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会場案内図
研究発表および総会は、下の図の 18 号館（国際会議場）で行われます。
A 会場：3 階第 1 会議室
B 会場：3 階第 3 会議室
役員・評議員会：4 階共同研究室 7
総会：3 階第 1 会議室
懇親会：イル デ パン（http://r.gnavi.co.jp/g771600）（国際会議場から徒歩 10 分弱）
新宿区早稲田鶴巻町 537 メゾン三晃 1F

（電話 03-3203-8191）

懇親会場
イル デ パン

学会会場には、ご利用できる駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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１１月３日（土）
９：３０ 大会受付開始

シンポジウム：新産業の創出と地域のクラスター戦略

（A 会場）

司会：大野 髙裕（早稲田大学）
１０：００－１１：００
森川 英明（信州大学）・高橋 正人（信州大学）
「国際市場を前提としたファッションのマーケティング・設計・製造戦略」
１１：００－１２：００
山下 彰一（広島大学名誉教授、国際東アジア研究センター 元所長）
「産業クラスター戦略とその地域発展政策への応用」

シンポジウム：リアル・ファイナンスの新潮流

（A 会場）

日本の新しい選択（エネルギー問題と高齢化社会への対応）
モデレーター：川口 有一郎（早稲田大学）
１３：３０－１４：３０
上杉 武弘（アーサー・Ｄ・リトル（ジャパン）マネジャー）
「東日本大震災後のエネルギー業界における新たな潮流」
１４：３０－１５：３０
松田 智生（株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究センター 主任研究員
シニア・プロジェクトマネージャー）
「プラチナ社会における新産業の創造－日本版 CCRC の試み－」
１５：４０－１６：４０
パネル討論：日本の新産業の可能性-リアルオプションの思考と技術司会：川口 有一郎（早稲田大学）
パネラー：上杉 武弘、松田 智生、他
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研究報告
１０：００－１２：００
B 会場

M&A

座長：佐藤 公俊（早稲田大学）

“Real Option Models for Merger and Acquisition with Considering Economy of
Scale and Production Consolidation”
Yuanbin Wang（横浜国立大学）・Peijun Guo（横浜国立大学）
「リアルオプション・アプローチによる M&A 実施時点の決定」
董 晶輝（東洋大学）・飯原 慶雄
「企業買収における入札競争」
寺田 起也（早稲田大学）
・高橋 啓（早稲田大学）
・大野 髙裕（早稲田大学）
「MBO による上場廃止効果とデフォルトリスクのトレードオフについて」
後藤 允（北海道大学）
「実在する日本のアパレル企業 X 社の買収と将来展開」
関 佳織（信州大学）・髙橋 正人（信州大学）・森川 英明（信州大学）・
高寺 政行（信州大学）･大谷 毅（信州大学）

１７：４５－１９：４５
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懇親会 （イル デ パン）

１１月４日（日）
９：３０ 大会受付開始

研究報告
１０：００－１２：００
A 会場

Workshop 1: Games Strategy and Real Options

（招待研究報告）

Chair: Soichiro Moridaira, Waseda University
“Sports Finance Post Moneyball”
Nobuya Takezawa, Rikkyo University
“Competition and the Bad News Principle in a Real Options Framework”
Katsumasa Nishide, Yokohama National University
Kyoko Yagi, Akita Prefectural University
B 会場

Investment Projects

座長：八木 恭子（秋田県立大学）

「研究開発事業における税額控除の効果」
能登谷 裕樹（秋田県立大学）・八木 恭子（秋田県立大学）・
相馬 隆雄（秋田県立大学）
“The Real Option Model for Urban Renewal Project: A Case Study in Taiwan”
Yu-Hsiang Zao（横浜国立大学）・Peijun Guo（横浜国立大学）
“Sequential Investment, Capacity Sizing, and Dividing Flexibility”
佐藤 公俊（早稲田大学）
・内藤 優太（三菱 UFJ モルガンスタンレー証券）・
高嶋 隆太（千葉工業大学）
“Investment in Alternative Energy Technologies under Physical and Policy
Uncertainty”
Afzal Siddiqui（University College London, Stockholm University）・
高嶋 隆太（千葉工業大学）
“Diversification of Risk Under the Risk Sensitive Measure”
竹澤 直哉（南山大学）
１２：００－１３：００

