
発表時間（発表15分、質疑10分）

２月６日（水）　　　会場：西９号館３１１号室 博士進学予定者（発表25分、質疑15分）

発表番号 発表時間 発表者氏名 論　　　文　　　題　　　目 指導教員 審査教員 タイムキーパー

1 9：00-9：25 河合 佑介 主幹事証券会社の属性がIPOのアンダープライシングに与える影響 永田 井上、妹尾

2 9：25-9：50 森泉 友梨香 CSR活動と企業価値－企業ライフステージの視点から－ 永田 井上、鈴木

3 9：50-10：15 木村 隆之 プライベートエクティファンドのガバナンス構造の研究 井上 妹尾、永田

4 10：15-10：40 小室 幸人 企業間の類似性とM＆A：テキスト分析アプローチ 井上 中田、永田

10：40-10：50

5 10：50-11：15 白石 勇太郎
Institutional investors,stewardship code and corporate formance:International
evidence（スチュワードシップコード導入後の機関投資家と企業価値，パフォーマン
ス：クロスカントリー分析）

井上 大土井、永田

6 11：15-11：40 楢原 優一 経営者の楽観度ならびに意見のばらつきが企業行動に与える影響 井上 梅室、永田

7
11：40-12：05 昼田 大貴

Post-acquisition performance of domestic and cross-border M&As by Japanese
companies（日本企業による国内外M＆Aのパフォーマンス分析）

井上 妹尾、永田

12：05-13：00

8
13：00-13：25 張 藝樺

How the digital marketing affect customer-perspective value co-creation based
on the fast-fashion apparel purchase behavio

鍾 妹尾、鈴木

9 13：25-13：50 猿渡 輝也 映画の予告動画が興行収入に与える影響分析 鍾 永田、鈴木

10 13：50-14：15 井上 慎治 スマートフォン市場において顧客ロイヤルティに影響を与える要因分析 鍾 田中、妹尾

11 14：15-14：40 野々山 煕 ヘルスケアにおけるITマネジメント能力の研究－IT-CMFのアプローチから 飯島 妹尾、鍾

14：40-14：50

12 14：50-15：15 加藤 拓海 ネット上の新しいコミュニティの形－オンラインサロンに関する考察－ 妹尾 飯島、永田

13 15：15-15：40 立石 健太 「不便益」を利用した製品／サービス開発方法の研究 妹尾 飯島、鈴木

14
15：40-16：20 MAHDAVI DIZAJ Ehsan

Knowledge Sharing in Online Communities of Practice:Cases from the Iranian
Startup Ecosystem

妹尾 飯島、青木、永田、鍾
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発表時間（発表15分、質疑10分）

２月６日（水）　　　会場：西９号館５０８号室

発表番号 発表時間 発表者氏名 論　　　文　　　題　　　目 指導教員 審査教員 タイムキーパー

1 9：00-9：25 石川 俊也 現代日本におけるインフルエンザ流行に関する実証分析 山室 樋口、堀

2 9：25-9：50 小野 幸寛 一般化モーメント法によるパネルデータ乗法モデルの推定 山室 樋口、堀、松下

3 9：50-10：15 森田 啓介 平均処置効果の二重に頑健な推定法について 山室 樋口、塩浦、松下

4 10：15-10：40 井場 涼介 公共プロジェクトの制度設計に関する実験研究 大和 河﨑、福田

10：40-10：50

5 10：50-11：15 徳永 大輝 単峰型選好下における資源配分問題に関する実験研究 大和 河﨑、福田

6 11：15-11：40 青木 健太 情報の非対称性と外部性が存在する時計式オークションの分析 河﨑 大和、福田

7
11：40-12：05 松瀬 智大

A Theoretical Analysis of Matching Problems with Farsighted Agents（主体の先見
性を考慮したマッチング理論）

河﨑 大和、塩浦

12：05-13：00

8 13：00-13：25 古川 将光 環境経営が企業価値に及ぼす影響の分析 大和　増井 樋口、井上

9 13：25-13：50 井上 勇太 大規模なスケジューリング問題に対するフィルター付きビーム探索の研究 水野 飯島、塩浦

10 13：50-14：15 角田 大河 スイッチグラフ問題に対する効率的解法 水野 宮川、中田

11 14：15-14：40 坂倉 将 大規模な副資源付きスケジューリング問題に対する高速解法 水野 塩浦、鈴木

14：40-14：50

12 14：50-15：15 田中 宏昌 搬入傾向を利用した輸出コンテナ蔵置先決定問題のモデル化 水野 松井、中田

13 15：15-15：40 小槙 瑠理子 階層的LDAを用いた有価証券報告書のテキストマイニング 中田 井上、水野

14 15：40-16：05 福永 峻 大規模な物流倉庫における商品のピッキング最適化アルゴリズムの研究 中田 水野、松井

15 16：05-16：30 高 正妍 畳み込みニューラルネットワークを用いた２Dキャラクターのための自動照明効果 中田 宮川、塩浦

16 16：30-16：55 佐藤 駿 リーグ戦におけるクリンチ問題に対するアルゴリズムの研究 塩浦 水野、松井
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発表時間（発表15分、質疑10分）

