
都市イノベーション学府　博士論文公聴会（公開）
専攻名：都市イノベーション専攻

学位分野 氏名 主査 論文題名 論文題名の和訳または英訳 日時 場所

博士（学術） 康 翰娜 小宮 正安
韓国映画が再生産する記憶 －韓国フィクション時代劇の拡大と集合的
記憶の形成－

Collective Memory Reproduced by Korean Films: The Expansion of
Korean Fictional Period Movies and the Formation of Collective
Memories

2月8日（水）
13:00～14：00

オンライン

博士（工学） 岩間 将彦 早野 公敏
Durability assessment of high RAP mixture with rejuvenator using SATS
conditioning

再生添加剤を併用し再生骨材配合率を高めた再生アスファルト混合物の
SATSコンディショニングを用いた耐久性評価

2月8日（水）
16:15～17：15

土木棟　2階
セミナー室

博士（工学） CHENG SWEETYEE 大野 敏

Research on Methods of Sustainable Preservation and Utilization of
Historical Assets through Regional Revitalization　- in the case of World
Heritage Site Tajima Yahei Sericulture Farm and its buffer zone Sakai
Shimamura

歴史的資産の持続可能な保存活用と地域活性化の手法の研究
―世界遺産の境島村・田島弥平旧宅とそのバッファゾーンを事例として―

2月7日（火）
14:00～15：30

建築学棟1階
大会議室

博士（工学） NOOR RUSANDI 田村 洋
Study on fatigue resistance of corroded steel girder ends retrofitted
with carbon fiber reinforced polymer

炭素繊維強化ポリマー補修された腐食鋼桁端部の疲労耐久性に関する
研究

2月14日（火）
15:50～17：20

環境情報1号
棟

博士（工学）
PULIGADDA LOHIT
KRISHNA PRANAV

菊本 統
Modeling NAPL dissolution in a water-NAPL-air multi-phase fluid
system in porous media

多孔質媒体内の水-NAPL-空気流体におけるNAPLの溶解特性のモデル
化

2月8日（水）
14:40～

土木棟　2階
セミナー室

博士（工学） 青木 宏明 前川 宏一 腐食損傷した地中RC中空円形断面の破壊と変形モード
Failure and deformational modes of corrosion-damaged
underground RC hollow circular sections

1月30日（月）
13:00～

土木棟1階
会議室

博士（工学） 池谷 風馬 田中 伸治
都市高速道路上での運転行動の経年変化が交通流全体に与える影響
に関する研究

A study on the effects of changes in driving behavior over time on
overall traffic flow on the Tokyo Metropolitan Expressway

2月1日（水） オンライン

博士（工学） 和 暢 田村 洋
Study on rationalization of slip coefficient in high-strength bolted
friction joints for bridges

橋梁の高力ボルト摩擦接合継手におけるすべり係数の合理化に関する
研究

2月14日（火）
14:00～15：30

環境情報1号
棟

博士（工学）
MUNBUA
WICHUDA

藤山 知加子
Coupled dynamic analysis and structural design of a prestressed
concrete spar floater supporting a 10 MW offshore wind turbine

10MW級風車を搭載するプレストレストコンクリート製スパー型浮体の空
力―流体力連成解析および構造設計

2月6日（月）
16:00～

土木棟　2階
セミナー室

博士（工学）
GHAFOOR
MUHAMMAD
TALHA

藤山 知加子
Mix design process for self-compacting geopolymer concrete with consideration
of fresh and hardened mechanical properties

流動性および力学特性を考慮した自己充填ジオポリマーコンクリートの配合設計
法

1月19日（木）
17:00～　　 ※注1

土木棟　2階
セミナー室

博士（工学） 清原 俊彦 杉本 訓祥
鉄筋コンクリート造建築物の梁主筋への機械式定着工法の適用拡大に
関する研究

A Study on Expanding Application Range of Mechanical Anchorage for
Main Rebar in Reinforced Concrete Buildings

1月23日（月）
18:00～

建築学棟1階
大会議室

博士（工学） 橘 雅哉 佐土原 聡 小規模温水２管式地域熱供給配管網の経済的最適化に関する研究
Study on economic optimization of hot water two-pipe local heating
network

2月9日（木）
17:00～

建築学棟1階
大会議室

博士（工学） 佐藤 順子 佐土原 聡
居住地域の自然環境に対する住民の認識と地域満足度との関係分析
-住民の幸福感と地域満足度向上に寄与する自然環境を活用したまちづ
くりに向けて-

The relationship between residents' recognition of nature and
satisfaction with local areas
-For the purpose of town and city planning utilizing nature that
contributes to improving residents’ well-being and satisfaction with
local areas-

2月8日（水 ）
16:30～

建築学棟1階
大会議室

※注1については，秘密保持同意書にサインをした本学関係者のみ聴講可能とします。https://forms.office.com/r/jYATfCJqQs にてお申込み下さい。

オンライン開催の公聴会に参加されたい場合は、都市イノベーション学府係(ses.daigakuin-urb@ynu.ac.jp)までご連絡ください。


