
2016/2/12 (Fri)　国際開発工学専攻3月修了発表会プログラム

Total 19 min (Presentation 14 min, Q&A: 5 min) + Preparation: 1min

Time Student Supervisor Title Chair

8:20-8:39 平井 雄之 阿部 直也 東工大における時系列電力消費量の変動要因 高木 泰士

8:40-8:59 髙 健太 高橋 邦夫 電気二重層キャパシタにおける自己放電が充放電効率に及ぼす影響 高木 泰士

9:00-9:19 山本 周 大即 信明 給水養生方法を用いた電気化学的補修工法における各種陽極材の適用に関する実験的検討 高木 泰士

9:20-9:39 柏 雅貴 阿部 直也 環境効率性と経営効率性からみた輸送用機器企業間の比較 高木 泰士

9:40-9:59 祖田 真志 花岡 伸也 東アフリカ内陸国のトランジット貨物における回廊選択 高木 泰士

10:00-10:19 井上 毅郎 山口 しのぶ
Study on the sustainable management and use of participatory education database: Case of
National Education Systems and Policies in Asia-Pacific (NESPAP)

高木 泰士

10:25-10:44
Karakama Ma.Sayori

Defeo
阿部 直也

ANALYZING THE IDEAL PROPERTIES OF DATA VISUALIZATION IN THE WORLD
DEVELOPMENT REPORT

秋田　大輔

10:45-11:04 齋藤 亘 花岡 伸也 クロスボーダー輸送における回廊と海運の競争 秋田　大輔

11:05-11:24 陳 陽 山下 幸彦 大域的射影変換を用いたカメラキャリブレーション 秋田　大輔

11:25-11:44 FU GUANDA 高橋 邦夫 Energy transfer in adhesive contact between PDMS plate and glass lens 秋田　大輔

11:45-12:04
DIALLO DJIBY

MAREMA
高田 潤一

Performance comparison of space-time coding on polarized and non-polarized line-of-sight
multiple input multiple output (MIMO) propagation channels

秋田　大輔

12:05-12:24
HANPINITSAK

PANAWIT
高田 潤一

Geometry based Dynamic Clustering of the Double-Directional Wideband Multipaths
Estimated from an Indoor Measurement at 11 GHz

秋田　大輔

13:20-13:39 寝占 祐太 神田 学 夏期東京湾海風の長期年代変化 山口　しのぶ

13:40-13:59
DARMANTO NISRINA

SETYO
神田 学 Satellite-derived Urban Aerodynamic Parameters for Mesoscale Modeling in Megacities 山口　しのぶ

14:00-14:19 石 振強 江頭 竜一 非食用油を原料としたバイオディーゼル燃料製造における未反応アルコール回収プロセス 山口　しのぶ

14:20-14:39 Alam Dhrubo 花岡 伸也 Role of Paratransit Modes on Accessibility in Khulna, Bangladesh 山口　しのぶ

14:40-14:59
Lykov Stanislav

Sergeevich
花岡 伸也 Application of wireless sensor network for crowd dynamics monitoring 山口　しのぶ

15:05-15:24 樋水 孝弘 中崎 清彦 コンポスト原料を亜臨界水処理することによるコンポスト化への効果 江頭 竜一

15:25-15:44 鶴留 千晶 高木 泰士 Field Survey and Numerical Simulation of Inundation in the Mekong Delta's Largest City 江頭 竜一

15:45-16:04 康 書陽 花岡 伸也 Transit Choice of Asian Hub Airports in Intercontinental Flights 江頭 竜一

16:05-16:24 志村 恭平 大即 信明 促進試験を用いた塗装鋼材およびモルタル被覆鋼材の海洋環境における寿命推定方法 江頭 竜一

16:25-16:44 入江 憲史 山口 しのぶ
Study on sustainable management of ponds and wetlands in World Heritage using GIS:
Case of Luang Prabang, Lao People’s Democratic Republic

江頭 竜一

16:50-17:09 松本 光希 高木 泰士 東日本大震災後の新設減災構造物の有効性の検証 花岡 伸也

17:10-17:29 片桐 隆介 日野出 洋文 インドネシア産天然ゼオライト担持銅触媒を用いた亜酸化窒素の直接分解 花岡 伸也

17:30-17:49 三井 智章 日野出 洋文 FeとMnを担持した(Ti,Zr)2O4複合触媒のNO選択還元活性と耐水蒸気性 花岡 伸也

17:50-18:09 吉田 祐麻 大即 信明 寒冷環境における海水練り水中不分離性コンクリートの施工性能と耐久性の検討 花岡 伸也

18:10-18:29 岩崎 大輔 高橋 邦夫
発電機の出力特性を考慮したエネルギーハーベスティング用スイッチングレギュレータの設
計および制御方法

花岡 伸也

18:35-18:54 閔 天楊 高田 潤一 Development of directional channel sounder using USRP and GNU Radio 山下 幸彦

18:55-19:14 易 成 大即 信明
塩害における日本及びフィリピンで産出されたフライアッシュを用いた海水練り鉄筋コンク
リートの寿命予測

山下 幸彦

19:15-19:34 島原 森 高橋 邦夫 水平力が弾性梁と剛体平面間に働く凝着力に及ぼす影響 山下 幸彦

19:35-19:54 陳 高超 高田 潤一 Radio Propagation Mechanisms for Wireless Body Area Network 山下 幸彦

休憩　（5分間）

8:０0 発表者全員集合　会場設営

休憩　（5分間）

昼休憩

休憩　（５分間）

休憩　（５分間）


