
9:30 〜 9:42

9:42 〜 9:57

9:57 〜 10:12

10:12 〜 10:27

10:27 〜 10:42

10:42 〜 11:00

11:10 〜 11:25

11:25 〜 11:40

11:40 〜 12:40 昼休憩

12:40 〜 12:55

12:55 〜 13:10

13:10 〜 13:40

13:50 〜 15:50

16:00 〜 17:00

石渡研究室

石渡研究室

セッション 5 (16:00〜17:00)

佐藤研究室

佐藤研究室

佐藤研究室

佐藤研究室

セッション 2 (11:10〜11:40)

セッション 3 (12:40〜13:40)

セッション 4 (13:50〜15:50)  

小笠原研究室

小笠原研究室

矢部研究室

矢部研究室

矢部研究室

グレブナー基底による幾何学の自動定理証明 (4)上級編 -2017年国際数学オリンピック-

HIVやバセドウ病に関する数理モデリング

時間遅れを持つ３種の被食者-捕食者モデルの進行波解

有限要素法の応用　〜三種の競争系、パターン形成、流体のシミュレーション〜

超離散化と現象の数理モデル　〜交通流モデル、箱玉系〜

確率微分方程式による株価変動のシミュレーション

並列処理を用いた対話的多倍長演算環境MuPATの高速化

グレブナー基底による幾何学の自動定理証明 (3)中級編 -2018年理科大入試問題-

グレブナー基底による幾何学の自動定理証明 (2)初級編 -Steinerの定理-

グレブナー基底による幾何学の自動定理証明 (1)基礎編 -グレブナー基底の概説-

石渡研究室

石渡研究室

石渡研究室

石渡研究室

無制約最適化問題に対する非線形共役勾配法

Mathematicaにおける非線形共役勾配法

機械学習と最適化 (1)  「サポートベクトルマシンのための最適化手法」

機械学習と最適化 (2)  「ラグランジュ関数を用いた最適化手法」

機械学習と最適化 (3)  「スパース学習と最適化手法」

2018年度 応用数学科 卒業研究発表会

複素平面上の根の分離

関川研究室

関川研究室

2018年1月15日（火）231教室

セッション 1 (9:30〜11:00)

単位円内の根の数え上げ

整数係数多項式のGCD

関川研究室

関川研究室

Kharitonov の定理

関川研究室

トーリックイデアルの利用

関川研究室

お手玉におけるサイトスワップの全導出



9:05 〜 9:30

9:30 〜 9:55

9:55 〜 10:20

10:20 〜 10:45

11:00 〜 11:25

11:25 〜 11:50

11:50 〜 12:15

12:15 〜 13:15 昼休憩

13:15 〜 13:40

13:40 〜 14:05

14:05 〜 14:30

14:45 〜 15:10

15:10 〜 15:35

15:35 〜 16:00

16:15 〜 16:40

16:40 〜 17:05

17:05 〜 17:30

セッション 4 (14:45〜16:00)

瀬尾研究室

瀬尾研究室

瀬尾研究室

瀬尾研究室

瀬尾研究室

瀬尾研究室

セッション 1 (9:05〜10:45)
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アイドルへの興味の強さと性格の関連における統計解析

数量化理論I類を用いたメルカリにおけるiPhoneの適正価格についての分析

重回帰分析における食事と健康の関係

各都道府県の交通マナー分析

クラスター分析による高齢者運転免許自主返納と高齢ドライバーの交通事故分析

ランダムフォレスト法を用いた東京ディズニーリゾートの待ち時間予測

重回帰分析による世界の治安に関する統計解析

瀬尾研究室

瀬尾研究室

瀬尾研究室

瀬尾研究室

セッション 2 (11:00〜12:15)

セッション 3 (13:15〜14:30)

主成分分析によるInstagramのフォロワー分析

機械学習によるTwitterバズツイートの分析と生成

プロ野球選手の主成分分析による総合評価

ロジスティック回帰分析による結婚についての女性の価値観の統計解析

主成分分析による教育実習生の現状と課題の分析

重回帰分析とクラスター分析による世界の腐敗の要因分析

瀬尾研究室

瀬尾研究室

セッション 5 (16:15〜17:30)

