
政策・メディア研究科 ２００１年度秋学期修士課程修了審査最終発表 2002.1.25

【τ１１】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031561 小林 真咲 地域におけるマッチング型保育サービスの現状と展望ーファミリーサポートセンター事業を事例としてー 金子郁容 渡辺靖 濱田庸子
10:00～10:30 2 80031587 木幡 敬史 イギリス教育行政における統一試験政策の導入とその効果に関する研究 金子郁容 渡辺靖 松本孝利
10:30～11:00 3 80032159 廣金 和枝 集合学習への参画認識に関する研究ー学童期の子をもつ親の参画型「家庭教育学級」を事例にしてー 金子郁容 ティースマイヤ 濱田庸子
11:00～11:30 4 80032252 松村 江美子 介護分野における事業型NPOの役割ー介護保険導入による影響と可能性ー 金子郁容 渡辺靖 会田一雄
12:30～13:00 5 80032434 横山 天宗 「地域通貨」その矛盾と可能性～日本の地域通貨の現状分析を通じて～ 金子郁容 渡辺靖 大江守之
13:00～13:30 6 80032512 汪 アンドリューフリーアドレス型オフィスにおける情報共有 金子郁容 渡辺靖 花田光世
13:30～14:00 7 80032566 猪尾 愛隆 ”コミュニティリターンを活用した資金調達ー非金銭的投資誘因の可能性ー 金子郁容 梅垣理郎 花田光世
14:00～14:30 8 89932569 金杉 朋子 中等教育における映像メディアを使用した「表現教育プログラム」の開発と実践 金子郁容 ティースマイヤ 松本孝利
14:30～15:00 9 80032447 李 洪千 マスメディアのシニシズムとその影響：日本の事例を中心に 伊藤陽一 梅垣理郎 加藤文俊
15:00～15:30 10 89931943 原川 貴郎 中国外交のジレンマーコソボ戦争と「平和と発展」論争 小島朋之 梅垣理郎 香川敏幸
15:30～16:00 11 80032042 服部 友紀子 定年退職者のソーシャル・ネットワーク構築における課題と展望ー多摩市シルバー人材センターの事例調査を 奥田敦 梅垣理郎 小熊英二

【τ１１】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031559 倉戸 ミカ 開発事業における住民参加～フィリピン・ボホール州を事例として～ ティースマイヤ 渡辺靖 梅垣理郎
10:00～10:30 2 80031850 チャルローウィーラワ Rural Women in Community Business:A Case Study of Women's weaving Groups in Notheastern Thailand ティースマイヤ 渡辺靖 梅垣理郎

【τ１2】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80032371 保田 智明 会話コミュニケーションを中心とする群像物語の生成～リアルタイムインタラクティブコンテンツにおけるマルチエ奥出直人 稲蔭正彦 金井崇
10:00～10:30 2 80031232 海老原 智 エージェント技術ドメインオントロジーを用いたリアルタイムコンテンツのための自律的シナリオエンジン 奥出直人 稲蔭正彦 金井崇
10:30～11:00 3 80031925 中谷 生 インタラクティブコンテンツにおけるマルチエージェント研究ー会話コミュニケーションゲームの制作 奥出直人 稲蔭正彦 金井崇
11:00～11:30 4 80032133 廣井 洋平 「至高のフロー」のためのインタラクティブ・ラーニング・コンテンツ 奥出直人 千代倉弘明金井崇
12:30～13:00 5 80031323 岡本 藍 ヴィジュアルエンタテイメントを取り巻く環境の現状分析および将来への提言～映画を事例に 有澤誠 金子満 碓井広義
13:00～13:30 6 80031336 小川 秀明 Tangible Media を利用した次世代コミュニケーションメディアデザイン 有澤誠 稲蔭正彦 小檜山賢二

13:30～14:00 7 80031590 近藤 智則 映像による多様な表現とその考察 有澤誠 千代倉弘明小檜山賢二

14:00～14:30 8 80031981 長嶋 裕里香 モーションキャプチャリングシステムおよびキャプチャリングデータを利用したキャラクタアニメーション生成にお 有澤誠 金子満 稲蔭正彦
14:30～15:00 9 80032475 渡辺 俊史 位置情報を利用した移動通信サービスに関する考察 小檜山賢二 中島　洋 碓井広義
15:00～15:30 10 80031953 仲松 勇 非して平均律音楽制作におけるコンピュータの有用性 岩竹徹 ペンローズ高岡　明
15:30～16:00 11 80032027 橋口 幸生 ポピュラー・ミュージックの力学ー’８０年代以降の先駆的ポピュラー・ミュージックの軌跡とその構造ー 岩竹徹 福田和也 ペンローズ

