
 2021年度冬季修士論文発表会プログラム
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月日 時間 グループ 学生番号 氏名 タイトル 月日 時間 グループ 学生番号 氏名 タイトル 月日 時間 グループ 学生番号 氏名 タイトル

1月26日(水） 1月26日(水） 1月26日(水）

生命圏
固体地
球

宇宙惑
星

9:30
地球生命
圏科学

35206149 石水 浩喜

本邦の深水層が形成される湖沼を対象としたリンの地
球化学的循環の比較湖沼学的検討/[Comparative
limnological assessment of phosphorus geochemical
cycle in thermally stratified Japanese lakes]

9:30
固体地球
科学

35206147 飯田 達也

非平面断層の動的破壊シミュレーション: 2011年・2016
年茨城県北部の地震の考察/[Dynamic rupture
simulation on non-planar fault: Consideration of the
2011 and 2016 Northern Ibaraki earthquakes]

9:30
宇宙惑星

科学
35196131 赤玉 裕匡

遠紫外スペクトル測定を通した炭素質隕石の宇宙風
化作用に関する研究/[A study on space weathering
of carbonaceous meteorites by far-ultraviolet
spectroscopy]

10:00
地球生命
圏科学

35206154
宇野 友里
花

Evolutionary process of the wing muscles of birds:
new insights based on evolutionary developmental and
paleontological analyses/[鳥類の翼の筋の進化過程
に関する進化発生学的および古生物学的研究]

10:00
固体地球
科学

35206158 大竹 和機

沈み込み帯の付加体構造を考慮した静的弾性応力場
の計算 ―XBIEMを用いて―/[Elastostatic stress field
of subduction zone with compliant prism calculated by
XBIEM]

10:00
宇宙惑星

科学
35206144 青木 美波

小惑星リュウグウのC型高反射率ボルダーの宇宙風
化特性の解明/[Analysis on the space weathering of
C-type bright boulders on asteroid Ryugu]

10:30
地球生命
圏科学

35206165 菊地 柾斗

Investigation on sexual dimorphism in the caudal
skeleton in extant squamates (Reptilia, Lepidosauria)
and its paleontological implications/[有鱗類（爬虫類、
鱗竜類）の尾椎部骨格における性的二形の検討とそ
の古生物学的意義]

10:30
固体地球
科学

35206170 椚原 光良

岩石非弾性に対する理論的アプローチ; 粒界すべりモ
デルの二次元への拡張/[Theoretical study of rock
anelasticity; Development of a grain-boundary sliding
model in two dimensions]

10:30
宇宙惑星

科学
35206156 海老原 樹

Distributions and Orientations of Boulders on
Asteroid Ryugu: Implications for Surface
Evolution./[小惑星リュウグウ上の岩の分布および向
き：表面進化への示唆]

11:00
固体地球
科学

35206174
小林 旺太
郎

キンバーライトの初生タングステン同位体組成の推定
/[Unraveling the primitive tungsten isotopic
compositions of kimberlites]

11:00
宇宙惑星

科学
35206185 高井 雄大

Surface Age and Resurfacing Processes of Ryugu’s
Boulders Based on Small Crater Statistics/[小クレー
ターの統計に基づく小惑星リュウグウのボルダー表面
の年代と更新過程]

11:30
固体地球
科学

35206180 柴田 勇吾
地震波逆伝播計算に基づく大地震の断層モデル推定
/[Fault model estimation of large earthquakes based
on seismic back-propagation calculation]

11:30
宇宙惑星

科学
35206171 栗田 誠矢

大気形成理論の検証に向けたトランジット時刻変動法
による低密度サブネプチューンの質量決定/[Mass
determination of low density sub-Neptunes by transit
timing variations for testing the atmospheric
formation theory]

生命圏 13:00
地球生命
圏科学

35206155 海老澤 駿

阿武隈山地及び福島県太平洋側地域の表層に見られ
る層状珪酸塩鉱物とその形成過程/[Phyllosilicate
minerals and their formation processes on the surface
of Abukuma plateau and the Pacific side of Fukushima
Prefecture]

固体地
球

13:00
固体地球
科学

35206181
正畑 沙耶
香

御鉢火山1235年噴火堆積物物性の定量化による玄武
岩質爆発的噴火の理解/[Reconstruction of the 1235
explosive basaltic eruption at Ohachi volcano,
Kirishima, Japan, based on physical characterization
of pyroclastic deposits]