２月７日（木）　　　会場：西９号館３１１号室

発表番号 発表時間 発表者氏名 論　　　文　　　題　　　目 指導教員 審査教員 タイムキーパー

1
9：00-9：25 以後崎 紘己

抽象度階層とコミュニケーションフローに基づく会話診断：学生－教員間の学術会話へ
の応用

伊藤 妹尾、青木

2
9：25-9：50 井上 壮亮 スマートフォン依存による人体への影響と保護者による強制的介入の効果に関する研究 伊藤 飯島、青木

3 9：50-10：15 小川 拓馬 季節性の需要に対応可能な生産計画法に関する研究 鈴木 飯島、中田

4 10：15-10：40 米田 尚人 製品評価が企業ブランドロイヤルティに与える影響分析 鈴木 井上、鍾

10：40-10：50

5 10：50-11：15 和田 真治 企業と顧客の価値共創がブランドロイヤルティに与える影響分析 鈴木 妹尾、永田

6 11：15-11：40 朱 紅光 合流を考慮した生産ラインにおける変動伝播メカニズムに関する研究 鈴木 水野、宮川

7
11：40-12：05 花村 鴻太郎

注視ヒートマップを入力とした畳み込みニューラルネットワークによる認知タスクの推
定モデルの構築－基礎的な認知タスクと購買意思決定の比較－

青木　中田 伊藤、松井

12：05-13：00

8 13：00-13：25 船津 端希 職場の感情的雰囲気に影響を与える心理的要因 梅室 田中、井上

9
13：25-13：50 清水 那雄

他者支援状況を間接的に観測することによる満足感及び負債感の醸成可能性及びそれら
が利他的互酬性に及ぼす影響

梅室 井上、妹尾

10 13：50-14：15 有満 勇人 高齢者に話しかけてよいタイミングを家庭用ロボットに検知させる手法の提案 梅室 伊藤、青木

11 14：15-14：40 鈴木 理紗子 離れた相手の感情状態を視覚的に知覚することによる感情的反応に関する研究 梅室 青木、鈴木

14：40-14：50

12
14：50-15：15 小川 瑠衣

時間経過に伴う人間のロボットへの信頼の構築過程モデルと自尊感情が信頼に及ぼす影
響

梅室 伊藤、青木

13 15：15-15：40 齋藤 卓志 状況認識レベルと眼球運動特性の関係～航空機操縦と臨床推論の比較検討～ 青木 伊藤、梅室

14
15：40-16：05 新堀 佑樹

インタラクションの有用性とタスク分析に基づく調理支援ツールCooking NavigatARの
開発

青木 伊藤、梅室
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発表時間（発表15分、質疑10分）

２月７日（木）　　　会場：西９号館５０８号室

発表番号 発表時間 発表者氏名 論　　　文　　　題　　　目 指導教員 審査教員 タイムキーパー

1 9：00-9：25 八木 祐樹 訪問順序依存重みを持つ巡回セールスマン問題 松井 塩浦、中田

2 9：25-9：50 川名 哲裕 奇閉路消去問題の厳密解法の提案 松井 水野、塩浦

3 9：50-10：15 西澤 元 2種類のバスからなるバススケジューリング問題の多項式時間解法 松井 水野、塩浦

4 10：15-10：40 東 祥平 コウホートの分析手法に関する評価と実証研究 樋口 山室、松井

10：40-10：50

5 10：50-11：15 大森 一樹 国立大学の効率性分析：パネルデータを用いた確率的フロンティアモデルによる分析 樋口 山室、松井

6 11：15-11：40 小林 俊樹 子育て政策や地域要因が合計特殊出生率に与える影響の実証分析 樋口 山室、大和

7 11：40-12：05 栁沼 拓実 最低賃金が雇用に与える影響に関する実証分析 樋口 山室、大和

12：05-13：00

8 13：00-13：25 久保島 裕太 クラスタリングを用いた分散表現による単語の意味推定 宮川 中田、青木

9 13：25-13：50 吉倉 和秀 ノンパラメトリックな製品特性をもつ工程への事象間時間管理図の適用 宮川 水野、鈴木

10 13：50-14：15 関 翼 複数データから相関を推定した場合のガウス過程モデル 宮川 松井、中田

11 14：15-14：40 徐 安洋 巡航速度制御による航空交通管理手法の提案 松井 水野、中田

14：40-14：50

12 14：50-15：15 達川 愛美 コンテナ船積荷計画におけるスタック数最小化問題 松井 塩浦、中田

13 15：15-15：40 幹 理 兵器割当問題のラグランジュ緩和法による厳密解法 松井 水野、中田

14 15：40-16：05 大原 靖之 病床機能を考慮した二次医療圏における病床配分最適化－地域医療構想への示唆－ 中田 水野、塩浦

15 16：05-16：30 市瀬 将也 階層型マルチラベルニューラルネットワークを用いた特許文書に対するFIの予測 中田 田中、宮川

16：30-16：40

16：40-16：50 MAHDAVI DIZAJ Ehsan

栗栖
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