【τ１2】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031126 石村 将太 環境型メディア情報デザインとそれによる人間行動（ライフスタイル）の変化に関する分析 稲蔭正彦 小檜山賢二有澤誠
10:00～10:30 2 80031888 鳥谷部 桜 人が仲介するコミュニケーション支援システムの提案 稲蔭正彦 安村通晃 武山政直
10:30～11:00 3 80031806 武部 佳文 タブレットインターフェースを用いたラティス構造のモデリング 千代倉弘明 金井崇 武藤佳恭
11:00～11:30 4 89931774 豊田 振一朗 Interaction design for cybersound 岩竹徹 奥出直人 石崎俊

【τギャラり】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031010 青木 賢太郎 逆引き電子化辞書の構築とそれを用いたパラフレーズの研究 石崎俊 古川康一 清木康
10:00～10:30 2 80031022 秋友 美穂 連想概念辞書を用いた類似度研究 石崎俊 向井国昭 田中茂範
10:30～11:00 3 80031273 大山 雅敏 アンビエント情報を用いた遠隔コミュニケーション支援の研究 石崎俊 石井威望 安村通晃
11:00～11:30 4 80031286 大和田 健人 コンピュータにおける人らしさの研究 石崎俊 武山政直 安村通晃
12:30～13:00 5 80032055 花川 賢司 ミラーイメージキー配列を用いた片手文字入力システムの研究 石崎俊 大岩元 安村通晃
13:00～13:30 6 80032118 平野 賢史 ケプストラム法を用いた複数旋律の自動採譜 石崎俊 有澤誠 古川康一
13:30～14:00 7 80032187 藤本 勝裕 感情の体系化と感情解析システムの構築 石崎俊 今井むつみ田中茂範
14:00～14:30 8 80032356 森本 由加 共有知識を用いた対話理解システムの構築 石崎俊 小原京子 安村通晃
14:30～15:00 9 80032488 渡邊 紀文 電気緊張距離を用いた脳の情報コーディングの研究 石崎俊 武藤佳恭 古川康一
15:00～15:30 10 80031546 久米 兵衛 バスケットボール熟練競技者の情報受容能力に関する分析 福田忠彦 佐々木三男福本修二
15:30～16:00 11 80032265 松山 剛士 人間の視覚認知と映像の作成システム 福田忠彦 石崎俊 安村通晃

【τギャラり】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031351 小澤 陽介 遺伝子の翻訳終結部位における網羅的コンピュータ解析 冨田勝 内藤泰宏 中山洋一
10:00～10:30 2 80031533 熊谷 禎洋 ｍRNAにおける二次構造解析 冨田勝 内藤泰宏 中山洋一
10:30～11:00 3 80031611 齋藤 裕介 次世代細胞シミュレーション環境の設計・開発および数理解析機構の実装 冨田勝 内藤泰宏 中山洋一
11:00～11:30 4 80032406 山下 智也 好熱性細菌の耐熱性メカニズムの解析 冨田勝 内藤泰宏 中山洋一
11:30～12:00 5 89832666 河村 優美 バクテリアゲノム塩基組成の非対称性生成過程に関する研究 冨田勝 内藤泰宏 中山洋一

【本館第２】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031349 小川 幸 Ｃｏ店の立地に関する研究ー居住スタイルの変化と時間消費型ショップの展開 大江守之 駒井正晶 金安岩男
10:00～10:30 2 80032278 三浦 淳 自律性を重視した都市型工業地域再構成手法の提案 池田靖史 日端康雄 石川幹子
10:30～11:00 3 89832810 光山 毅 住宅の性能と価格に関する調査研究 池田靖史 塚越功 葉祥栄
11:00～11:30 4 80031414 片桐 由希子 大都市郊外における緑地からの環境形成ー横浜市、市街化調整区域を対象とする基礎的研究ー 石川幹子 日端康雄 石崎俊
12:30～13:00 5 80031847 千葉 記生 海水浴保養地の空間校正とその変遷に関する研究～大磯海水浴場を事例として～ 石川幹子 三宅理一 池田靖史
13:00～13:30 6 80031875 手石方 彩夏 都市再開発地を対象とした公開空地分析 石川幹子 日端康雄 塚越功
13:30～14:00 7 80032211 松倉 芳美 都市公園における環境教育についてー鎌倉市立鎌倉中央公園を事例としてー 石川幹子 三宅理一 塚越功
14:00～14:30 8 80032343 森 拓也 大都市臨海部における水辺空間創出に向けた基礎的研究ー東京ベイエリアを対象としてー 石川幹子 梶秀樹 池田靖史
14:30～15:00 9 80031979 中山 学 東京都心地域における人口回復過程からみた居住構造の変容に関する研究 大江守之 日端康雄 福井弘道
15:00～15:30 10 80031743 鈴木 紳吾 リモートセンシングデータの活用による農業の情報化支援：精密農業の実現へ向けて 福井弘道 厳網林 高木勇夫
15:30～16:00 11 80031204 岩瀬 隆太 動態的システムとしてのコミュニケーション空間の設計提案 池田靖史 日端康雄 三宅理一
16:00～16:30 12 80032096 半田 貴昭 動態的空間の設計におけるシミュレーション手法の研究 池田靖史 日端康雄 三宅理一