宇宙惑
星

13:00
宇宙惑星

科学
35206162

小倉 暁乃
丞

レーザー誘起プラズマ分光法（LIBS）を用いた月面そ
の場元素定量分析法の開発/[Development of a
method for quantitative elemental analysis by laser-
induced breakdown spectroscopy (LIBS) for lunar
surface exploration]

13:30
地球生命
圏科学

35206163
加藤 凜太
郎

津波堆積物の多点放射性炭素年代測定に基づく古津
波履歴推定法の検討/[Development of estimation
method of paleotsunami history based on multipoint
radiocarbon dating of tsunami deposits]

13:30
固体地球
科学

35206182 鈴木 充
Development of high precision La isotope analysis by
MC-ICP-MS/[MC-ICP-MSを用いた高精度La同位体
分析法の開発]

13:30
宇宙惑星

科学
35206220 山本 直輝

月極域探査LUPEXに向けた質量分析器TRITONの開
発/[Development of a Time of Flight Mass
Spectrometer (TRITON) for Lunar Polar Exploration
(LUPEX)]

14:00
地球生命
圏科学

35206164 河合 敬宏

X線顕微鏡を用いた水質変成に伴う炭素質コンドライト
及びリュウグウ中の化学素過程の解明/[Elucidation
of chemical processes in carbonaceous chondrites
and Ryugu during aqueous alteration using X-ray
microscopy]

14:00
固体地球
科学

35206207 前田 拓也

Secondary slip fronts revealed by systematic
detection of tremor migration beneath the Kii
Peninsula/[紀伊半島下の微動マイグレーションの系統
的検出から明らかにした二次的すべりフロント]

14:00
宇宙惑星

科学
35206189 塚本 将史

月の若いクレーターの合成開口レーダー画像の地質
学的解析/[Geological analysis of synthetic aperture
radar (SAR) images of lunar fresh craters]

14:30
地球生命
圏科学

35206172 後藤 大貴

Reconstruction of climate and weather changes by
growth pattern and high resolution geochemical
analyses of fossil Tridacna shells/[シャコガイ化石の
成長線解析と高解像度分析による気候・気象変動復
元]

14:30
固体地球
科学

35206190 堤 裕太郎
Metal-silicate partitioning of carbon and hydrogen
under high pressure/[炭素・水素の高圧下での金属鉄
-珪酸塩間の分配]

14:30
宇宙惑星

科学
35206205 平田 佳織

Constraints on the origin of Phobos based on the
multivariate analysis using the elemental composition
database of astromaterials/[宇宙物質の元素組成
データベースを用いた多変量解析に基づくフォボスの
起源の制約]

15:00
地球生命
圏科学

35206173
小長谷 莉
未

地球化学試料の熱変成及び水質変成に関する同位体
及び化学種の地球化学的指標の開発/[Development
of isotopic and chemical-state signatures for thermal
and aqueous alterations in geochemical samples]

15:00
固体地球
科学

35206195 永井 はるか

表面波波形フィッティングによる海洋地殻及び上部マ
ントル速度構造推定/[Inference of Velocity
Structures of Oceanic Crust and Upper Mantle from
Surface Waveform Fitting]

15:00
宇宙惑星

科学
35206161 沖山 太心

モンテカルロ法に基づく火星ディフューズオーロラの変
動機構の研究/[Study of variation mechanisms of the
Mars diffuse aurora based on a Monte Carlo method]

生命圏 15:45
地球生命
圏科学

35206187
竹田 早英
桂

Fe(II)を含むスメクタイトによるU(VI)のU(IV)への還元
/[Reduction of U(VI) to U(IV) by Fe(II) in smectite]

固体地
球

15:45
固体地球
科学

35206196 夏井 文凜

オリビン水軟化メカニズム解明に向けたリチウム添加
オリビン多結晶体の高温変形実験/[High-temperature
deformation experiments on Li-doped polycrystalline
olivine to elucidate water weakening mechanism of
olivine]

宇宙惑
星

15:45
宇宙惑星

科学
35206151 岩中 達郎

金星探査機あかつきによる紫外画像の解析と放射輸
送計算によるSO2輸送の研究/[Study of SO2
transport in Venus atmosphere using Akatsuki UV
images and radiative transfer calculation]

16:15
地球生命
圏科学

35206188 田中 風羽

放射肋の内部構造に注目したイタヤガイ科の比較形
態/[Comparative morphology of the Pectinidae with
special focus on the internal structure of the radial
rib]

