
2月8日（火）　　　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

1 9：00-9：25 服部 穂高
自社配達員と個人配達員を併用したフードデリバリーサービスにおける効率的な注文割り当て方法の
開発

水野 宮川 松井

2 9：25-9：50 Aouadi Lina A hybrid heuristic approach for solving the single machine leveling problem 水野 松井 梅室

3 9：50-10：15 相澤めぐみ
Improving collocated user experience of interactive systems by implementing social translucene
(社会的半透明性の導入によるインタラクティブシステムの周囲のユーザー体験の向上)

梅室 Seaborn 大和

4 10：15-10：40 中村佳生
ロボットへの統合的人生経験の自己開示による高齢者の世代性と自尊心への効果およびロボットの
聞く態度の変化が与える影響

梅室 青木 顧

5 10：40-11：05 平田 航介 眼球運動データをキューとしたデブリーフィングに基づくX線画像診断プロセスの抽出 青木 顧 梅室

6 11：05-11：30 神原 千早也
専攻分野の選択におけるジェンダー間の違い：ジェンダー規範に関連する他者の言動の影響に着目し
て

青木 顧 妹尾

7 11：30-11：55 田中 湧人 Instagramを活用した不動産企業のデジタルマーケティング戦略の構築と検証 鍾 妹尾 顧

8 11：55-12：20 角居朋哉 SNSにおける確証バイアスを減らすことを目的としたメタ認知能力のトレーニング手法の解明 妹尾 青木 Seaborn

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - -

9 13：20-13：45 河合亜美 余暇活動がプロティアンキャリア志向に与える影響 妹尾 福田 山室

10 13：45-14：10 中川雄貴 Web会議における参加者の接続場所が対話態度に与える影響に関する研究 妹尾 青木 福田

11 14：10-14：35 石坂知己 オンラインツールにおいて視覚的手がかりが沈黙に与える影響の研究 妹尾 梅室 Seaborn

12 14：35-15：00 Li Huaze Board tenure and firm’s corporate social responsibility performance 永田 井上 妹尾

13 15：00-15：25 吉村勇佐 他者への意識とSNSの利用状況がZ世代の購買意欲に与える影響 鈴木 妹尾 鍾

14 15：25-15：50 Zhuolun MIAO Research on the Key Factors Affecting the Purchase Intention of New Energy Vehicles 鈴木 顧 鍾

15 15:50-16:15 広島功貴 他者の援助行動を引き出すために効果的な援助要請方法 梅室 山室 妹尾

16 16:15-16:40 齋藤研太 楽観主義の向上を狙うチャットボットがグループの社会関係資本に与える影響 梅室 妹尾 山室

場所：　Zoom開催
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。
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。)

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8日（火）　　　B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

1 9：00-9：25 田中研人 企業の情報開示と株式の市場流動性：記述定性情報のケース 井上 中田 永田

2 9：25-9：50 柳下 和哉 ファンドコミュニティとコーポレートガバナンス 井上 中田 永田

3 9：50-10：15 岸本健志 日本企業のリストラクチャリング活動と機関投資家 井上 妹尾 永田

4 10：15-10：40 林雪佳 銀行におけるジェンダー多様化の効果: 銀行貸出業務のケース 井上 永田 福田

5 10：40-11：05 梅津 諒香 リレーションシップ貸出とソフト情報 井上 小笠原 永田

6 11：05-11：30 天野 雄太 COVID-19とリレーションシップバンキング 井上 小笠原 永田

7 11：30-11：55 山本聖也 処置希望群への処置効果の推定値の上下限 宮川 松井 塩浦

8 11：55-12：20 久保 宰 辞書式順序最小化を目的とした数直線へのエージェント割当問題 松井 大和 塩浦

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - -

9 13：20-13：45 黒川幸香 サークルグラフの頂点彩色アルゴリズム 松井 水野 塩浦

10 13：45-14：10 藤本健太 トラックとドローンステーションを用いた配送計画問題 松井 水野 塩浦

11 14：10-14：35 浅井康喜 乗車定員削減に伴うスクールバス運行計画の策定 松井 水野 塩浦

12 14：35-15：00 金子昂大 最小費用全域木ゲームにおけるεコア所属性判定問題の定式化と最小コアの求解アルゴリズム 松井 塩浦 河﨑

13 15：00-15：25 植田 紳之介 多品目同時補充モデルの多期間生産計画問題に関する研究 塩浦 松井 水野

14 15：25-15：50 齊藤 雄介 全域木設計スケジューリング問題の近似解法に関する研究 塩浦 松井 水野

15 15:50-16:15 大塚 貴郁 プロダクトミックスオークションにおける入札ベクトルの計算手法に関する研究 塩浦 松井 大和

場所：　Zoom開催
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。
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。)