【本館第２】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031089 飯塚 慶子 SFCユニバーサルデザイン化計画 大江守之 福井弘道 池田靖史

【本館第３】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80032030 橋本 尚久 電気自動車の特性を活かした自動運転の信頼性向上のための研究 清水浩 大前学 冨田勝
10:00～10:30 2 80032397 山越 啓一郎 わが国の建物断熱化に伴うエネルギー消費の変化 清水浩 福井弘道 前田章
10:30～11:00 3 80031217 上野 裕子 密集市街地整備の成立条件 日端康雄 塚越功 池田靖史
11:00～11:30 4 80031442 加藤 靖 戦後の非戦災都市におけるマスタープランと都市形成の関連ー藤沢市を事例としてー 日端康雄 塚越功 梶秀樹
11:30～12:00 5 89932634 福島 賢二 参加型まちづくりにおける電子会議室と地域活動の補完関係～大和市「どこでもコミュニティ」での社会実験を事日端康雄 三宅理一 池田靖史
12:00～12:30 6 80031299 岡田 富博 「空き家」化メカニズムによる木造密集市街地の実態分析ー墨田区京島地区をメインターゲットとしたケーススタ三宅理一 金安岩男 駒井正晶
13:30～14:00 7 80031392 梶浦 ゆみ 歩行運動可視化モデル「MMD」による空間評価手法の提案とその応用 三宅理一 福田忠彦 石川幹子
14:00～14:30 8 80031430 加藤 麻紀 数値流体解析を用いた都市環境解析に関する基礎研究 三宅理一 石川幹子 大岩　元
14:30～15:00 9 80031797 孫 銀・ 密集市街地マスタープログラムー墨田区京島を事例としてー 三宅理一 石川幹子 妹島和世
15:00～15:30 10 80032174 藤田 朗 密集市街地振興策の評価に関する研究-墨田区京島における「アートプロジェクト」「商品開発」を事例としてー 三宅理一 池田靖史 小熊英二
15:30～16:00 11 80032237 松嶋 高樹 人口高齢化と消費動態の計量経済学的分析 小坂弘行 鵜野公郎 大江守之
16:00～16:30 12 89931642 高須賀 大 環境デザインの手法開発とその支援システムの構築 葉祥栄 三宅理一 塚越功

【本館第３】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031076 有冨 雄策 次世代電気自動車の軽量、高剛性ボディの提案と検証 清水浩 青木節子 大江守之
10:00～10:30 2 80031377 垣内 望 社会システム化技術としての未来型交通機関 清水浩 大前学 西岡啓二



【本館第４】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031167 犬塚 記子 「あの国のかたちー判例を片手に、アメリカ社会を探るー」 阿川尚之 福田忠彦 高橋良子
10:00～10:30 2 80031728 末広 多親子 欧州共通運輸政策に関する研究～持続可能な運輸と環境政策統合～ 香川敏幸 青木節子 草野厚
10:30～11:00 3 80031938 中林 啓修 中東欧の国際河川管理に関する制度設計と欧州統合の研究～レジーム論的ガバナンス論の視点から～ 香川敏幸 青木節子 草野厚
11:00～11:30 4 80031609 齊藤 ふみ 国際競争力をめぐる欧州地中海パートナーシップの影響に関する研究～エジプト綿花産業の分析を中心として香川敏幸 奥田敦 草野厚
12:30～13:00 5 80031364 小野 貴樹 中国の多国間外交～ＡＲＦに対する姿勢の変化と「新安全観」の提起～ 小島朋之 香川敏幸 田島英一
13:00～13:30 6 80031715 正司 光則 日米安全保障体制における「極東条項」の成立（1945-1960）ー日米の安全保障構想と「アジア太平洋」認識ー 小島朋之 草野　厚 阿川尚之
13:30～14:00 7 89831241 大森 興治 『沖縄米軍基地をめぐる日本・米国・沖縄県の基地整理・縮小に関する認識とその特徴』～普天間飛行場返還の小島朋之 草野　厚 曽根泰教
14:00～14:30 8 80031784 成 崇 総合保養地域整備法の実証分析 片岡正昭 八木欣之介駒井正晶
14:30～15:00 9 80031702 柴田 恭子 日本における企業の病院経営参入に関する考察 小澤太郎 丸尾直美 青井倫一
15:00～15:30 10 80032293 南 敦資 放送・通信融合時代における競争政策ーネットワーク産業における競争政策論ー 小澤太郎 田村次朗 篠原健
15:30～16:00 11 80031769 鈴木 真弓 エレクトロニックコマースおよびリアルコマース双方を利用する顧客行動の研究ーツタヤおよびツタヤオンライン桑原武夫 森平爽一郎中村修