瀬尾研究室

瀬尾研究室

瀬尾研究室

企業に対する従業員の満足度を評価する

Webプラットフォームサービス「Vorkers」におけるTop32企業のクラスター分析とそのビジネス的検証

2018年1月15日（火）232教室

重回帰分析による世界の幸福度の統計解析

ロシアワールドカップ出場国の分類分けと勝敗要因の分析

瀬尾研究室



9:30 〜 9:45

9:45 〜 10:00

10:00 〜 10:15

10:15 〜 10:30

10:30 〜 10:45

11:00 〜 11:15

11:15 〜 11:30

11:30 〜 11:45

11:45 〜 13:00 昼休憩

13:00 〜 13:15

13:15 〜 13:30

13:30 〜 13:45

13:45 〜 14:00

14:15 〜 14:30

14:30 〜 14:45

14:45 〜 15:00

15:00 〜 15:15

セッション 2 (11:00〜11:45)

セッション 4 (14:15〜15:15)

2018年1月15日（火）233教室

橋口研究室

橋口研究室

橋口研究室

橋口研究室

橋口研究室

WW1時における英国逃亡兵への見せしめ死刑判決と執行数との相関

橋口研究室

労働時間の分析のための Python 環境の構築

橋口研究室

都市部への人口集中に関する数理モデルとデータ解析

橋口研究室

 ランダム行列とリーマンゼータ関数

橋口研究室

2018年度 応用数学科 卒業研究発表会

橋口研究室

エルデシュ・レーニィモデルにおけるコミュニティ検出のための仮説検定とクラスタリング

セッション 1 (9:30〜10:45)

HillーKeller モデルを用いたショートスプリントレコードタイムの分析

種々の Python ライブラリを用いた映画関連のデータの可視化

セッション 3 (13:00〜14:00)

人口動態調査に基づく出生分布による誕生日問題の解とその発展   

唇のランドマークによる笑顔のホテリング検定 

橋口研究室

橋口研究室

橋口研究室

橋口研究室

地震データに対する隠れマルコフモデルのパラメータ推定　

Google検索数を考慮した株式投資のシミュレーション 

SIR-DE モデルによるエボラ出血熱の発生件数のデータ分析 

回帰分析におけるランダムフォレストの性能評価 

ディープラーニングとモンテカルロ法の融合による囲碁の機械学習

文章分類と画像処理におけるL1正則化の効用について

サッカーにおけるレッドカードが得点に与える影響の回帰分析 

橋口研究室

橋口研究室



9:30 〜 10:30

10:40 〜 11:10

11:10 〜 11:40

11:40 〜 12:40 昼休憩

12:40 〜 13:00

13:00 〜 13:20

13:20 〜 13:40

13:50 〜 14:10

14:10 〜 14:30

14:30 〜 14:50

15:00 〜 15:20

15:20 〜 15:40

15:40 〜 16:00

セッション 3 (12:40〜13:40)

セッション 4 (13:50〜14:50)

セッション 5 (15:00〜16:00)

村上研究室

村上研究室

村上研究室

村上研究室

村上研究室

村上研究室

村上研究室

様々な分布における両側 Wilcoxon 検定の非不偏性の検証

最小値型 Zhang 統計量の検出力について

局所最強力順位和検定となる分布の導出

Cucconi 検定に基づく対比較法

2018年度 応用数学科 卒業研究発表会

江川研究室

二部グラフのマッチングとリスト彩色予想について

2018年1月15日（火）234教室

セッション 1 (9:30〜10:30)

Deutsch–Jozsaのアルゴリズム

パラメータ指数分布に基づく検定統計量とその検出力比較

多標本正規分布の分散の検定方法の比較

一般化順位和検定の漸近効率

Reed-Solomon符号とその復号法

採択棄却法による Topp-Leone 分布の順序統計量の積率推定

セッション 2 (10:40〜11:40)

Topp-Leone 分布に基づく順序統計量の積率

柳田研究室

柳田研究室

村上研究室

村上研究室
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