
平成27年2月 1日(日)　プロジェクトレポート発表会

会場：田町CIC7階711号室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員 備考

1 10：25　～　10：50 村田　牧子 「患者中心の医療」における製薬企業の役割の考察 田辺　孝二 田中 仙石

2 10：50　～　11：15 大貫　剛
水道事業におけるマネジメント能力の民間移転に関する考

察
田辺　孝二 田中 橋本

3 11：15　～　11：40 遠藤　泰治 企業向けソフトウェアベンダーの競争戦略の考察 田辺　孝二 比嘉 日高

4 11：40　～　12：05 川高　美由紀 新製品を継続的に生み出す組織マネジメントの考察 田辺　孝二 比嘉 田中

5 13：25　～　13：50
Chan Siong Kiat

(チャン シオン キア)
Knowledge Convergence between Cloud Computing and

Big Data and Emerging　Opportunities in Malaysia
宮崎　久美子 田辺 仙石

6 13：50　～　14：15 東　崇城
経営統合等に伴うシステム統合プロジェクトにて統括責任

者が有する判断基準の考察
日高　一義 仙石 梶川

7 14：15　～　14：40 山出　康介
国内ＯＳＳコミュニティ参加者の活動実態と職務満足度に

与える影響の考察
日高　一義 比嘉 西條

8 14：50　～　15：15 高階　建太
鉄道事業者における特許戦略　～特許情報分析による考

察～
田中　義敏 橋本 中野 短縮修了

9 15：15　～　15：40 福田　信成
消費者意見キーワードを利用した特許指標導出手法に関

する一考察
田中　義敏 中野 仙石

10 15：40　～　16:05 大久保　洸平
検索数を用いた旅行者の観光資源に対する興味・関心
のあり方の定量的指標の提案と、それに基づいた旅行

者の行動分析
藤村　修三 日高 西條

11 16：05　～　16：30 寳野　太貴
大学組織における研究者の多様性とパフォーマンスの

関係に関する考察
藤村　修三 橋本 仙石

12 16:40　～　17：05 林田　研吾 特許情報を用いた天然ガス技術の分析 田中　義敏 辻本 橋本

13  17：05　～　17：30 及部　智仁 スタートアップがアクセラレーターに求める期待機能の分析 田辺　孝二 辻本 仙石

14 17：30　～　18：05 澁田　一夫
クラウドソーシングにおける発注方法の違いによる効果の

検証
比嘉　邦彦 辻本 日高 藤村 梶川 短期修了・　博士進学

15 18：05　～　18：30 花岡　良尚
注文住宅におけるオンライン打ち合わせシステムの提

案と有効性の検討
辻本　将晴 比嘉 日高

18：30　～　18：40 澁田　一夫
クラウドソーシングにおける発注方法の違いによる効果の

検証
比嘉　邦彦 辻本 日高 藤村 梶川 博士進学最終試験

平成27年2月 2日(月)　プロジェクトレポート発表会

会場：大岡山　W9-2階演習室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員 備考

1 10：00　～　10：25 片受　駿
長寿リスクのヘッジにおけるlongevity bondの有用性につい

て
二宮　祥一 中野 （仙石）

2 10：25　～　10：50 木本　貴光 64ビット高性能疑似乱数生成器の開発 二宮　祥一 中野 尾形

3 10：50　～　11：15 菊地　真哉 lead-lagのある資産過程モデルの下での裁定機会の研究 二宮　祥一 中野 尾形

4 11：15　～　11：40 　　　　永井　誠
５次楠岡近似に関するマルチレベルモンテカルロ法の有用

性の検証
二宮　祥一 中野 梶川

5 11：40　～　12：05 山木　大輔 年金の安定的な運用について 中野　張 二宮 尾形

6 13：25　～　13：50 藤原　海世 株式市場における流動性の分析 中野　張 二宮 尾形

7 13：50　～　14：15 古賀  匡高 保険会社のヘッジできないリスクを考慮した最適投資戦略 中野　張 二宮 尾形

8 14：15　～　14：40 齊藤　舞
Credit Valuation Adjustment(CVA)とそのDelta計算のライ

ブラリ
中野　張 二宮 尾形

9 15：15　～　15：40 大貫　裕史
組織の雰囲気、及び、個々人の感情がパフォーマンス

に与える影響に関する研究
梶川　裕矢 田辺 田中 短縮修了

10 15：40　～　16：05 杉本　啓祐
複写機メーカーにおける文書管理システムの開発プロセス

が　実務的受容性に与える影響に関する考察
辻本　将晴 藤村 田辺

11 16：05　～　16：30 草刈　智也
原動機付自転車における保有年数の長期化に関する考

察
藤村　修三 辻本 橋本

12 16：30　～　17：05 西尾　精一 日本の鉄鋼業を事例とした産業エコシステム 藤村　修三 辻本 橋本 池上 梶川 博士進学

13 17：15　～　17：40 辛　奉燮
隠れマルコフモデルの音声認識における製品応用に関

する研究
藤村　修三 辻本 梶川

14 17：40　～　18：05 徳備　広太 汎用エンジンの製品ライフサイクルに関する考察 藤村　修三 辻本 梶川

15 18：55　～　18：30 大串　賢
自動車用部品としてのタイヤに関わる企業間関係と技術

開発
藤村　修三 辻本 橋本

18：30　～　18：40 西尾　精一 日本の鉄鋼業を事例とした産業エコシステム 藤村　修三 辻本 橋本 池上 梶川 博士進学最終試験

平成27年2月17日(火)　プロジェクトレポート発表会

会場：田町CIC7階711号室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員 備考

1 13:30 ～　13：55 西田　健太郎
日独のスマートハウス普及のための技術戦略と標準化戦

略
宮崎　久美子 田辺 田中

審査員候補者

昼食

休憩　35分

休憩　10分

※発表15分　質疑応答10分　（入替時間を含む）
※※進学予定者は、発表時間25分　質疑応答10分・最終試験10分。

※発表15分　質疑応答10分　（入替時間を含む）

審査員候補者

審査員候補者

昼食

休憩 10分

休憩　10分
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