16:15
固体地球
科学

35206201
長谷川 将
弘

Measurements of the compressional velocity of pure
iron up to ~100 GPa/[3000 K employing an internal
resistive heating technique and inelastic X-ray
scattering; Deep insight into the inner core
composition[X線非弾性散乱法-内部抵抗式加熱を利
用した高温高圧下における固体鉄の音速測定]

16:45
地球生命
圏科学

35206199 西村 大樹

Fe(III)-dependent anaerobic methane-oxidizing
activity in a deep underground borehole demonstrated
by in-situ pressure groundwater incubation/[陸域地
下深部における嫌気的メタン酸化代謝の解明]

16:45
固体地球
科学

35206202 馬場 道人

関東周辺の史料を用いた1855年安政江戸地震の余震
活動の分析/[Analysis of Aftershock Activity of the
1855 Ansei-Edo Earthquake Using Historical Data in
and Around the Kanto Region]
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1月27日(木） 1月27日(木） 1月27日(木）

大気海
洋

9:00
大気海洋

科学
35206206 平野 雄介

粗い海底凹凸地形上に形成される乱流混合ホットス
ポットに関する再考察/[Revisiting turbulent mixing
hotspots over rough seafloor topography]

固体地
球

生命圏 9:00
地球生命
圏科学

35206200 沼 倫加
隕石マトリックスに含まれる白金・イリジウム含有超微
粒子の個別同位体分析/[Isotopic analyses of Pt and
Ir from individual fine-particles in chondrite matrix]

9:30
大気海洋

科学
35206160 大藪 良祐

北西太平洋におけるソルトフィンガー型二重拡散対流
の分布と変動に関する研究/[Distribution and
variation of salt-finger double-diffusive convection in
the western North Pacific]

9:30
固体地球
科学

35196133 猪狩 一晟
富士火山の噴火様式多様性をもたらす要素に関する
岩石学的検討/[Petrological study on the cause of
the diversity of eruption styles of Fuji volcano]

9:30
地球生命
圏科学

35206203 東 秀星

地形地質記録に基づく琉球海溝北部の更新世地形発
達史と地震津波規模の解明/[Estimation of the
earthquake and tsunami size and the history of
Pleistocene landform development in northern Ryukyu
Islands based on geological and geomorphological
records]

10:00
大気海洋

科学
35206198 新沼 拓

北太平洋中緯度水温塩分偏差の東進：海洋熱波との
関連/[Eastward propagation of mid-latitude ocean
temperature-salinity anomaly:  link to marine heat
wave]

10:00
固体地球
科学

35206186 髙野 洋輝

Distributed Acoustic Sensingを用いた反射法による三
陸沖海底ケーブル下の地震波構造/[Seismic
structure revealed by reflection survey using
distributed acoustic sensing applying to seafloor cable
off Sanriku]

10:00
地球生命
圏科学

35206212 村田 彬

Paleoclimatic reconstruction of the past 200 years
using cascade tufa and stalagmite from Tokunoshima
Island, Kagoshima Prefecture, Japan/[鹿児島県徳之
島のカスケードトゥファと石筍を用いた過去200年の古
気候復元]

10:30
大気海洋

科学
35206204 樋口 雄紀

Upper ocean temperature variability associated with
the Indian Ocean Dipole revealed by a complex
network/[複雑ネットワーク理論を用いたインド洋ダイ
ポールモード現象に伴う海洋上層の水温変動に関す
る研究]

10:30
固体地球
科学

35206211 宮本 尭
箱根火山の溶岩組成の多様性：統計解析からのアプ
ローチ/[Compositional variability of lavas in Hakone
Volcano: a statistical approach]

10:30
地球生命
圏科学

35206215 森 悠一郎

Hydrogenation of hcp-Fe0.95Si0.05－Implication for
the amount of hydrogen in the Earth's inner
core/[hcp-Fe0.95Si0.05の水素化挙動－地球内核の
水素量の制約]

11:00
大気海洋

科学
35206148 石川 光太

Interdecadal modulation of tropical Indo-Pacific
climate interactions and its effects on the ENSO
evolution/[熱帯インド洋・太平洋における気候相互作
用の数十年規模変調とそのENSOの時間発展への影
響]

11:00
固体地球
科学

35206213 村松 和紀

中央構造線断層帯を対象とした準動的地震シークエン
スシミュレーション/[Quasi-dynamic simulation of
earthquake sequences in the Median Tectonic Line
Fault Zone]

