
A）
開始時間 終了時間 氏名 題目 指導教員 審査員 審査員 審査員 審査員

10:00:00 10:25:00 山脇　純一
インターネット広告以降の日本の広告産業におけるアクター　ネットワークの変化についての考察　～広告制
作における技術的観点から～

比嘉邦彦 日髙一義 辻本将晴

10:25:00 10:50:00 吉原 正敦 クラウドソーシングにおける受注者と発注者の継続的関係に関する研究 比嘉邦彦 辻本将晴 日髙一義

10:50:00 11:15:00 池田 海斗 クラウドソーシングのチーム発注と個別分割発注におけるコミュニケーション負荷と納品物の質の比較分析 比嘉邦彦 辻本将晴 藤村修三

11:15:00 11:40:00 平木 克良
グローバル企業の海外R&D拠点から本国への技術移管を促進するローカルコーディネータの役割と要件―サム
スンとLGの事例から―

齊藤滋規 辻本将晴 杉原太郎

11:40:00 12:05:00 李 玉 ビジネスエコシステムの形成と発展における考察（中国ライブコーマスエコシステムを事例に） 日髙一義 辻本将晴 仙石愼太郎

13:00:00 13:25:00 根木裕輔 決済サービスを通じた個人情報の取得と利活用に関する考察 藤村修三 辻本将晴 後藤美香 中村昌允

13:25:00 13:50:00 仁昌寺 大輔
COVID-19に伴う緊急事態宣言発出時の在宅勤務に関する調査　―主観的生産性と解除後の行動差異に関連する
要因―

比嘉邦彦 橋本正洋 辻本将晴

13:50:00 14:15:00 松山 隆 自動運転における必須要素技術の標準化に関する考察 橋本正洋 梶川裕矢 辻本将晴 中村昌允

14:15:00 14:40:00 大西 明人 企業におけるチェンジマネジメントの実践研究 梶川裕矢 辻本将晴 仙石愼太郎

14:40:00 15:05:00 日向野　卓也シェアリングエコノミーサービスを利用するユーザーの行動要因分析 フードデリバリーサービスを対象として 西條美紀 橋本正洋 辻本将晴

15:15:00 15:40:00 新井 俊悟
起業家と投資家の個人的関係とスタートアップ企業の資金調達の関連性に関する考察：Crunchbaseのデータ分
析

辻本将晴 橋本正洋 杉原太郎

15:40:00 16:05:00 濵 希一郎 日本の地球観測衛星産業におけるイノベーターのジレンマに関する考察 - 米国、欧州、日本との比較調査 - 辻本将晴 池上雅子 杉原太郎

16:05:00 16:30:00 西村 望 日本に おけるスマートシティの取組に関する考察 辻本将晴 杉原太郎 池上雅子

16:30:00 16:55:00 田村　麻人 3Dプリンタ市場を題材とした新興市場の市場形成に関する考察 辻本将晴 杉原太郎 笹原和俊

16:55:00 17:20:00 宮澤 友明 日本の創薬ベンチャーと医薬品開発業務受託機関との戦略的提携についての検討 仙石愼太郎 辻本将晴 杉原太郎

17:25:00 17:50:00 土井 泰二 顧客が知覚するスイッチングコストと顧客特性との関係性について　―　日本の携帯電話市場の事例　― 日髙一義 辻本将晴 比嘉邦彦

17:50:00 18:15:00 佐藤 奈生
医療産業のイノベーション創出における規制の保護に間隙を空ける方法に関する考察
～COVID-19パンデミック下の臨床検査産業の観察と分析～

辻本将晴 日髙一義 杉原太郎
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B）
開始時間 終了時間 氏名 題目 指導教員 審査員 審査員 審査員 審査員

10:00:00 10:25:00 眞鍋　泰治
Derivation of Swap Rates for Crypto-Assets using the No-Arbitrage Pricing Theory（無裁定価格理論を用い
た暗号資産に係るスワップレートの導出）

中野 張 後藤美香 仙石愼太郎

10:25:00 10:50:00 下城　理重子特許権侵害に係る損害賠償額の算定と特許法改正の影響　～知的財産の価値評価に関する視点から～ 橋本正洋 梶川裕矢 後藤美香

10:50:00 11:15:00 林祐光 進化シミュレーションによる適応的移動性を持つオフィス空間に関する研究 中丸麻由子 後藤美香 笹原和俊

11:15:00 11:40:00 坂本 将磨 企業関係に基づく株価変動の予測性：通常時とコロナ・ショック時の比較 仙石愼太郎 後藤美香 中丸麻由子

11:40:00 12:05:00 田原淳平 サイバー攻撃が企業価値に与える影響に関する実証研究 後藤美香 比嘉邦彦 杉原太郎

13:00:00 13:25:00 長尾 幸郎 未来洞察活動による新事業創出プロセスについての考察 梶川裕矢 杉原太郎 日髙一義

13:25:00 13:50:00

13:50:00 14:15:00 齋藤 寛彰 電子カルテの移行がユーザエクスペリエンスに与える影響 日髙一義 藤村修三 杉原太郎

14:15:00 14:40:00

14:40:00 15:05:00 鹿間紀男 新型コロナウイルス感染拡大を契機とした働き方の変化の調査 藤村修三 比嘉邦彦 杉原太郎 中村昌允

15:15:00 15:40:00 北野 勇磨 購買に対するリワードに株式を用いることが顧客ロイヤルティに与える影響 日髙一義 後藤美香 仙石愼太郎

15:40:00 16:05:00 河村 明嗣 首都圏の住宅価格と鉄道駅からの徒歩分数の関係の考察 梶川裕矢 日髙一義 後藤美香

16:05:00 16:30:00 由井 俊毅 インクジェットを事例とする技術の応用展開に関する研究 梶川裕矢 橋本正洋 日髙一義

16:30:00 16:55:00 竇 煜 COVID-19による中国EC業及び消費行動の変化についての考察 比嘉邦彦 橋本正洋 後藤美香
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A）
開始時間 終了時間 氏名 題目 指導教員 審査員 審査員 審査員 審査員

9:30:00 10:10:00 今村 悠樹 エコシステムの設計に関する研究 辻本将晴 藤村修三 日髙一義 後藤美香 杉原太郎

10:10:00 10:50:00 齋藤至輝 競争優位を決定するメタ技術の生成・蓄積のメカニズム分析 藤村修三 齊藤滋規 辻本将晴 因幡和晃 杉原太郎

10:50:00 11:30:00 米沢 順 企業の雇用削減行動が株価に与える影響　　　　　　～イベントスタディとTwitter APIを用いた実証分析～ 後藤美香 日髙一義 辻本将晴 中丸麻由子 笹原和俊

11:30:00 12:10:00 冨田 芳紀 低消費電力型Sensor Nodeにおける適用機会についての探索的分析 梶川裕矢 藤村修三 辻本将晴 西條美紀 仙石愼太郎

B）
開始時間 終了時間 氏名 題目 指導教員 審査員 審査員 審査員 審査員

9:30:00 10:10:00 菊池 哲 デジタルヘルス開発におけるアライアンスの意義と効用 仙石愼太郎 梶川裕矢 西條美紀 池上雅子 笹原和俊

進学予定者　発表時間25分　質疑応答15分
令和3年2月1日（月）　Zoom開催

令和3（2021）年3月修了プロジェクトレポート発表会


	210131(A)
	210131 (B)
	210201(A)(B)