【本館第４】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031139 伊藤 裕一 ルクセンブルクプロセスの検証ー英国社会労働政策のケース 香川敏幸 駒井正晶 山本純一

【本館第５】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80032328 望月 俊男 高等教育の授業におけるＣＳＣＬの導入と課題～学習者の議論への参加を促す協調学習環境について～ 井下理 村井純 金子郁容
10:00～10:30 2 80032462 若井 憲彰 規制緩和時代を迎えた公益企業の評価～投資家・債権者の視点から殻～ 会田一雄 駒井正晶 柳町功
10:30～11:00 3 80031245 大野 秀敏 汎用CADシステムの利用が企業の技術知識管理に与える影響 榊原清則 花田光世 千代倉弘明

11:00～11:30 4 80031505 岳 彬 中国携帯電話市場における政策及び戦略ー中、日、欧米の比較による 榊原清則 小島朋之 重松淳
11:30～12:00 5 80031966 中村 英敬 農産物の流通に関する調査報告 榊原清則 福井弘道 花田光世
12:00～12:30 6 80032190 古澤 陽子 情報システムの進化に対応したシステムベンダーの戦略分析 榊原清則 花田光世 清木康
13:30～14:00 7 80032450 劉 明 ナレッジマネジメントの観点から見た組織機能の実態 榊原清則 花田光世 清木康
14:00～14:30 8 80031624 酒井 信 批評とその運動性について 福田和也 田中茂範 熊坂賢次
14:30～15:00 9 80032419 山本 修平 特異な発展を遂げているオタク文化の研究とそれらのコンテンツに関するコラム集 福田和也 熊坂賢次 田中茂範
15:00～15:30 10 80032384 山井 志朗 「住宅ローンの信用リスク分析～その発展の過程とデフォルト確率の推計～」 森平爽一郎 駒井正晶 小暮厚之
15:30～16:00 11 89931627 髙木 大輔 実験経済手法による均衡分析ー取引形態間の比較ー 森平爽一郎 渡辺利夫 前田　章
16:00～16:30 12 80031483 川瀬 晶子 Information Processing of Consumers while watching Television Commercials 福田忠彦 重松淳 平高史也

【本館第５】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80032001 名取 滋樹 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽにおける顧客リテンション手法の研究 桑原武夫 花田光世 柳町功
10:00～10:30 2 80032014 二関 元秀 公共図書館と出版産業の利益衡量についての考察 苗村憲司 小宮山宏之渋川雅俊

【ο１１】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031170 今井 良典 遺伝的アルゴリズムを用いた航空機運航時刻表調整システムに関する研究 有澤誠 武藤佳恭 河添健
10:00～10:30 2 80031380 角井 健太郎 半透過オブジェクトの操作による「染み出る」インタフェースの研究 有澤誠 渡辺隆行 安村通晃
10:30～11:00 3 80031640 櫻田 陽介 Inspired Interface：気配情報提示手法に関する研究 有澤誠 仰木裕嗣 安村通晃
11:00～11:30 4 89932136 松浦 高明 一局の将棋を説明するダイジェストを棋譜から生成するシステム 有澤誠 大岩元 古川康一
11:30～12:00 5 80031182 岩井 将行 柔軟で高信頼な分散コンポーネント間接続基盤ソフトウエアの構築 徳田英幸 萩野達也 楠本博之
12:00～12:30 6 80031518 楠本 晶彦 環境情報を利用した情報家電のアクセス制御機構 徳田英幸 清木康 楠本博之
13:30～14:00 7 80032083 原嶋 章介 Dos攻撃に対する逆探知機構の設計と実装 徳田英幸 萩野達也 武藤佳恭
14:00～14:30 8 80032421 由良 淳一 環境適応的なサービス変換機構の構築 徳田英幸 村井純 楠本博之
14:30～15:00 9 89931705 辻山 昭彦 XML文書間の対応一貫性を保持する機構の提案 萩野達也 斎藤信男 服部隆志
15:00～15:30 10 80031091 五十嵐 創 Study on the Relationship between Respiration and Musical Expression by Machine Learning 古川康一 石崎俊 清木康
15:30～16:00 11 80031035 浅加 浩太郎 UMLによるWebサイト作成支援ツールの開発 大岩元 萩野達也 服部隆志
16:00～16:30 12 80032224 松澤 芳昭 オブジェクト指向プログラミング教育に関する研究 大岩元 萩野達也 服部隆志
16:30～17:00 13 80031455 金島 隆弘 Handy Media Design Research for User Experience 福田忠彦 石崎俊 平高史也

