
平成30年1月28日（日）　発表会スケジュール
会場：田町CIC7階711号室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員

1  9：45　～　10：10 和田 久美子 国際ビジネス・エコシステムにおける日本のデュアルユース技術戦略の在り方 橋本 梶川 藤村

2  10：10　～　10：35 磯部　宇彰 一般均衡モデルを用いたリニア新幹線が地域経済圏に与える影響の予測 橋本 後藤 梶川

3 10：35　～　11：00 渡辺　肇 サイバー攻撃による個人情報漏洩インシデントについての考察 橋本 仙石 後藤

休憩10分

4 11：10　～　11：35 鵜澤　佳充 東南アジアの健康食品市場における日本企業の強みの特定 仙石 橋本 日高

5 11：35　～　12：00 笠作　貴弥 コモディティ化した製品における新たなサービスとバリューチェーン創出に関する分析 藤村 辻本 比嘉

昼休み

6 13：00　～　13：25 三浦　孝夫 水素エコシステムの可視化と動態分析　―戦略的ニッチの形成とイノベーションの収益化― 辻本 日高 梶川

7 13：25　～　13：50 木下 剛毅 日本のサービス産業における中小企業の人材育成方法に関する一考察 日高 比嘉 辻本

8 13：50　～　14：15 秋山 豪 日本の地震保険選択行動に関する考察 日高 藤村 仙石

9 14：15　～　14：40 斉　向前 ユーザーイノベーションの観点に基づいたSalesforceのユーザーコミュニティに対する考察 日高 比嘉 辻本

休憩10分

10 14：50 ～　15：15 安藤　朗 国内における宇宙探査技術に関わる研究課題の探索 梶川 藤村 橋本

11 15：15　～　15：40 前木　陽 スター研究者のキャリア多様性が研究開発に及ぼす影響の調査 梶川 辻本 藤村

12 15：40　～　16：05 渡邊　嘉久 日米比較による人工知能（AI）ブームの考察 梶川 西條 日高

※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。

審査員



平成30年1月 29日（月）　プロジェクトレポート発表会

会場：大岡山西9号館　プレゼンテーション演習室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員

1  9：45　～　10：10 和田　慶
Asset-liability management with no-shorting constraints under continuous-time mean-variance models
(連続時間平均分散モデルによる空売り禁止制約のもとでの資産負債管理） 中野 二宮 中丸

2 10：10　～　10：35 井部　宏和 国内環境測定分析ビジネスにおける外資系企業の進出に関する考察 宮崎 後藤 辻本

休憩10分

3 10：45　～　11：10 梶原　優
日本の経済制裁に関する意思決定分析
―ロジット分析による定量的アプローチ―

池上 後藤 中丸

4 11：10　～　11：35 竹中 悠馬 事業の海外進出時における影響要因の考察を目的としたワークショップの評価手法に関する研究 西條 仙石 辻本

5 11：35　～　12：00 大橋　匠 福祉デバイスのユーザーテストにおける帰属理論を用いたモチベーション変化の抽出 西條 日高 中丸

昼休み

6 13：00　～　13：25 相原　瑞生 確率的フロンティアモデルを用いた地域銀行の経営効率性分析 後藤 藤村 日高

7 13：25　～　13：50 城下　了輔 DEAおよびMalmquist指標を用いた日米欧の大手建設業の国際比較 後藤 橋本 中丸

8 13：50　～　14：15 高橋　俊史 我が国の電力発電部門および送変配電部門のDEAによる効率性評価 後藤 中丸 仙石

9 14：15　～　14：40 深沢　由斗 日本企業における環境CSRと経営業績の関係分析 後藤 橋本 仙石

休憩10分

10 14：50　～　15：15 山田　祥伍 空間構造上での噂による協力行動の進化と様々な嘘の噂の影響について 中丸 後藤 梶川

11 15：15　～　15：40 辻　敦司 機能性表示食品制度施行と健康食品市場及び関連企業の動向の考察 仙石 辻本 藤村

12 15：40　～　16：05 寺村　聡 埋め込み型医療機器の市場占有率への影響要因の探索と評価：人工関節の事例研究 仙石 比嘉 橋本

休憩10分

13 16：15　～　16：40 中島　陽司 大学発ベンチャー創出における公的研究資金と支援人材の役割 仙石 梶川 橋本

14 16：40　～　17：05 伊波　興一朗 バイオ医薬品分野における創薬プラットフォーム技術と戦略的知財管理 仙石 橋本 辻本

審査員



平成30年2月4日（日）　発表会スケジュール
会場：田町CIC7階711号室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員

1 9：35　～　10：10 加藤　尚吾 学際研究を促進する要因の特定：COIプログラム拠点の事例研究 仙石 辻本 梶川 西條 橋本

2 10：10　～　10：45 佐藤　圭吾 サプリメントの品質管理基準の導入要因に関する研究 仙石 宮崎 橋本 後藤 辻本

3 10：45　～　11：20 宮下　修人 学際・融合研究開発におけるプロジェクト構造の特定と考察 仙石 梶川 辻本 藤村 後藤

1 11：30　～　11：40 加藤　尚吾

2 11：40　～　11：50 佐藤　圭吾

3 11：50　～　12：00 宮下　修人

4 13：00　～　13：35 仲條　誠司 修学旅行における体験活動と感動因子・成長因子の定量的分析 日高 辻本 梶川 比嘉 西條

5 13：35　～　14：10 染田　拓 萌芽的技術の産業への影響を分析するための産業・特許コンコーダンス表の作成と評価 梶川 仙石 後藤 中丸 宮崎

6 14：10　～　14：45 木下　智文 自動運転のエコシステム形成とその変化要因に関する考察 辻本 梶川 仙石 西條 橋本

4 14：55　～　15：05 仲條　誠司

5 15：05　～　15：15 染田　拓

6 15：15　～　15：25 木下　智文

7 15：35　～　16：10 原　浩人 技術倫理に関わる企業不祥事の原因メカニズムに関する事例研究 藤村 辻本 日高 西條 中村昌允

8 16：10　～　16：45 松岡　清一 AIの教師データ作成におけるHuman Based Computationの活用に関する研究 比嘉 日高 藤村 後藤 仙石

7 16：55　～　17：05 原　浩人

8 17：05　～　17：15 松岡　清一

審査員

※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。

休憩10分

博士進学試験　各１０分

休憩10分

博士進学試験　各１０分

昼休み

休憩10分

博士進学試験　各１０分

休憩10分


	発表会 (2)

