
2月7日（火）311号室

発表番号 発表時間 発表者氏名 論文題目
審査員
（主査）

審査員 審査員 審査員 審査員

1 9：00-9：25 出口蔵人 コロナ危機におけるCSRの保険効果 永田 井上 妹尾
2 9：25-9：50 古澤大地 スチュワードシップコードが機関投資家と利益調整の関係に与える影響 永田 井上 鍾
3 9：50-10：15 大野哲也 経営者のキャリアの多様性と利益調整 永田 井上 青木
4 10：15-10：40 齋藤順哉 機関投資家の経験値が企業のマテリアリティへの取り組みに与える影響 永田 井上 妹尾
5 10：40-11：05 長谷川琢斗 創業者ファミリーによる株式保有が経営者予想に与える影響 永田 井上 妹尾
6 11：05-11：30 山崎康平 独立性の高い社内取締役と独立社外取締役の代替可能性と相乗効果 永田 井上 妹尾
7 11：30-11：55 山田祥太朗 R&D 集約度と従業員に対するCSR 永田 井上 鍾
8 11：55-12：20 武田智 企業の事業多角化と集中化の動機と効果の実証分析 井上 妹尾 永田
- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - - -

9 13：20-13：45
CHENG
HUAWEI

機関投資家のエンゲージメントインセンティブ: 日本機関投資家4 社のケーススタディ 井上 妹尾 永田

10 13：45-14：10 LIN KEXIN 機関投資家のES エンゲージメントの選択と効果：サーベイと実証分析 井上 妹尾 永田 増井
11 14：10-14：35 浅野孝明 機関投資家と企業のCO2 排出量、および株価に関する実証分析 井上 妹尾 永田 増井
12 14：35-15：00 山田拓弥 Covid-19 ショックにおける機関投資家のES 投資に関する売買要因分析 井上 妹尾 中田
13 15：00-15：25 Sun Chang Research on the Satisfaction of Chinese Tourist to Japan 塩浦 顧 鍾 鈴木

14 15：25-15：50
Ornida
Kraiwuttianant

Quantifying the Efficiency and the Effectiveness of Physical Internet 塩浦 中田 鍾 鈴木

15 15:50-16:15 三浦 皓
A Study on Improving Supply Chain Resiliency
(サプライチェーンレジリエンシーの強化策に関する研究)

塩浦 妹尾 青木 鈴木

16 16:15-16:40 稲田 りお
リーダーの選出方法とリーダーシップスタイルがリーダーの報酬・懲罰行動に対するフォロワーの許
容度に与える影響

妹尾 鍾 魚住

17 16:40-17:05 和田 義規 感情価の同調が顧客体験に与える影響の分析 妹尾 鍾 顧
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1 9：00-9：25 久野 成道 情報不完備下における企業の情報開示と外部からの継続的監督がもたらす影響 福田 大和 河﨑
2 9：25-9：50 廣瀬 翼 戦略的CSR が複占市場に与える影響 福田 大和 河﨑
3 9：50-10：15 三宅 祐二朗 複数の均衡が存在する様々な交換経済でのコア収束の分析 福田 大和 河﨑
4 10：15-10：40 岩山 凌也 世代重複モデルを用いた累進的な最適相続税の導出 堀 河﨑 小笠原 大土井
5 10：40-11：05 鈴木一真 熟練労働者の移民受け入れが本国の技能獲得決定と賃金に与える影響 松井 堀 小笠原 大土井
6 11：05-11：30 田代理紗 企業の技術選択が経済成長と環境に与える影響の理論分析 松井 堀 小笠原 大土井
7 11：30-11：55 小川翔矢 提携交渉ゲームにおける定常部分ゲーム完全均衡の頑健性 河﨑 大和 福田
8 11：55-12：20 始関秀寿 臓器交換マッチングにおける患者の選好に関する研究 河﨑 大和 福田
- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - - -
9 13：20-13：45 橋本 敦重 複数入札を許した幾何組合せオークションの研究 塩浦 松井 中田

10 13：45-14：10 三浦開登 二目的全域木設計スケジューリング問題のパレート最適解の計算に関する研究 塩浦 松井 中田
11 14：10-14：35 江口翔梧 組立工程における負荷平準化問題に対する近似解法の研究 塩浦 松井 市瀬
12 14：35-15：00 関口紘生 恐慌が都市部の乳児死亡率へ与える影響：昭和恐慌を自然実験として 小笠原 堀 大和
13 15：00-15：25 松瀬雅大 制度変化が死産性比に与える影響の定量的な推定 小笠原 福田 堀
14 15：25-15：50 松永知也 高速道路整備による郊外化の影響についての実証分析 小笠原 河﨑 堀
15 15:50-16:15 Sun Yufan How the Great East Japan Earthquake performs mental health shocks 小笠原 堀 大和

16 16:15-16:55 Oh Youjin
An Assessment of the Effects of Transport Infrastructure Privatization on Manufacturing
Performance in Japan