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9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

1 9：00-9：25 鈴木 康平
東京都における生態系サービスの保全を考慮した公共系太陽光発電の導入ポテンシャルの推計に関
する研究

増井 堀 小笠原

2 9：25-9：50 MA CHENEN
Assessment of Carbon Tax on Green Transport and its Environmental Impact base on CGE model in
China

増井 堀 福田

3 9：50-10：15 JING YUEHANG 重慶市における自動車産業政策による経済活動と温室効果ガス排出量への影響に関する研究 増井 大土井 大和

4 10：15-10：40 大谷 菜々子 インドネシアにおける再生可能エネルギーの導入が雇用に与える影響に関する分析 増井 大土井 河﨑

5 10：40-11：05 山中貴大 救済融資政策の信用割当緩和効果と経済成長への含意 大土井 大和 堀

6 11：05-11：30 沼田圭佑 再分配政策による治安改善が資本蓄積に与える影響 大土井 小笠原 堀

7 11：30-11：55 呂シキ 帰国移民が参入企業数が与える影響 大土井 福田 堀

8 11：55-12：20 手塚涼太 夜間光統計量を用いた四半期GDPの予測に関する実証分析 山室 小笠原 堀

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - - -

9 13：20-13：45 渡邊優太郎 日本語SNSテキストデータを考慮した買い占め行動に関する実証分析 山室 小笠原 堀

10 13：45-14：10 大日方勇輝 二国間貿易モデルにおける労働寿命が経済成長と貿易パターンへ与える影響 堀 大土井 小笠原

11 14：10-14：35 井上幸大 損失が税の再分配に与える影響の実験研究 福田 大和 梅室

12 14：35-15：00 北嶋宏樹 情報の非対称性のもとでの信頼と信頼性の進化 福田 大和 河﨑

13 15：00-15：25 三浦 冬麻 税制度に対する確証バイアスに関する研究 大和 福田 河﨑

14 15：25-16：05 大熊真弥 感情経験の共有と組織の柔軟性の関係に心理的安全性と社会関係資本が与える影響 梅室 妹尾 井上 大和 山室

場所：　Zoom開催
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。
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。)

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）

博士進学予定者（発表25分，質疑15分）



2月9日（水）　　　B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

1 9：00-9：25 遠藤 颯 高次元の天候変数をトリガーとした天候デリバティブの性能分析 水野 井上 中田

2 9：25-9：50 石川 洸矢   為替市場に対するGANでのデータ拡張を用いたモデルベース強化学習 中田 井上 塩浦

3 9：50-10：15 松井 諒生    ノイズに頑健な協調距離計量学習 中田 小笠原 塩浦

4 10：15-10：40 石塚 湖太    オフライン強化学習による効果的な広告文の自動生成 中田 松井 塩浦

5 10：40-11：05 倉又 迪哉     量子アニーリングを用いた２次割当問題とブレーク最小化問題の求解 中田 松井 塩浦

6 11：05-11：30 渡邊 彰久     ノイズ画像に対するもつれほどき表現の学習 中田 水野 松井

7 11：30-11：55 QIAN CHENG Node Embedding Learning for Weighted Signed Networks 中田 水野 松井

8 11：55-12：20 近藤 謙将    医療における多種類介入の選択バイアスを考慮した治療効果予測 中田 水野 宮川

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - -

9 13：20-13：45 石嶋朔也 ICAとCARTを用いた混合異常パターンの特徴量による分類 宮川 中田 水野

10 13：45-14：10 田口千恵 パーコレーション理論に基づく被験者間干渉を考慮した因果効果の定量的評価法に関する研究 宮川 中田 塩浦

11 14：10-14：35 入戸野慎一 ３水準量的因子と２水準質的因子が混在した決定的スクリーニング計画における追加試行 宮川 中田 松井

12 14：35-15：00 笛木 正雄 合意モデルのコミュニティ検出への応用 塩浦 松井 中田

13 15：00-15：25 上原 隆寛 プリンシパルポートフォリオ集合による株価変動要因の特定 水野 中田 永田

14 15：25-15：50 北 侑征 時間窓付き多資源スケジューリング問題に対する発見的解法 水野 塩浦 中田

15 15:50-16:15 三輪 拓実 納期遅れ及び段取りコスト最小化単一機械スケジューリング問題に対すヒューリスティック解法 水野 塩浦 中田

場所：　Zoom開催
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。
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。)

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）


	2.8（火）A
	2.8（火）B
	2.9（水）A
	2.9（水）B

