
2月5日（水）　　　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 審査教員
タイム

キーパー

1 9：00-9：25 長谷川 海太郎 潜在連合テストに基づく早期離職に関連する性格・行動態度の検査法 青木 伊藤 梅室

2 9：25-9：50 濱本 亮太 高齢化社会における配送・運転業務の安全: 高齢ドライバーの業務設計に向けて 伊藤 青木 田中

3 9：50-10：15 家鋪 光宏 転売のあるチケット市場における公平性に関する研究 河﨑 大和 福田

4 10：15-10：40 米倉 史博
An experimental omparison of mechanisms for the King Solomon's Dilemma（ソロモン王のジレンマ問
題に関する実験研究）

大和 塩浦 河﨑

5 10：40-11：05 金澤 佑香 ハーディング傾向と信頼性に関する実験研究 大和 樋口 福田

6 11：05-11：30 大谷 優斗 設備メンテナンス投資行動に関する研究 大和 福田 小笠原

7 11：30-11：55 前田 尚輝 リニエンシー制度のモデル分析：裁量型課徴金の影響 大和 福田 河﨑

8 11：55-12：20 篠原 舜一 利己的バイアスと個人特性に関する実験分析 大和 山室 河﨑

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - -

9 13：20-13：45 今泉 浩司 日本の国政選挙における投票行動についての実証分析 山室 樋口 小笠原

10 13：45-14：10 嘉藤 嵩大 仮想通貨の価格編成に関する実証分析 山室 樋口 小笠原

11 14：10-14：35 宮澤 良和 SARIMAXモデルおよびGoogle検索ボリュームを用いた失業者数の推定 山室 樋口 小笠原

12 14：35-15：00 弓取 美南 インフルエンザの流行が二次性比に与える影響 山室 樋口 堀

13 15：00-15：25 伊野 弘暉 テレワーク導入によるワークライフバランスの評価
大和
増井

梅室 堀

14 15：25-15：50 車 椋太 創エネ・蓄エネ技術の普及と世帯属性を踏まえたわが国の生活起源のCO2排出削減量の推計
大和
増井

樋口 大土井

数村

棟居

経営工学コース3月修了修士論文発表会
発表時間（発表15分、質疑10分）



2月5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 審査教員 討論者
タイム

キーパー

1 9：25-9：50 尾上 潔 CCサービスにおける「利用者」から「提供者」への立場の転換に関する研究 妹尾 飯島 鈴木

2 9：50-10：15 岡田 遼 複数拠点に配置する集団における「職場態度」に関する研究 妹尾 飯島 井上

3 10：15-10：40 片山 善博 従業員エンゲージメントを高める職場の他者から受ける支援についての研究 妹尾 飯島 鍾

4 10：40-11：05 佐藤 優也 シークレットコミュニケーションの分類とその影響に関する一考察 妹尾 飯島 鈴木

5 11：05-11：30 福田 悠馬 よそ者を活かした地域づくりに関する研究 妹尾 飯島 鈴木

6 11：30-11：55 野尻 孟秀 カニバリゼーションが企業のイノベーションパフォーマンスに与える影響に関する研究 妹尾 鍾 飯島

（注）7 11：55-12：25 池上 遥香 A Study on Activities of Middle Managers for Digital Transformation 妹尾 飯島 松井、鈴木 井上

- 12：25-13：20 - 休憩（55分） - - - - -

8 13：20-13：45 清水 孝一郎 スマートフォンアプリケーションがブランドエクイティと購買意思に与える影響の要因分析 鍾 妹尾 鈴木

9 13：45-14：10 前田 竜 中国人消費者による日本製品購買要因の分析 鍾 田中 妹尾

10 14：10-14：35 田口 周弥 コンビニエンスストアにおいてブランドエクイティに影響を与える要因分析 鍾 田中 青木

11 14：35-15：00
MAIER
Andreas

Proposal of a Heuristic Framework to Solve Capacity Scaling Problems: Investigating the Tradeoff
Among Scaling, Capacity, Inventory and Backlog Costs

鈴木 飯島 妹尾

12 15：00-15：25
ホウ セイイ
Pang Jingyi

A study on the psychological factors influencing users of the flea market application services in japan 鍾 田中 飯島

13 15：25-15：50
TARMIZ
Oussama

Overcoming a profuct recall crisis: Understanting purchase intention drivers through sentiment
analysis of Twitter