小笠原 河﨑 福田 堀 大和

発表時間（発表15分、質疑10分）

経営工学コース3月修了修士論文発表会

博士進学予定者（発表25分、質疑15分）



2月8日（水）311号室

発表番号 発表時間 発表者氏名 論文題目
審査員
（主査）

審査員 審査員 審査員 審査員

1 9：00-9：25 小林 希
PSF を援用した改良型シナリオベースドデザインに基づく新製品開発手法の構築～自動運転モニタリ
ングHMI 開発プロジェクトへの適用～

青木 顧 井上

2 9：25-9：50 玉城旭 自律性・有能感・関係性向上策によるモチベーション・レジリエンスへの効果 青木 顧 SEABORN
3 9：50-10：15 町田 玲亜 ハイブリッド型眼球運動解析に基づく胸部X線画像比較診断における熟練医師の認知方略の解明 青木 顧 妹尾
4 10：15-10：40 伊藤 卓海 上司のアフェクティブさと部下が知覚する社会的支援の関係 梅室 妹尾 顧
5 10：40-11：05 大島 友樹 遠隔で手を合わせる：擬似触覚によるふれあいがオンライン上でのコミュニケーションに与える影響 梅室 顧 鍾
6 11：05-11：30 佐藤 美沙希 リアルタイムな表情変形がオンラインミーティングの参加者の感情的側面に与える影響 梅室 顧 福田

7 11：30-11：55 澤 祐斗
Virtual Assistants Voiced by Older and Younger People:A User Experience Study
高齢者の声及び若者の声を用いた音声アシスタントに関するユーザー体験の比較

SEABORN 青木 顧

8 11：55-12：20 上野 和音
Trust and Reliance in Consensus-Based Explanations from an Anti-Misinformation Agent
（アンチミスインフォメーションエージェントのコンセンサスに基づく説明に対する信頼の態度と行動）

SEABORN 妹尾 魚住

- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - - -
9 13：20-13：45 青山航大 WHT の使用習慣形成要因の解明―若年層と高齢層の一比較 顧 青木 魚住

10 13：45-14：10 奥津 智裕 HFACS 分類法に基づいた日本航空事故に関わる要因の解明 顧 青木 魚住
11 14：10-14：35 篠田 圭介 遠隔医療の利用意向に影響を及ぼす要因に関する研究―日本とドイツの国際比較― 顧 青木 魚住
12 14：35-15：00 内田 直哉 モバイル決済の利用に影響する要因について 鍾 妹尾 顧
13 15：00-15：25 栗原佑汰 プレイアブル広告が広告評価・広告態度及び購買意図へ与える影響 鍾 顧 魚住
14 15：25-15：50 棚澤未来 ショールーミング行動において店内情報やサービスが与える影響 鍾 妹尾 魚住
15 15:50-16:15 髙井雄也 積立投資におけるハーディング効果に関する分析 大和 河﨑 堀
16 16:15-16:40 長尾 悠士 為替市場における取引税と金融所得税の比較：実験経済学による分析 大和 福田 河﨑
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1 9：00-9：25 梅津 大雅 ポートフォリオマネジメント問題における予測構造を用いた強化学習 中田 塩浦 市瀬
2 9：25-9：50 嶋村 隼也 需要の時間変化を考慮した移動型小売サービス施設の配置問題 中田 松井 塩浦
3 9：50-10：15 田崎 誠 IDTW を用いた変化点検知とメタラベリングを用いたGBDT による株式変動予測 中田 市瀬 魚住
4 10：15-10：40 星野 雄毅 Contrastive Learningを応用した類似特許の検索 中田 市瀬 魚住
5 10：40-11：05 馬嶋 海斗 ベイズ推定によるスポンサードサーチ広告のキーワード単位でのオンライン入札額最適化 中田 塩浦 魚住
6 11：05-11：30 山根 大輝 目的関数が未知の凸制約付き最適化問題に対する局所線形回帰を用いた解法 中田 松井 市瀬
7 11：30-11：55 神野 慶 初期保有配分の変化と競争均衡の安定性の関係について 大和 福田 河﨑
8 11：55-12：20 藤原 大資 日本の食料システムにおける2050 年カーボンニュートラルへ向けた取り組みの効果に関する分析 大和 堀 福田 増井
- 12：20-13：20 - 休憩（60分） - - - - -
9 13：20-13：45 池田 太陽 最後通牒ゲームにおける責任の委譲に関する研究 大和 河﨑 堀

10 13：45-14：10 岩山舜 公共財供給実験における所得格差の影響について 大和 福田 小笠原
11 14：10-14：35 恩田 剛 セカンドプライスオークションにおける情報取得行動に関する研究 大和 福田 河﨑
12 14：35-15：00 一刀祐平 公共財実験で罰則行動を誘発する原因の分析 大和 福田 小笠原
13 15：00-15：25 広瀬 雄也 パズルストレージシステムにおけるアイテムの最適な取り出し経路 松井 塩浦 中田
14 15：25-15：50 武井 瑠奈 ビンパッキングゲームにおける費用割問題の分析 松井 塩浦 市瀬
15 15:50-16:15 藤井 彩香 TSP-CPP 統合問題の土地データ実装に関する研究 松井 塩浦 中田
16 16:15-16:40 秦 思涵 外部支払いを用いた協力ゲーム 松井 塩浦 市瀬
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