
第 2回システム部会研究会プログラム 

期日期日期日期日::::                    2012201220122012 年年年年 8888 月月月月 4444 日日日日    ((((土土土土))))    

会場会場会場会場::::                    東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学すすすすずずずずかかかかけけけけ台台台台キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス    

((((会場会場会場会場のののの場所場所場所場所はははは決まり次第決まり次第決まり次第決まり次第改改改改めめめめてててておおおお知知知知ららららせせせせししししまままますすすす))))    

講演時間講演時間講演時間講演時間: : : : 研究発表：研究成果の発表（発表研究発表：研究成果の発表（発表研究発表：研究成果の発表（発表研究発表：研究成果の発表（発表 20202020 分，質疑応答分，質疑応答分，質疑応答分，質疑応答 10101010 分）分）分）分）    

                                        構想発表：研究構想段階の研究発表（発表構想発表：研究構想段階の研究発表（発表構想発表：研究構想段階の研究発表（発表構想発表：研究構想段階の研究発表（発表 10101010 分，質疑応答分，質疑応答分，質疑応答分，質疑応答 15151515 分）分）分）分）    

    

【【【【10:30 10:30 10:30 10:30 －－－－    12:4012:4012:4012:40】】】】    

    

会場会場会場会場 AAAA    ((((チェアチェアチェアチェア: TBA: TBA: TBA: TBA))))    

    

1. 1. 1. 1. 穀物市場の価格変動要因に関する一考察穀物市場の価格変動要因に関する一考察穀物市場の価格変動要因に関する一考察穀物市場の価格変動要因に関する一考察    

            〇〇〇〇    谷口舞谷口舞谷口舞谷口舞    ((((慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学), ), ), ), 高橋大志高橋大志高橋大志高橋大志    

    

2. 2. 2. 2. エージェントベースシミュレーションを用いた都市のエージェントベースシミュレーションを用いた都市のエージェントベースシミュレーションを用いた都市のエージェントベースシミュレーションを用いた都市のスプロール化に影響スプロール化に影響スプロール化に影響スプロール化に影響

される収益と費用の分析される収益と費用の分析される収益と費用の分析される収益と費用の分析    

            ○○○○    相澤景相澤景相澤景相澤景    ((((東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学), ), ), ), 市川学市川学市川学市川学, , , , 出口弘出口弘出口弘出口弘    

    

3. 3. 3. 3. 買い物難民発生地域におけるショッピングセンター再生に関する研究買い物難民発生地域におけるショッピングセンター再生に関する研究買い物難民発生地域におけるショッピングセンター再生に関する研究買い物難民発生地域におけるショッピングセンター再生に関する研究    

            〇〇〇〇    小森賢一郎小森賢一郎小森賢一郎小森賢一郎    ((((東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学), ), ), ), 市川学市川学市川学市川学, , , , 出口弘出口弘出口弘出口弘    

    

4. 4. 4. 4. 退職給付制度と企業価値退職給付制度と企業価値退職給付制度と企業価値退職給付制度と企業価値    

            〇〇〇〇    田中園子田中園子田中園子田中園子    ((((慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学), ), ), ), 高橋大志高橋大志高橋大志高橋大志    

    

会場会場会場会場 BBBB    ((((チェアチェアチェアチェア: TBA: TBA: TBA: TBA))))    

    

1. SDM method for players' domain knowledge acquisition in business 1. SDM method for players' domain knowledge acquisition in business 1. SDM method for players' domain knowledge acquisition in business 1. SDM method for players' domain knowledge acquisition in business 

simulation gamesimulation gamesimulation gamesimulation game    

            ○○○○    YANG, Beiyu (YANG, Beiyu (YANG, Beiyu (YANG, Beiyu (横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学), ), ), ), 田名部元成田名部元成田名部元成田名部元成    

    

2. M&A2. M&A2. M&A2. M&A の興隆期における活動促進要因に関する考察の興隆期における活動促進要因に関する考察の興隆期における活動促進要因に関する考察の興隆期における活動促進要因に関する考察    

            〇〇〇〇    折茂雄一郎折茂雄一郎折茂雄一郎折茂雄一郎    ((((慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学), ), ), ), 高橋大志高橋大志高橋大志高橋大志    

    

3. 3. 3. 3. クラウド型ビジネスシミュレーションアーキテクチャクラウド型ビジネスシミュレーションアーキテクチャクラウド型ビジネスシミュレーションアーキテクチャクラウド型ビジネスシミュレーションアーキテクチャ    

            ○○○○    田名部元成田名部元成田名部元成田名部元成    ((((横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学))))    
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4. 4. 4. 4. 山梨県における醸造用ブドウ栽培のためのクラウドを用い山梨県における醸造用ブドウ栽培のためのクラウドを用い山梨県における醸造用ブドウ栽培のためのクラウドを用い山梨県における醸造用ブドウ栽培のためのクラウドを用いた地域連携型防た地域連携型防た地域連携型防た地域連携型防

除支援システムの構築と導入について除支援システムの構築と導入について除支援システムの構築と導入について除支援システムの構築と導入について    

            〇〇〇〇    西岡一洋西岡一洋西岡一洋西岡一洋    ((((岐阜大学岐阜大学岐阜大学岐阜大学), ), ), ), 吉武亨将吉武亨将吉武亨将吉武亨将, , , , 津村忠助津村忠助津村忠助津村忠助    

    

【【【【13131313:30 :30 :30 :30 －－－－    14:314:314:314:30000】】】】    

    

会場会場会場会場 A (A (A (A (司会司会司会司会: : : : 市川学市川学市川学市川学    ((((東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学))))))))    

    

