
2月9日（火）　　　A会場 発表時間（発表15分、質疑10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 審査教員
タイム

キーパー

1 9：00-9：25 三浦 真和 コンテナターミナルにおける大規模なマーシャリング決定問題に対する効率的解法 水野 河﨑 中田

2 9：25-9：50 松永 俊 機械の稼働状況とリスケジュールを考慮したスケジューリング問題 水野 中田 鈴木

3 9：50-10：15 大槻 剛史 公共財供給実験におけるランキング効果の検証 大和 河﨑 山室

4 10：15-10：40 川﨑 雅弘
A Fair and Strategy-proof Matching Mechanism under Constraints （様々な制約における公平かつ耐
戦略的なマッチングメカニズム）

大和 河﨑 福田 棟居

5 10：40-11：05 休憩(25分)

6 11：05-11：30 小松 遼太 再感染を考慮した新型コロナウイルス（COVID-19）の数理モデル 水野 塩浦 福田

7 11：30-11：55 田村 拓磨 コンテナターミナルにおける搬出予約を利用した本船揚げ先・荷繰り先決定に関する研究 水野 塩浦 梅室

8 11：55-12：20 鈴木 士 副産物を考慮した単一品目ロットサイズ最適化問題の解法に関する研究 塩浦 松井 水野

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - -

9 13：20-13：45 吉野 諒 飛行機のゲートエプロン割当問題 松井 塩浦 水野

10 13：45-14：10 田中 雅人 サークルグラフの頂点彩色 松井 塩浦 水野

11 14：10-14：35 都留 俊司 単位領域形状の需要地に対する1-メディアン問題 松井 塩浦 水野

12 14：35-15：00 三根 尚之 平面グラフにおける恒久的支配集合 松井 塩浦 水野

13 15：00-15：25 木村 祥太郎 混雑問題における効率的状態を維持する課金メカニズムに関する研究 河﨑 大和 福田

14 15：25-15：50 大橋 諒也 オムニチャネル小売において、チャネル統合の質がもたらす影響 鍾 鈴木 顧

15 15:50-16:15 TIWARI Abhay The study of the influence of AR/VR technology in consumer’s decision making in Japan 鍾 青木 顧

16 16:15-16:40 岩﨑 直樹 購買志向と関与度が消費者のフリーライディングに与える影響 鍾 鈴木 妹尾

場所：　Zoom開催

お問い合わせ先：　shioura.a.aa(at)m.titech.ac.jp　((at)を＠に置き換えてください。)

栗栖

経営工学コース3月修了修士論文発表会

参加のお申込み：　参加希望の方は以下のお問い合わせ先までお知らせください。



2月9日（火）　　　B会場 発表時間（発表15分、質疑10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 審査教員 審査教員
タイム

キーパー

1 9：00-9：25 望月 文太 環境情報開示による企業価値向上について 松井・増井 小笠原 井上

2 9：25-9：50 服部 一紘 「未来の東京」戦略ビジョンの実行に伴うライフスタイルの変化による環境・経済への影響 松井・増井 堀 青木

3 9：50-10：15 角川 公崇 埼玉県における森林環境税の経済効果 松井・増井 大土井 塩浦

4 10：15-10：40 LU  Ziyi The Influence of Cultural Backgrounds of Corporate Ownership on Firms' Innovation 井上 増井 永田 塩浦 浦上

5 10：40-11：05 周　  慧 日本の経営者の報酬制度が企業のCSR活動に与える影響 井上 妹尾 永田

6 11：05-11：30 日高 航 機関投資家のエンゲージメント活動の選択要因および効果 井上 永田 大土井

7 11：30-11：55 田井 一輝 投資家Attitudeとモメンタムリバーサル投資 井上 大和 永田

8 11：55-12：20 三嶋 翔太 取締役会の多様性 永田 井上 妹尾

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - - -

9 13：20-13：45 丸山 拓幸 機械化・自動化が最低賃金政策や失業に与える影響の分析 堀 大和 大土井

10 13：45-14：10 増山 将人 人的資本蓄積モデルにおける退職年齢延長の経済成長への効果 大土井 堀 小笠原

11 14：10-14：35 八木 留梨子 オンラインのグループ活動における心理的居場所感: 施策とメンバーへの影響 梅室 妹尾 井上

12 14：35-15：00 鈴木 圭祐 オンライン上でのグループ活動中のポジティブな発言がメンバーやグループに与える影響 梅室 山室 妹尾

13 15：00-15：25
ASAVANANT
Chatchalita

Personal Space Violation by a Robot: An Application of Expectation Violation Theory in Human-
Robot Interaction

梅室 鈴木 SEABORN

14 15：25-15：50 松原 諒之 オンライン講義中に学生の感情を可視化することが教師のパフォーマンスに与える影響 梅室 山室 松井

15 15:50-16:15 東川 知樹 線形構造方程式モデルに基づく総合効果の統合型推定量の開発 宮川 梅室 水野
塩浦

（黒木）

16 16:15-16:40 鈴木 航平
受講中の注視点解析によるオンライン授業導入の効果と問題点の解明: 当事者による主観調査の併
用

伊藤 井上 青木 顧

場所：　Zoom開催

お問い合わせ先：　shioura.a.aa(at)m.titech.ac.jp　((at)を＠に置き換えてください。)