【ο１１】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 89931103 岩井 真理子 ラジオメディア・コミュニケーション 熊坂賢次 桑原武夫 加藤文俊
10:00～10:30 2 80031113 石原 ・子 異分野データベース群を対象とした意味的検索空間統合方式に関する研究 清木康 古川康一 金子郁容
10:30～11:00 3 80031862 塚田 浩二 Ubi-Finger:モバイル指向ジェスチャ入力デバイスの研究 徳田英幸 広瀬通孝 安村通晃
11:00～11:30 4 80031771 図子 泰三 ドキュメントデータベースを対象とした文脈理解機能を有するデータマイニング方式に関する研究 清木康 古川康一 武藤佳恭

【ο１２】(2/4) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031063 有賀 征爾 セキュリティーポリシーの統一的管理機構の実現 村井純 中村修 江崎浩
10:00～10:30 2 80031220 江木 啓訓 記録作成を基にした対面議論への参加支援に関する研究 村井純 井下理 徳田英幸
10:30～11:00 3 80031468 川喜田 佑介 仮想センサによる測位装置の汎用化に関する研究 村井純 楠本博之 福井弘道
11:00～11:30 4 80031665 佐藤 雅明 インターネットにおける自動車情報の抽象化およびデータ辞書モデルの設計 村井純 楠本博之 砂原秀樹
11:30～12:00 5 80031834 タムリン アフマド 2D Packet Classification for Internet Protocol 村井純 楠本博之 山口英
12:00～12:30 6 80031994 長橋 賢吾 ドメイン間経路制御における動的な障害検出機構に関する研究 村井純 中村修 江崎浩
13:30～14:00 7 80032068 林 亮 インターネットを用いた授業における文化的実践の支援に関する研究 村井純 金子郁容 佐伯胖
14:00～14:30 8 80032146 廣石 透 適応的放送型映像配信機構に関する研究 村井純 中村修 江崎浩
14:30～15:00 9 80032161 藤枝 俊輔 片方向リンクを含むネットワークにおける動的経路制御機構の研究 村井純 楠本博之 山口英
15:00～15:30 10 80032209 牧 兼充 ベンチャー経営におけるネットワークを活用した取締役会に関する研究 村井純 国領二郎 松本孝利
15:30～16:00 11 80032315 室井 比宏 インターネット上を利用した遠隔教育における講師生徒間のコミュニケーション促進に関する研究 村井純 斎藤信男 大川恵子
16:00～16:30 12 80032369 安田 歩 広域ネットワークにおけるトラフィック特性を考慮した経路選択機構の構築 村井純 楠本博之 山口英
16:30～17:00 13 80032500 渡部 陽仁 インターネットを用いた衛生通信回線制御機構の構築 村井純 楠本博之 山口英

【ο１２】(2/5) 学籍番号 氏 名 題          目 主査 副査 副査
  9:30～10:00 1 80031258 大矢 和宏 Wearble Environmental Mediaを用いたランドスケープデザイン手法の提案 小檜山賢二 石川幹子 フィッシャー
10:00～10:30 2 89932650 松原 大悟 位置情報を用いた情報空間の構築と拡張現実感システムへの応用 小檜山賢二 斎藤信男 萩野達也
10:30～11:00 3 80031427 加藤 直孝 動的時刻表ーＸＭＬデータにもとづく実装 有澤誠 清木康 徳田英幸
11:00～11:30 4 80032105 平澤 暢 駅機能の再構築におけるデザインの研究ー湘南台駅を事例にー 有澤誠 片岡正昭 三宅理一


