reproducing and predicting red tides and blue tides in Tokyo Bay: A multi-nested hydrodynamic
modeling approach 高橋邦夫

10：35-10：47 錦織晃太郎 中村隆志 Sentinel-2 衛星画像を用いた Spectral Unmixing 法によるサンゴ礁浅海域の水深と海底被覆の同時推定 高橋邦夫

11：00-11：12 山口涼太 因幡和晃 渦発生体によるエンジンECUの空冷効果 筒井広明

11：13-11：25 山口真央 因幡和晃 自然言語処理を活用した革新的アイデア創出ツールの開発 筒井広明

11：26-11：38 Yap Tee Ying 髙田潤一 Device-free Single-person Indoor Localization using Wi-Fi Channel State Information 筒井広明

11：39-11：51 張 鈺軒 髙田潤一 Design of Passive Reflectors for Illumination of Shadowed Regions in 28 GHz 因幡和晃

11：52-12：04 根本一輝 筒井広明 ガウス過程回帰による磁性体を考慮したトカマク磁気面再構成 因幡和晃

13：30-13：42 井上湧次 長谷川純 クライオ標的を用いたレーザーイオン源の炭素イオン供給特性 阿部直也

13：43-13：55 田島 優樹 高木泰士 防波堤基礎の波浪透過性に関する実験と軽石利用に関する試案 阿部直也

13：56-14：08 陳博宇 中崎清彦 Improving the decomposition of organic matter in shrimp sludge by inoculating Streptomyces griseus 阿部直也

14：09-14：21 浅見悠吾 伊藤亜紗 宇佐見英治とジャコメッティ：空虚を孕むデッサンと彫刻 長谷川純

14：22-14：34 小村貴裕 中丸麻由子 多属性意思決定における複数の選択肢の順位付けプロセスとその分析 長谷川純

14：35-14：47 宮﨑聡一朗 秋田大輔 火星凍土の工学的利用に向けた必要エネルギーの基礎的検討 長谷川純

14：48-15：00
Jittaveeroj Itthikorn 阿部直也

Identifying the factors which influence the behavior of working from home under covid-19: a case study
for Bangkok city 長谷川純


