
H31年3月修了プロジェクトレポート発表会プログラム

平成31年1月27日（日）　
会場：田町CIC310号室

時間 学籍番号 学生氏名 タイトル 指導教員

1 10：00　～　10：25 17M52443 児玉　信人 国内電子商取引(EC)市場における「成功」要因に関するオープン
データによる検証

比嘉 藤村 仙石

2 10：25　～　10：50 17M52578 藤田　聡 オープンガバメントデータの利活用を促進する要因について　－
ユーザ視点からの考察ー

橋本 後藤 西條

3 10：50　～　11：15 17M52644 山﨑　洋行 日本陸海軍の太平洋戦争期における研究開発体制についてー原子
爆弾とレーダー開発の比較を事例にー

池上 仙石 橋本

4 11：15　～　11：40 17M52466 小山　智也 製薬企業の疾患領域戦略とグローバル・スペシャリティー・
ファーマ化の方策

仙石 後藤 辻本

5 11：40　～　12：05 17M52532 西村　勇人 ゲノム医療の普及に資する標準化・規制構築に関する考察 仙石 橋本 辻本

6 13：00　～　13：25 17M52414 岡田　欣也
Entry into new therapeutic areas in pharmaceutical business: The effect of alliance
on clinical trials　(製薬業における新疾患領域への参入：臨床試験に対する提携の影
響）

仙石 比嘉 宮崎

7 13：25　～　13：50 17M52495 玉石　祐介 中小建設企業の経営効率に影響を及ぼす潜在要因に関する考察 後藤 藤村 中丸

8 13：50　～　14：15 17M52584 藤戸　肇 電気自動車充電インフラの整備と企業間連携に関する考察 後藤 橋本 辻本

9 14：15　～　14：40 17M52489 曹　治平 Verification for Liquidity of Markeable Securities via Artificial
Market Approach  (人工市場における流動性の検証）

梶川 後藤 中丸

10 14：40　～　15：05 17M52526 中村　義孝 国内情報通信系エンジニアリング会社におけるオープン・イノ
ベーションの有効性についての考察

宮崎 梶川 辻本

11 15：15　～　15：50 17M52503 冨川　忠昭 第三セクター鉄道事業の経営効率評価と改善のための取り組みに
関する研究

後藤 中丸 梶川 西條 橋本

12 15：50　～　16：25 17M52390 天羽　伸二 電力契約の変更行動に関する研究 日高 後藤 辻本 梶川 橋本

13 16：25　～　17：00 16M52664 不動田　朋浩 中小企業が経済的利益と社会的課題の解決を両立させるための条
件に関する研究

辻本 梶川 日高 比嘉 橋本

14 17：00　～　17：35 17M52561 藤井　昇 ビデオゲーム産業のプラットフォームエコシステムにおける補完
者の多様性活用戦略に関する研究

辻本 日高 梶川 藤村 橋本

15 17：45　～　17：55 17M52503 冨川　忠昭

16 17：55　～　18：05 17M52390 天羽　伸二

17 18：05　～　18：15 16M52664 不動田　朋浩

18 18：15　～　18：25 17M52561 藤井　昇

平成31年1月28日（月）　
会場：田町CIC310号室

時間 学籍番号 学生氏名 タイトル 指導教員

1 10：00　～　10：25 17M52555 林　賢太郎 大企業の新規事業創出におけるキーファクターに関する考察 辻本 日高 橋本

2 10：25　～　10：50 16M58684 中塩　優子 特許テキスト情報から語彙間の関係性を抽出するための手法の提
案

梶川 橋本 日高

3 10：50　～　11：15 17M52472 佐藤　厚雄 中小企業の新事業展開におけるクラウドファンディングの利用価
値に関する研究

日高 比嘉 西條

4 11：15　～　11：40 18M52713 岩井　郁実 鉄道駅の現場人員減少下における避難初動体制の検証 日高 西條 齊藤

5 13：00　～　13：25 17M52638 梁川　祥吾 起業家教育の特徴と受講者の性格が起業意思に与える影響につい
て

辻本 仙石 齊藤

6 13：25　～　13：50 17M52609 堀田　大道 日本の医薬品市場の特性から見たバイオシミラー市場への参入要
件

藤村 比嘉 仙石

7 13：50　～　14：15 17M52615 松嶋　美晴 日本のディスプレイ産業における業界再編と技術力の変遷に関す
る考察

藤村 比嘉 辻本

8 14：15　～　14：40 16M52530 加藤　恵子 週刊少年ジャンプにおける作家動向の調査 藤村 辻本 梶川

9 14：40　～　15：05 17M52667 于　漢巍
The Catch-up Strategy of Smartphone Venture Company in China The case of
"Xiaomi"　(中国におけるスマートフォンベンチャーのキャッチアップ戦略"シャオミ"の
事例について）

宮崎 辻本 後藤

10 15：15　～　15：40 17M52450 小林　直樹 食事介助ロボットのユーザーテストを用いた製品改良サイクルの
研究

西條 日高 辻本

11 15：40　～　16：05 17M52650 油布　憲治 企業間連携に於けるクラウドサービスの有効性について　～情報
共有ツールに於ける考察から～

日高 比嘉 梶川

12 16：05　～　16：30 16M58715 松本　謙一 中国深圳におけるエコシステム形成過程の分析
※題目変更届未提出の為、旧タイトルまま

辻本 梶川 橋本

13 16：30　～　16：55 16M52693 南　茂樹 自主勉強会の動機づけ要因に関する考察 辻本 日高 橋本

博士進学試験　各10分

休憩　10分

審査員

昼休み

発表15分　質疑応答10分　（入替時間を含む）
※進学予定者　発表時間25分　質疑応答10分・最終試験10分

審査員

昼休み

発表15分　質疑応答10分　（入替時間を含む）
※進学予定者　発表時間25分　質疑応答10分・最終試験10分

休憩10分

休憩10分


	2日案＿1月27日(日)～28日(月)