11:00
地球生命
圏科学

35206223 吉田 晶
Microbial Communities in Permeable Sandstone in
Subsurface Sedimentary Rocks/[地下の堆積岩にお
ける透水性砂岩層の微生物群集の解明]

11:30
大気海洋

科学
35206192 寺田 雄亮

Indo-Pacific interbasin exchange of equatorial wave
energy through the Indonesian archipelago in a
reduced gravity model/[インドネシア多島海を通した赤
道波エネルギーの海盆間伝播:1.5層モデルによる考
察]

11:30
固体地球
科学

35206217 諸星 暁之

Formation of plutons constrained by plagioclase
diffusion modelling with an example from the Mikawa
area, Japan/[斜長石の拡散モデリングを用いた深成岩
体形成過程の制約  - 三河地域に分布する深成岩体
の例]

13:00
大気海洋

科学
35206176 坂井 彩織

マッデン・ジュリアン振動の発生過程における混合ロス
ビー重力波の役割の検証/[A study on the role of
mixed Rossby-gravity waves in the initiation process
of the Madden-Julian Oscillation]

固体地
球

13:00
固体地球
科学

35206219 山本 一平

高変成度四万十帯付加体の変形・変成履歴が記録す
る琉球弧における白亜紀の海嶺沈み込み
/[Cretaceous Ridge Subduction beneath the Ryukyu
Arc Recorded by Deformation and Metamorphic
History of High-grade Shimanto Accretionary
Complex]

宇宙惑
星

13:00
宇宙惑星

科学
35206178 寺境 太樹

A novel collisionless fluid plasma model based on a
non-local closure incorporating cyclotron resonance
effect/[サイクロトロン共鳴の効果を取り入れた無衝突
プラズマの新しい流体モデルの研究]

13:30
大気海洋

科学
35206194 刀祢 晴菜

GPM／DPRデータを用いた極端降水イベントの降水特
性と環境場に関する全球的解析/[Global analyses on
precipitation characteristics and environments of
extreme precipitation events extracted from the
GPM/DPR measurements]

13:30
固体地球
科学

35206221 于 凡

Pre-stack depth imaging and pore-fluid pressure
estimation along the Nankai Trough subduction zone
off the Kii Peninsula, SW Japan/[西南日本の紀伊半
島沖南海トラフ沈み込み帯における重合前深度イメー
ジング及び間隙水圧の推定]

13:30
宇宙惑星

科学
35206150 伊名波 翔

Hydrodynamical Study to Elucidate the Formation
Mechanisms of Retrograde Circumplanetary
Disks/[流体数値計算による逆行原始衛星系円盤生
成のメカニズムの解明]

14:00
大気海洋

科学
35206214 茂木 厚志

A study on mechanisms of teleconnection patterns
affecting summer climate over East Asia/[夏季東アジ
ア域に影響を及ぼすテレコネクションパターンのメカニ
ズムに関する研究]

14:00
固体地球
科学

35206225 DIBA Dieno

Subsurface electrical resistivity structure beneath the
southern part of Tohoku, NE Japan, revealed by
magnetotelluric and geomagnetic transfer
functions/[電場磁場・磁場磁場変換関数を用いて明ら
かにした東北地方南部の地下電気比抵抗構造]

14:00
宇宙惑星

科学
35206168 国吉 秀鷹

Radiative MHD simulations of solar coronal loops
considering the energy injection from intergranular
lanes/[粒状班間隙からのエネルギー発生を考慮した
輻射磁気流体シミュレーション]

14:30
システム

科学
35206184 杣木 優介

3次元的ロスビー波束伝播に着目した2019年南半球成
層圏突然昇温の解析/[Three-dimensional Rossby
wave packet propagation in the 2019 Southern
Hemisphere sudden stratospheric warming event]

14:30
宇宙惑星

科学
35206227 周 新宇

Ca II 8542Angstrom synthetic Stokes profile on
chromospheric reconnection events in 2D radiative
MHD simulation of solar active region/[太陽活動領域
の二次元放射MHDシミュレーションにおける彩層磁気
リコネクションに対するカルシウムII 8542オングスト
ローム合成ストークスプロファイル]

15:00
宇宙惑星

科学
35206175 児山 真夕

磁気流体波動による太陽彩層加熱：磁場の傾きに対
する依存性/[Solar chromospheric heating by
magnetohydrodynamic waves: dependence on the
magnetic field inclination]