鍾 飯島 中田

14 15：50-16：15 松島 賢政 顧客ロイヤルティ構造の経年変化に関する研究 鈴木 梅室 永田

15 16：15-16：40
HUO Mingzhu

霍 明珠
Impact of Self-presentation and Self-brand Connection on Brand Loyalty 鈴木 田中 鍾

注：修士短縮修了志望者、発表15分＋質疑15分

池田

顧

浦上

経営工学コース３月修了修士論文発表会

発表時間（発表15分、質疑10分）



2月6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 審査教員
タイム

キーパー

1 9：00-9：25 佐藤 隆清 有価証券報告書のテキストマイニングによる株式のリスクファクター分析 井上 永田 中田

2 9：25-9：50 西村 力哉 CSRと現金保有 永田 井上 妹尾

3 9：50-10：15 小山 純樹 同属企業におけるCSR活動 永田 井上 飯島

4 10：15-10：40 谷川 諒 経営者の発言と利益調整 永田 井上 中田

5 10：40-11：05 内橋 孝介 特許文書における付与FIの予測 中田 田中 水野

6 11：05-11：30 山野上 勇人 視聴履歴を利用した個人ごとの視聴率予測と多様性を考慮した番組推薦 中田 松井 宮川

7 11：30-11：55 陳 晨 構造情報を重視したマルチモーダル画風変換 中田 松井 塩浦

8 11：55-12：20 石田 雄基 類似度を考慮したShapeletによる時系列データの１クラス学習 中田 水野 塩浦

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - -

9 13：20-13：45 小茂田 岳広 高次元の工程管理における管理特性間の相関を考慮したサンプリング戦略 宮川 中田 鈴木

10 13：45-14：10 潮田 優斗 ロバスト組合せ最適化問題に対する乗法的重み更新アルゴリズムの解析 松井 塩浦 中田

11 14：10-14：35 新里 仁 バススケジューリング問題 松井 塩浦 中田

12 14：35-15：00 中村 慶 学童擁護員を考慮した集団下校経路の作成 松井 塩浦 中田

13 15：00-15：25 黒田 紘司 大規模なコスト最小化スケジューリング問題に対する効率的解法 水野 塩浦 中田

14 15：25-15：50 篠原 秀人 ｋ- 距離最小頂点被覆問題に対する効率的な解法 水野 宮川 中田

15 15：50-16：15 松丸 修也 在庫上限制約を考慮した大規模なスケジューリング問題に関する研究 水野 松井 塩浦

顧

河瀬

経営工学コース３月修了修士論文発表会
発表時間（発表15分、質疑10分）



2月6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 審査教員
タイム

キーパー

1 9：00-9：25 清水 玲奈 ロボットとの情動の社会的共有による人の感情的反応とロボットの非言語表現が与える影響 梅室 青木 鈴木

2 9：25-9：50 三浦 美怜 購買時において対象製品と直接関係ないものに触れたときの質感が購買意図に与える影響 梅室 鍾 鈴木

3 9：50-10：15 田村 雄一 消費者意思決定スタイルと認知欲求・感情欲求の関係 梅室 鈴木 鍾

4 10：15-10：40 池田 光 感情特性が共感や社会関係資本を通じてパフォーマンスに与える影響 梅室 田中 妹尾

5 10：40-11：05
MOORE

Billie Akwa
Relationship between social presense and degree of distraction of voice user interfaces during
cognitive tasks

梅室 青木 飯島

6 11：05-11：30 滝口 柊
集団中で感情が可視化され共有された時に、その集団及び個人のパフォーマンスに与える影響につ
いて

梅室 大和 飯島

7 11：30-11：55 川原 俊樹 職場の心理的要因に影響を与えるマネージャーの施策の検証 梅室 田中 井上

- 11：55-13：00 - 休憩（65分） - - - -

8 13：00-13：25 馬場 俊輔 機関投資家と企業の研究開発活動の成果 井上 田中 永田

9 13：25-13：50 藍口 梨里花 機関投資家と企業のESG活動、クロスカントリー分析 井上 増井 永田

10 13：50-14：15 泉山 直哉 CSRインデックスと株式リターン：クロスカントリー分析 井上 増井 永田

11 14：15-14：40 阿蘇谷 啓介 モメンタム/リバーサルへの個人の特性と年齢の影響研究 井上 大和 永田

12 14：40-15：05 澤田 康太 詐欺被害の要因に関するアンケート分析 福田 大和 梅室

13 15：05-15：30 田口 諒 開放経済における技術進歩と経済成長 堀 大土井 小笠原

浦上

池田

経営工学コース３月修了修士論文発表会
発表時間（発表15分、質疑10分）
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