
平成26年2月 2日(日)　プロジェクトレポート発表会

会場：田町CIC7階711号室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員 備考

1 10：00　～　10：25 田口　達朗 科学技術イノベーション政策と法人経営の課題 田辺 孝二 田辺 日高 梶川

2 10：25　～　10：50 梅澤　朋一 ナノインプリント技術の製品応用に関する研究 藤村 修三 藤村 辻本 梶川

3 10：50　～　11：15 西村　りさ
管理職を生み出す母集団としての女性就業者に関
する考察

藤村 修三 藤村 日高 尾形

4 11：15　～　11：40 西尾　泰和
シミュレーションによる破壊的イノベーションの
理解

藤村 修三 藤村 辻本 梶川

5 11：40　～　12：05 尹　象一
次期リリースされるスマートフォンに搭載される
新機能の予測についての研究

田中 義敏 田中 尾形 梶川

6 13：00　～　13：25 杉本　 学
アラミド繊維業界における知財ポートフォリオとノウハ
ウの関係分析

田中 義敏 田中 田辺 日高

7 13：25　～　13：50 赤堀　直生 日本の半導体内製の現状と課題 田辺 孝二 田辺 田中 辻本

8 13：50　～　14：15 亀上　知世子 機能性農産物の海外市場開発のための戦略 田辺 孝二 田辺 田中 辻本

9 14：15　～　14：40 島田　尚人 移動通信事業における開発形態と開発効率の考察 田辺 孝二 田辺 藤村 田中

10 14：40　～　15：05 寺本　吉宏
日本企業の医療機器開発における人的ネットワークの
構造分析

日高 一義 日高 田辺 梶川

11 15：15　～　15：50 杉浦　慎一 SNS利用パターンとユーザー属性の関係 比嘉 邦彦 比嘉 田辺 日高 辻本 梶川 博士進学

12 15：50　～　16：25 徳弘 太郎
余暇学習の eLearning における学習者の学習継続
要因に関する調査研究

比嘉 邦彦 比嘉 藤村 日高 室田 梶川 短縮・博士進学

1 16：35　～16：45 杉浦　慎一 SNS利用パターンとユーザー属性の関係 比嘉 邦彦 比嘉 田辺 日高 辻本 梶川

2 16：45　～16：55 徳弘 太郎
余暇学習の eLearning における学習者の学習継続
要因に関する調査研究

比嘉 邦彦 比嘉 藤村 日高 室田 梶川

平成26年2月2日（日）プロジェクトレポート中間発表会

会場：田町CIC7階711号室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員 備考

1 17：00～17：20 原田　諭
経営資源ベースによる中小企業の経営戦略提案と
考察

比嘉　邦彦

平成26年2月 3日(月)　プロジェクトレポート発表会

会場：大岡山　W9-2階演習室

時間 学生氏名 タイトル 指導教員 備考

1 10：00　～　10：25 宇賀神　翔人 担保付取引におけるデリバティブのプライシング 二宮 祥一 二宮 中野 梶川

2 10：25　～　10：50 佐々木　皓也 MPRに生じるリスクの定義 二宮 祥一 二宮 中野 梶川

3 10：50　～　11：15 鈴木　貴博
Estimation of Lead/lag in Mathematical Finance
（数理ファイナンスにおけるリードラグの推定）

二宮 祥一 二宮 尾形 中野

4 11：15　～　11：40 田辺　郁大
GF(4), GF(16)を用いたGeneralized Niederriter 
sequenceの生成とバリアオプションの価格計算へ
の応用

二宮 祥一 二宮 尾形 中野

5 11：40　～　12：05 吉田　直生
不完全情報下において株式投資判断データから作
るポートフォリオ

二宮 祥一 二宮 尾形 中野

6 13：00　～　13：25 飯塚　太陽
非線形期待値に基づいた新しいリスク尺度につい
て

中野 張 中野 二宮 尾形

7 13：25　～　13：50 邱　 誼 投資に伴う詐欺に対する防衛術 中野 張 中野 二宮 尾形

8 13：50　～　14：15 丹　俊貴

スマートフォンアプリケーション市場における イベントヒ
ストリー(生存時間)分析 
—App Store を対象とした ランキング上位獲得イベント
および その継続時間に影響を及ぼす要因の探索的分
析—

辻本　将晴 辻本 日高 比嘉

9 14：15　～　14：40 中居　康祐
組織内外での共著者ネットワークの多様性と研究成果
のインパクトの関係-豊田中央研究所のR&Dレビュー
を用いた分析-

辻本　将晴 辻本 日高 藤村

10 14：40　～　15：05 福田　佑介
インターネット上での口コミマーケティングの効
果についての研究

日高 一義 日高 比嘉 辻本

11 15：15　～　15：40 佐原　恭平
The Transformation of Network Structure in the 
Aviation Industry by the Cluster Policy（クラスター政策
による航空産業のネットワーク構造の変化）

田辺　孝二 田辺 辻本 梶川

12 15：40　～　16：05 PHAM NHIVUONG
特許情報を用いた国内の家庭用エアコンにおけるダイ
キン工業とパナソニックの技術動向比較

田中 義敏 田中 宮崎 辻本

13 16：05　～　16：30 津谷　薫子 癌製剤に関する医薬企業の用途発明の研究 田中 義敏 田中 辻本 中野

14 16：30　～　16：55 鏑木  結貴
先進国における社会企業の類型と役割に関する調査
研究

梶川 裕矢 梶川 田辺 辻本 短縮修了

15 16：55　～　17：20 萱野　康親
グローバルERPベンダーの日本における特許出願戦
略に関する考察

田中 義敏 田中 日高 梶川

16 17：20　～　17：45 斉藤　志穂里 新液晶パネルIGZOに関する特許戦略 田中 義敏 田中 田辺 尾形

※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。

※発表15分　質疑応答10分　（入替時間を含む）
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