15:15
大気海洋

科学
35206152 植木 優

氷期における海洋循環の定量的理解に向けた231Pa
／230Th比の数値シミュレーション/[Simulation of
231Pa/230Th ratio for quantitative evaluation of the
change in the Atlantic meridional overturning
circulation during the glacial climate]

15:45
大気海洋

科学
35206183

曽根田 哲
也

氷期の潮汐混合増加に伴う大西洋子午面循環の流量
増加のメカニズム/[The mechanism of strengthening
of the Atlantic Meridional Overturning Circulation
caused by the increase of tidal dissipation in the
glacial age]

宇宙惑
星

15:45
宇宙惑星

科学
35206159 大谷 健人

あらせ衛星の観測データ統計解析に基づく周波数特
性を持つULF波動の研究/[A statistical study on ULF
waves with specific frequency characteristics based
on the observation by the Arase satellite]

16:15
システム

科学
35206169 國吉 優太

氷期の数千年スケール気候変動における大気-海氷-
海洋システムの役割/[The role of the atmosphere-
sea-ice-ocean system in millennial-scale climate
variability during glacial periods]

16:15
宇宙惑星

科学
35206222

YANG
JINGXUAN

Statistical analysis of anisotropy of electron
injections in the inner magnetosphere observed by
the Arase satellite/[あらせ衛星の観測による内部磁
気圏における電子インジェクションの異方性に関する
統計解析]

16:45
システム

科学
35206193

轟木 亮太
朗

 氷床-気候モデリングによる氷期・間氷期サイクルの
周期や振幅の解析/[Analysis of the Period and
Amplitude of Glacial - Interglacial Cycles with Ice-
sheet - Climate modeling]

地球シ
ステム・
大気海
洋

地球シ
ステム・
大気海
洋
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9:00
システム

科学
35206191 常岡 廉

堆積物・花粉化石の放射性炭素年代およびガンマ線
測定に基づく根釧台地上の小規模湿原における完新
世の堆積環境変遷/[Shifts in Holocene wetland
sedimentary environments based on bulk
sediment/flowcytometry-pollen radiocarbon dating
and γ-ray measurements from the Konsen Plateau,
eastern Hokkaido, Japan]

大気海
洋

9:30
システム

科学
35206197 難波 恒太

堆積・初期続成起源黄鉄鉱中の微量元素濃度による
古環境復元への硫黄同位体比を用いた制約
/[Constraints on paleoenvironmental reconstructions
from trace element concentrations in sedimentary
pyrites using sulfur isotopes]

9:30
大気海洋

科学
35206226

テイラー 貴
安努

Mechanisms of Vegetation Variability Over the Past
35 Years and Its Impact on Climate/[過去35年の植生
変動のメカニズムとその気候への影響]

10:00
システム

科学
35206224 レゲット 佳

東北地方における地殻変動履歴復元に向けた高精度
離水年代測定手法の開発と適用/[The Development
and Application of a High-Precision Dating Method for
Crustal Deformation History in Tohoku Region, Japan]

10:00
大気海洋

科学
35206210 松原 大樹

数値気候モデルを用いたエアロゾル・降水相互作用の
研究/[A study of aerosol-precipitation interactions
using a global climate model]

10:30
システム

科学
35206177 坂入 祐地

最終氷期の日本の自然環境が人間活動に及ぼした影
響のモデリング/[Modeling the influence of the natural
environment on Last Glacial human activities in
Japan]

10:30
大気海洋

科学
35206218 山崎 耕平

LESモデルを用いたエアロゾル排出に対する混合相雲
の応答に関する研究/[A study on adjustments of
mixed-phase clouds to aerosol injections with an LES
model]

11:00
システム

科学
35206145 赤堀 愛香

初期地球大気における原始微生物生態系活動の影響
とメタン濃度増幅機構：系外地球類似惑星大気への示
唆/[Influences of primitive microbial activity and
amplification mechanisms for methane concentration
on the early Earth's atmosphere: Implications for
atmospheres of Earth-like exoplanets]

11:00
大気海洋

科学
35206153

丑久保 裕
太

複素散乱振幅センシングを用いた大気中固体エアロゾ
ル測定法の確立/[Measurements of insoluble aerosols
in the atmosphere using complex scattering amplitude
sensing]

11:30
大気海洋

科学
35176197 山口 周将

夏季西部北太平洋の下層雲におけるエアロゾル湿性
除去過程の影響評価/[Impacts of aerosol wet-
removal processes on low-level clouds over the
western North Pacific in summer]

地球シ
ステム


