
発表時間（発表１５分、質疑１０分）
国際大学院Dr.進学予定者（発表２０分、質疑１０分）

２月１３日（月）　　　会場：西９号館３１１号室 博士進学予定者（発表２５分、質疑１５分）

発表時間 発表者氏名 論　　　文　　　題　　　目 指導教員 審査教員

9:00-9:40
WKMN

Gunawardhana
A study on capability and orientation of the apparel supply chain in Sri Lanka:A
business model perspective

圓川 村木、飯島、鈴木、青木

9:42-10:07 大神　智弘 プロジェクト型災害復興支援における有効的な支援について 飯島 村木、桑子、今田

10:09-10:34 浅原　惇希 半正定値計画問題に対する高精度なソルバの開発 中田 水野、飯島

10:36-11:01 井上　　忍 規模の経済性を考慮した企業の在庫指標と経営成果の関連性 圓川 鈴木、永田

11:03-11:28 大久保　泰輔 残存者利益の獲得プロセスに関する研究 妹尾 永田、鍾

11:30-11:55 石塚　昌久 企業変革の成功要因に対する一考察 妹尾 飯島、梅室

11:57-12:22 梅谷　耕嗣 赤字企業の配当行動と将来業績 永田 村木、梅室

13:15-13:40 太田　　擁 ファミリー企業の二代目経営者への事業承継に関する研究 妹尾 飯島、鈴木

13:42-14:07 小笠原　知洋 サプライチェーンリスクにおけるレジリエンシー強化に関する研究 鈴木 圓川、水野

14:09-14:34 奥田　康夫 グローバル企業のプロモーション戦略における標準化・適応化戦略に関する実証研究 鍾 青木、鈴木

14:36-15:01 小野寺　俊裕 多期間ポートフォリオ問題に対する動的な意思決定を用いたロバスト最適化 水野 圓川、中田

15:03-15:28 柏倉　将吾 “システム導入時における組織間情報連携の優先順位決定手法の提案” 飯島 妹尾、水野

15:30-15:55 亀井　光雄 時間制約が存在するDEMOモデルの正当性検証 飯島 妹尾、村木

16:05-16:30 川口　健太 地域ブランド構築における環境配慮型都市の影響～国内導入都市を対象として～ 鍾 村木、妹尾

16:32-16:57 上場　　亮 ”サービス特性を考慮した報酬計画について” 村木 梅室、妹尾

16:59-17:24 熊谷　　瞬 重要な虚偽表示のリスクと監査資源の配分に関する意思決定 永田 圓川、妹尾

17:26-17:51 小林　　亮 特定業務処理型BPO対象業務の判別に関する一方法の提案 飯島 梅室、鍾

17:53-18:18 後藤　大介 地域ブランド構築において祭りが地域内外へ与える影響に関する一考察 鍾 梅室、青木

18:20-18:45 酒谷　　薫 消費者行動のシミュレーションによる製品品質が経営成果へと結び付くメカニズムの検証 圓川 梅室、中田

18:47-19:27 多久和　理実 18世紀イタリアにおけるニュートン光学の受容 中島 藁谷、梶、高岸、細谷

経営工学専攻３月修了修士論文発表会

ラ  ン  チ

休　　　　　憩



13:42 14:07 三木 馨 鈴木 鍾

経営工学専攻３月修了修士論文発表会
発表時間（発表１５分、質疑１０分）

国際大学院Dr.進学予定者（発表２０分、質疑１０分）

２月１４日（火）　　　会場：西９号館３１１号室 博士進学予定者（発表２５分、質疑１５分）

発表時間 発表者氏名 論　　　文　　　題　　　目 指導教員 審査教員

9:00-9:25 鈴木　大輔 ロボット態度を示す要因の体系化とロボット態度指標の開発 梅室 飯島、鍾

9:27-9:52 鴇田　 佳哉 環境対応と経営成果との関連性分析とその阻害要因・促進要因に関する研究 鈴木 村木、梅室

9:54-10:19 所　　成也 株主所有構造が経営者予想に与える影響 永田 妹尾、鈴木

10:21-10:46 服部　圭吾 B2Bブランディングの消費者及び財務面の観点からの優位性の考察 鍾 永田、圓川

10:48-11:13 羽鳥　映子 web閲覧者の行動記録を利用した判別モデルによるユーザの購買予測 中田 水野、鍾

11:15-11:40 関川　陽祐 消費者の製品利用目的による顧客満足度及びロイヤルティへの影響性 圓川 飯島、青木

11:42-12:22 KASMO SALAH
Evaluation of the performance of Assembly Cell and Assemb
release control and skill variation

ly Line with considering job
圓川 伊藤、村木、水野、鈴木

ラ  ン  チ

13:15-13:40 前田　圭介 ビジネスプロセスモデリング手法の比較に関する一考察 飯島 妹尾、梅室

13:42-14:07 三木　 馨 企業における従業員満足度と経営成果の関連性に関する研究　 企業における従業員満足度と経営成果の関連性に関する研究 鈴木 鍾 中田、中田

14:09-14:34 矢島　直樹 顧客満足度に影響を与える企業活動の研究－製品・消費者の多様性とブランド特性の役割－ 圓川 妹尾、鍾

14:36-15:01 和田　悠太郎 広告会社におけるバナー広告の入札戦略最適化 村木 中田、青木

15:03-15:28 吉江　七奈子 震災時におけるアクター間関係のコミットメント分析 飯島 妹尾、村木

休　　　　　憩

16:05-16:35
Arisa

Jiamsangu
ra
anwong

Factors influencing people’s perception on a appropriateness of affect communication 梅室 水野、伊藤、妹尾、鈴木

16:37-17:02 山岡　　佑 特別損益項目の持続性と情報有用性 永田 梅室、中田

17:04-17:29 リベイロ　リザ Factors affecting adaptation or disintegration of the “Ba” when it is approached by a third individual 妹尾 飯島、梅室

17:31-17:56 梅津　義孝 産業理論の精緻化による地上波放送業界のビジネス理論構築 妹尾 永田、鍾

18:05-18:15
WKM

Gunawar
N
dhana

最終試験

18:15-18:25 多久和　理実 最終試験

18:25-18:35 KASMO SALAH 最終試験

18:35-18:45
Arisa

Jiamsangu
ra
anwong

最終試験
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