
１月30日（日）A Group　　　発表15分　質疑応答10分

発表者 題目
指導教員
(主査)

審査員 審査員

10:00 ～ 10:25 萬屋 宇人 介護施設の事故記録を用いた見過ごされやすい潜在的事故の抽出の試み 西條 齊藤 中丸

10:25 ～ 10:50 川辺 美香 医療介護の移行期ケアに必要かつセンシティブな情報共有機能の開発と評価 杉原 西條 因幡
10:50 ～ 11:15 志岐 勇馬 常飲者にとってのコーヒーの立ち位置と業界におけるその認識との齟齬 杉原 梶川 因幡

11:15 ～ 11:40 志波 大輝
国内FinTech新興企業によるロビイングの実態と法改正に与える影響
ーオープンAPIに係る銀行法改正の事例研究 ー

齊藤 橋本 辻本

11:40 ～ 12:05 山田 達司 グライダースポーツ の 普及 に向けた 考察 梶川 齊藤 池上

13:00 ～ 13:25 高岡 昌寛 日本における移住・定住促進施策の効果とあり方に関する考察 梶川 橋本 後藤

13:25 ～ 13:50 波多江 将希 CSV ループ 創出フレームワーク の 構 築 梶川 池上 後藤
13:50 ～ 14:15 中川 就介 日本における医用画像診断AI 開発・導入に向けたプライバシー問題に関する調査研究 橋本 仙石 後藤

14:15 ～ 14:40 中村 聡 研究開発型スタートアップへの経営人材の流動化プロセスと要因 仙石 梶川 笹原

14:50 ～ 15:15 酒向 峰行 産業印刷に おける インクジェット 化の進展に関する 考察 辻本 杉原 後藤

15:15 ～ 15:40 石尾 恵朋
高エネルギー加速器研究機構(KEK）を事例とした基礎研究の成果が社会に与える影響
に関する考察

橋本 辻本 仙石

15:40 ～ 16:05 渡邊 淳
内発的動機付けを重視した探索型研究推進においてミドルマネージャーが果たすべき役
割に関する考察

梶川 日髙 仙石

休憩

休憩



１月30日（日）B Group　　　発表15分　質疑応答10分

発表者 題目
指導教員
(主査)

審査員 審査員

10:00 ～ 10:25 細川 啓介 日米欧エネルギーユーティリティ企業の新規ビジネス獲得戦略 後藤 日髙 仙石

10:25 ～ 10:50 土屋 泰樹
都市再生特別地区における公共貢献としてのインキュベーション関連施設に関する研究
―東京都の都市再生特別地区に着目して―

後藤 辻本 仙石

10:50 ～ 11:15 鍵和田 瑶子
The effect of environmental regulation on Japanese foreign direct investment
（環境規制が日本の対外直接投資に与える影響の評価）

日髙 後藤 中丸

11:15 ～ 11:40 長谷川 健人 排出権取引市場における排出枠分配方法がもたらす排出量への影響 中丸 後藤 日髙

11:40 ～ 12:05 久永 治代
情報ゲリマンダリングと投票システムの研究－投票理論とオピニオン・ダイナミクス理
論を用いたマルチ・エージェント・ベース・シミュレーション－

中丸 後藤 笹原

13:00 ～ 13:25 臼杵 俊治 伝統的な製造企業においてデータセンターのマネジメントに齟齬が生じる要因 杉原 日髙 中丸

13:25 ～ 13:50 田中 雅俊 API エコシステムに関する研究　生態・進化学の手法を用いた構造と進化の分析 辻本 笹原 池田

13:50 ～ 14:15 滝波 浩二
日本の大企業におけるイノベーションの実現過程に関する考察
~パナソニックにおける半導体回路の研究開発を中心として

辻本 杉原 日髙

14:15 ～ 14:40 原口 雄一郎 Tokyo2020オリンピックにおけるBtoBスポンサー企業の価値創出に関する考察 日髙 辻本 齊藤

休憩



１月31日（月）　　　発表25分　質疑応答15分

発表者 題目 指導教員(主 審査員 審査員 審査員 審査員

10:00 ～ 10:40 中島 健介
ネットワーク分析を用いた企業研究所の研究の生産性に関する
考察

梶川 笹原 日髙 橋本 仙石

10:40 ～ 11:20 GONGOR
TUVSHIN

サイバーセキュリティ政策・制度の国際比較分析
－米国、英国、EU（エストニア）、日本、モンゴルの事例－

池上 仙石 齊藤 西條 笹原

11:20 ～ 12:00 中島 彰仁 製薬企業における領域戦略と国際戦略との関係性と方策 仙石 辻本 笹原 因幡 橋本

13:00 ～ 13:40 MA YUMING

Bayesian Nonparametric Estimation for Stochastic Local
Volatility Models with High Frequency Data in Financial
Markets
確率的局所ボラティリティモデルのための金融市場の高頻度
データを用いたベイジアンノンパラメトリック推定

仙石 辻本
中田(経営
工学)

松井(経営
工学)

塩浦(経営
工学)

13:40 ～ 14:20 LEE YESUP
医薬品開発における患者中心活動の意義と価値共創：
患者団体の役割と日本での展開

仙石 笹原 西條 因幡 杉原

14:20 ～ 15:00 HARUYAMA
Matthew

Factors influencing users’ willingness to provide explicit
feedback on food delivery platforms
（フードデリバリープラットフォームに対するユーザーの明示
的フィードバックの提供意欲に関する考察）

日髙 笹原 杉原 辻本 池田

休憩
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