木村

経営工学コース3月修了修士論文発表会

参加のお申込み：　参加希望の方は以下のお問い合わせ先までお知らせください。



2月10日（水）　　　A会場

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 審査教員 審査教員
タイム

キーパー

1 9：00-9：25 木村 達朗 スクールバス経路決定問題の厳密解法 松井 塩浦 中田

2 9：25-9：50 有松 小太郎 円交差グラフの最大独立集合問題 松井 塩浦 中田

3 9：50-10：15 立道 悠暉 楽天レビューにおける、自然言語処理を用いたレビューテキストの信憑性分析 鍾 中田 鈴木

4 10：15-10：40 清水 樹土 市場ポートフォリオの代替を考慮したBlack-Littermanモデルによるポートフォリオ最適化 水野 井上 中田 数村

5 10：40-11：05 岡井 俊樹 リバランスを考慮したインデックストラッキング問題に対する効率的解放 水野 中田 永田

6 11：05-11：30 岩田 真奈 動的トピックモデルを用いた特許技術専門用語に対する技術進展分析 中田 小笠原 水野

7 11：30-11：55 笹尾 知広 テンソルを用いたマルチモーダル学習による株式価格の変動予測 中田 水野 永田

8 11：55-12：20 土橋 諒太 Bertを用いた有価証券報告書からのESGデータマイニング 中田 水野 井上

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - - - -

9 13：20-13：45 大和田 隆太朗 確率伝播法の最大重み独立集合への適用 塩浦 松井 中田

10 13：45-14：10 住谷 有規 行列因子分解を使用した個別患者ごとの疾病予測および医療事象の特徴表現抽出 中田 松井 塩浦

11 14：10-14：35 桑原　惇 機械学習を用いた電子カルテの分析 中田 松井 塩浦

12 14：35-15：15 西島 光洋 センサーネットワーク位置推定問題に対するブロック座標降下法 中田 水野 松井 塩浦 梅室

13 15：15-15：55 渡邉 燃 Hepatorenal Organ Exchange (肝臓と腎臓の臓器マッチング) 大和 河﨑 松井 福田 塩浦

14 15：55-16：05 休憩(10分)

15 16：05-16：15 渡邉 燃 最終試験

16 16：15-16：25 西島 光洋 最終試験

場所：　Zoom開催

お問い合わせ先：　shioura.a.aa(at)m.titech.ac.jp　((at)を＠に置き換えてください。)

発表時間（発表15分、質疑10分）
博士進学予定者（発表25分，質疑15分）

塩浦

経営工学コース3月修了修士論文発表会

参加のお申込み：　参加希望の方は以下のお問い合わせ先までお知らせください。



2月10日（水）　　　B会場 発表時間（発表15分、質疑10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 審査教員
タイム

キーパー

1 9：00-9：25 毛利 廣元
両親の不在が子供の学業に与える影響：昭和初期の炭田地域における高等小学校の個票データを用
いた分析から

小笠原 大土井 鈴木

2 9：25-9：50 豊田 泰弘 ダイナミックパネルモデルを用いた銀行の収益性 小笠原 井上 山室

3 9：50-10：15 阿片 光太郎 都道府県別データを用いた離婚の要因分析 山室 小笠原 妹尾

4 10：15-10：40 布川 奈菜 風向データを用いた大気汚染物質濃度が死亡率に与える影響についての実証分析 山室 小笠原 堀 栗栖

5 10：40-11：05 井出 修太郎 態度変容プロセスに基づくプレゼンテーション手法の有効性 青木 伊藤 顧

6 11：05-11：30 小泉 直人 メディアリッチネスの影響を考慮したオンラインコミュニケーションツールの開発 青木 伊藤 顧

7 11：30-11：55 齊藤 数馬 コロナ禍のストレス対処欲求とゲーム選好の関係 青木 伊藤 顧

8 11：55-12：20 會澤 三士郎 非公式メンタリングを促進する組織の施策とその効果の検証 妹尾 福田 鍾

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - -

9 13：20-13：45 布施 遥 デジタルライブエンターテインメントにおける顧客感動についての考察 妹尾 鈴木 福田

10 13：45-14：10 原田 茂樹 オフィス空間の何がワークプレイス・フレンドシップに影響を与えるか？ 妹尾 梅室 鍾

11 14：10-14：35 山口 裕貴 バーチャルチームにおける共有型リーダーシップ測定方法の提案 妹尾 鍾 鈴木

12 14：35-15：00 舩岡 知広 スポーツスポンサー企業のソーシャルメディアの発信に対する消費者の反応に関する研究 妹尾 井上 鈴木

13 15：00-15：25 福田 文人
製品・サービスの独自性が顧客ロイヤルティ構造に
与える影響分析

鈴木 鍾 永田

14 15：25-15：50 藤井 章子
購買プロセスにおける情報への評価が購買満足度に与える影響：オンラインとオフラインとの比較分
析

鈴木 妹尾 鍾

場所：　Zoom開催

お問い合わせ先：　shioura.a.aa(at)m.titech.ac.jp　((at)を＠に置き換えてください。)

木村

経営工学コース3月修了修士論文発表会

参加のお申込み：　参加希望の方は以下のお問い合わせ先までお知らせください。
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