役員・評議員会

（4 階共同研究室 7）
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１３：１０－１５：１０
A 会場

Workshop 2: Risk Management

（招待研究報告）

Chair: Ryuta Takashima, Chiba Institute of Technology
“Market Risk Management based on Value-at-Risk”
Chunhui Xu, Chiba Institute of Technology, President of Asian
Association of Management Science and Applications
“Public Pension, Longevity and Interest Risk”
Tadashi Uratani, Hosei University
B 会場

Energy

座長：董 晶輝（東洋大学）

「仮想的売却の取引形態に関する考察」
三枝 まどか（電力中央研究所） ・服部 徹（電力中央研究所）
“A Dynamic Pricing Strategy under Renewable Energy Uncertainty- An Efficient
Energy Management of the Smart Community -”
王 媞（早稲田大学）
・山下 大樹（早稲田大学）
・横山 隆一（早稲田大学）・
高森 寛（早稲田大学）・新村 隆英（法政大学）
「競争的電力市場における供給力の確保と信頼度オプション」
服部 徹（電力中央研究所）
「電力の安定供給と原子力発電所の価値」
伊藤 晴祥（ハワイ大学）
・松尾 雄治（マイルストンアセットマネジメント）
「気象リスクと意志決定－情報システム開発の意思決定への四項格子適用可能性－」
青木 克人（三井住友信託銀行）
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１５：２０－１７：２０
A 会場

特別セッション：リアルオプション教育に係わる事例と研究
座長：川口 有一郎（早稲田大学）
コメンテーター：中岡 英隆（首都大学東京）
北村 智紀（ニッセイ基礎研究所）
後藤 允（北海道大学）
小川 康（インテグラート株式会社）

B 会場

査読セッション・コーポレートファイナンス

座長：鈴木 淳生（名城大学）

「企業の投資行動を考慮したコミットメントライン契約の設計」
田山 諭（早稲田大学）・高橋 啓（早稲田大学）・大野 髙裕（早稲田大学）
「経営者へのストックオプション付与と資本構成」
八木 恭子（秋田県立大学）・高嶋 隆太（千葉工業大学）
「リアルオプションを活用した医薬品開発パイプラインのポートフォリオ設計フレー
ムワーク」
末次 浩詩（野村総合研究所）・本谷 高寛（野村総合研究所）
・
小久保 欣哉（野村総合研究所）
“Plug-in Electric Vehicle Markets and its Infrastructure Investment Policies under
Fuel Economy Uncertainty”
山下 大樹（早稲田大学）
・王 媞（早稲田大学）
・横山 隆一（早稲田大学）・
新村 隆英（法政大学）・高森 寛（早稲田大学）
「出版ビジネスにおける利益マネジメントの最適化～増刷オプションを考慮した最適
刷部数決定モデル～」
鈴木 映（学研プロダクツサポート）
・中岡 英隆（首都大学東京）

１７：２５－１８：００

総会 （3 階第 1 会議室）
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キャンパス案内図

最寄り駅と所要時間
JR 山手線 高田馬場駅から徒歩 20 分
西武 新宿線 高田馬場駅から徒歩 20 分
地下鉄東京メトロ 東西線 早稲田駅から徒歩 5 分
副都心線 西早稲田駅から徒歩 17 分
学バス 高田馬場駅 - 早大正門
バス 新宿駅西口 - 早稲田
渋谷駅 - 早大正門
上野広小路 - 早稲田
都電 荒川線 早稲田駅から徒歩 5 分

発行日：2012 年 11 月
製作：日本リアルオプション学会
JAROS2012 大会実行委員会
E-mail: info@realopn.jp
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