講演講演講演講演: : : : 出口出口出口出口弘弘弘弘    ((((東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学))))    ((((題目未定題目未定題目未定題目未定))))    

    

【【【【14:414:414:414:40 0 0 0 －－－－    16:116:116:116:10000】】】】    

    

会場会場会場会場 AAAA    ((((チェアチェアチェアチェア: TBA: TBA: TBA: TBA))))    

    

1. 1. 1. 1. マルチエージェント型都市モデルと都市経済理論の整合性についての検討マルチエージェント型都市モデルと都市経済理論の整合性についての検討マルチエージェント型都市モデルと都市経済理論の整合性についての検討マルチエージェント型都市モデルと都市経済理論の整合性についての検討    

            〇〇〇〇    大森大森大森大森    良太良太良太良太    ((((豊田中央研究所豊田中央研究所豊田中央研究所豊田中央研究所))))    

    

2. 2. 2. 2. 低品質の商品流通を解消するシグナルのエージェントシミュレーションに低品質の商品流通を解消するシグナルのエージェントシミュレーションに低品質の商品流通を解消するシグナルのエージェントシミュレーションに低品質の商品流通を解消するシグナルのエージェントシミュレーションに

よる検討よる検討よる検討よる検討    

            〇〇〇〇    杜逆索杜逆索杜逆索杜逆索    ((((関西大学関西大学関西大学関西大学), ), ), ), 村田忠彦村田忠彦村田忠彦村田忠彦    

    

3. 3. 3. 3. エージェントベースアプローチによる中国モバイル通信市場におけるプラエージェントベースアプローチによる中国モバイル通信市場におけるプラエージェントベースアプローチによる中国モバイル通信市場におけるプラエージェントベースアプローチによる中国モバイル通信市場におけるプラ

ットフォーム戦略分析ットフォーム戦略分析ットフォーム戦略分析ットフォーム戦略分析    

            ○○○○    WANG, Weiyang (WANG, Weiyang (WANG, Weiyang (WANG, Weiyang (東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学), ), ), ), 市川学市川学市川学市川学, , , , 出口弘出口弘出口弘出口弘    

    

会場会場会場会場 BBBB    ((((チェアチェアチェアチェア: TBA: TBA: TBA: TBA))))    

    

1. 1. 1. 1. 研究開発組織における知識創造を促進する政策分析研究開発組織における知識創造を促進する政策分析研究開発組織における知識創造を促進する政策分析研究開発組織における知識創造を促進する政策分析    

            〇〇〇〇    譚笑譚笑譚笑譚笑    ((((早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学))))    

    

2. 2. 2. 2. イノベーションに向けた集合知形成の研究イノベーションに向けた集合知形成の研究イノベーションに向けた集合知形成の研究イノベーションに向けた集合知形成の研究    

            〇〇〇〇    山内貴弘山内貴弘山内貴弘山内貴弘    ((((筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学))))    

    

3. 3. 3. 3. エージェント・ベース・モデルによるイノベーション要因の分析エージェント・ベース・モデルによるイノベーション要因の分析エージェント・ベース・モデルによるイノベーション要因の分析エージェント・ベース・モデルによるイノベーション要因の分析    

            ○○○○    木村幸平木村幸平木村幸平木村幸平    ((((東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学), ), ), ), 山田隆志山田隆志山田隆志山田隆志, , , , 吉川厚吉川厚吉川厚吉川厚, , , , 山本学山本学山本学山本学, , , , 寺野隆雄寺野隆雄寺野隆雄寺野隆雄    
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【【【【16161616:2:2:2:20 0 0 0 －－－－    17:517:517:517:50000】】】】    

    

会場会場会場会場 AAAA    ((((チェアチェアチェアチェア: TBA: TBA: TBA: TBA))))    

    

1. 1. 1. 1. 関与者の受容性促進のための関与者の受容性促進のための関与者の受容性促進のための関与者の受容性促進のためのABSABSABSABSとゲーミングによとゲーミングによとゲーミングによとゲーミングによるハイブリッドアプローるハイブリッドアプローるハイブリッドアプローるハイブリッドアプロー

チの提案チの提案チの提案チの提案    

        〇〇〇〇    滝沢洋介滝沢洋介滝沢洋介滝沢洋介    ((((早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学), ), ), ), 後藤裕介後藤裕介後藤裕介後藤裕介, , , , 高橋真吾高橋真吾高橋真吾高橋真吾    

    

2. 2. 2. 2. エージェント・エージェント・エージェント・エージェント・    ベース・シミュレーションを用いた教員免許更新制に伴うベース・シミュレーションを用いた教員免許更新制に伴うベース・シミュレーションを用いた教員免許更新制に伴うベース・シミュレーションを用いた教員免許更新制に伴う

教員教育の効果分析教員教育の効果分析教員教育の効果分析教員教育の効果分析    

            〇〇〇〇    矢野雄大矢野雄大矢野雄大矢野雄大    ((((東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学), ), ), ), 吉川厚吉川厚吉川厚吉川厚, , , , 寺野隆雄寺野隆雄寺野隆雄寺野隆雄    

    

3. 3. 3. 3. マルチエージェントシステムによるリアルタイムデータ集計処理の性能評マルチエージェントシステムによるリアルタイムデータ集計処理の性能評マルチエージェントシステムによるリアルタイムデータ集計処理の性能評マルチエージェントシステムによるリアルタイムデータ集計処理の性能評

価価価価    

            〇〇〇〇    村田悠也村田悠也村田悠也村田悠也    ((((東京工業大学東京工業大学東京工業大学東京工業大学), ), ), ), 山本学山本学山本学山本学, , , , 寺野隆雄寺野隆雄寺野隆雄寺野隆雄    

    


