
    　 　  　第３８回 日本経営システム学会 全国研究発表大会プログラム

　　　  　 （ 開催日：平成19年５月26日（土）、27日（日）　会　場：日本大学生産工学部 ）

   　　　　　          　　統一論題「イノベーションと経営システム－その変化と対応－」

 

【５月26日（土）】受付開始10:00 （場所：日本大学生産工学部津田沼キャンパス　37号館2階）

時　　間 会　場

10:30～11:20 評議員会（2Ｆ201教室）

11:30～12：30 理事会（1Ｆ102教室）  昼    食

12:40～12：50 実行委員長挨拶・会長挨拶（3Ｆ302教室）

12:50～13:50 会員総会（3Ｆ302教室）

時　　間 Ａ会場（3Ｆ302教室） 司　会　者 頁

14:00～15:00 特別講演：教育改革の動向と経営関係教育について 大阪工業大学 12

文部科学省初等中等教育局視学官 吉野  弘一 能勢　豊一

15:00～16:00 基調講演：産学連携によるイノベーションの創出 日本大学 16

日本大学教授（産官学連携知財センタ－ＮＵＢＩＣ・副センター長） 　金澤　良弘 河合　信明

16:00～16:10 休　　　憩

16:10～16:40 統一論題：製造現場におけるイノベーション 多摩大学 30

 －事故再発防止報告書から得た新たな知見による変化と対応－ 原田　　保

＊広島経済大学　村山秀次郎

大阪大学　奥原　浩之

大阪大学　石井　博昭

16:40～17:10 統一論題：ユーザー・イノベーションの特性に関する研究 摂南大学 34

＊明治大学　鄭　　年皓 三藤　利雄

17:10～17:20 休　　　憩

17:20～17:50 知財創造サイクルにおける評価システムの研究 摂南大学 40

＊日本大学　河合　信明 島田　達巳

18:00～                                    懇 親 会（24号館地階　教職員食堂）

【５月26日（土）】

Ｂ会場（3Ｆ303教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

16:10～16:40 パーソンズの社会体系から見た産業集積 立教大学 44

＊神戸親和女子大学　山口　陽子 佐々木　宏

福岡工業大学　赤木　文男

大阪工業大学　下左近多喜男

16:40～17:10 中国上海地区へ進出した日本企業の情報化 九州産業大学 48

＊関東学院大学　荒川　峰彦 稲永　健太郎

17:10～17:20 休　　　憩

17:20～17:50 外国企業は侵略者か救世主か 釧路公立大学 52

―中国企業によるＭ＆Ａの事例研究― 西村　友幸

＊香川大学　板倉　宏昭

18:00～                                    懇 親 会（24号館地階　教職員食堂）

【５月26日（土）】

Ｃ会場（3Ｆ304教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

16:10～16:40 ファイナンシャルサービス可視化とファイナンス戦略に関する一考察 麗澤大学 56

＊日本大学　亀谷　祥治 倍　　和博

16:40～17:10 Z-Score & Financial Distress Signaling 東京経済大学 60

＊立命館アジア太平洋大学　Shazadah Nayyar Jehan 佐藤　　修

17:10～17:20 休　　　憩

17:20～17:50 消費の目的を考慮した製品選択プロセス 高崎商科大学 64

＊明治大学　佐藤　正弘 浅井　亮子

18:00～                                    懇 親 会（24号館地階　教職員食堂）
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【５月26日（土）】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ会場（2Ｆ204教室）：学生発表　　※学生発表は16：10～17：10

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

16:10～16:30 サービス・マーケティングに関する基礎的研究 宮崎産業経営大学　 68

浅井　重和

＊明治大学　塙　　　泉 拓殖大学

松岡　公二

16:30～16:50 ＰＯＳデータを用いた消費者理想点モデルの研究 宮崎産業経営大学　 70

東海大学　根木　佐一 浅井　重和

＊東海大学　加藤　亮介 拓殖大学

松岡　公二

16:50～17:10 購買回数によるロイヤルティ変化を考慮した購買行動モデル 宮崎産業経営大学　 72

＊早稲田大学　鈴木　将章 浅井　重和

早稲田大学　鈴木　広人 拓殖大学

早稲田大学　大野　髙裕 松岡　公二

17:10～17:20 休　　　憩

17:20～17:50 集合の逆演算とデータ解析 事業創造大学院大学 74

＊東海大学　石原　辰雄 羽田　隆男

18:00～                                    懇 親 会（24号館地階　教職員食堂）

※17：20～17：50の発表は一般発表です

【５月27日（日）】受付開始9:30  （場所：日本大学生産工学部津田沼キャンパス　37号館2階）

Ａ会場（3Ｆ302教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 自治体の庁内情報化における成熟度モデルの研究 愛知淑徳大学 80

＊摂南大学　東川　輝久 林　　　誠

摂南大学　久保　貞也

摂南大学　島田　達巳

10:30～11:00 電子自治体の行政サービスにおける成熟度モデルの研究 愛知淑徳大学 84

＊摂南大学　久保　貞也 林　　　誠

摂南大学　東川　輝久

摂南大学　島田　達巳

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 ＩＴ投資における最適投資配分探索への遺伝的アルゴリズム（ＧＡ）適用 愛知淑徳大学 88

＊けいしんシステムリサーチ　藤原　正樹 林　　　誠

摂南大学　雨宮　　孝

11:40～12:10 ＣＯＳＯの視点から見たＳＬＡのあり方について 東海大学 92

＊インフォテック　内田　勝也 松丸　正延

愛知淑徳大学　上原　　衛

愛知淑徳大学　林　　　誠

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 ＩEに関する管理－支援フレームワーク 立命館大学 96

＊明治大学　山下　洋史 石田　修一

明治大学　鄭 　 年皓

東海大学　松丸　正延

13:40～14:10 情報ネットワークの有効活用による局所最適化行動防止フレームワーク 共栄大学 100

＊山梨学院大学　金子　勝一 長崎　　等

明治大学　山下　洋史

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 ハーニタモデルを用いた選択行動モデルの評価 日本大学 104

＊愛知工業大学　宇佐美貴史 豊谷　　純

愛知工業大学　寺本　和幸
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【５月27日（日）】

Ｂ会場（3Ｆ303教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 キャリア教育におけるインターンシップの有効性 横浜市立大学 108

＊高崎商科大学　浅井　亮子 成川　忠之

10:30～11:00 インターンシップ受講前後の評定差異の分析 大阪国際大学 112

＊駒澤大学　松田　　健 奥井　秀樹

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 グラフ理論に基づくインターンシップの二組ネットワーク・モデル 長岡科学技術大学 116

＊山梨学院大学　金子　勝一 淺井　達雄

明治大学　鄭　　年皓

明治大学　山下　洋史

11:40～12:10 大学入学のモチベーションに関するカタストロフィー・モデル 明治大学 120

＊デジット　柿沼　英樹 西　　剛広

明治大学　山下　洋史

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 現代の学生気質とニート化現象 千葉経済大学 124

＊東京情報大学　畠中　伸敏 杉田　あけみ

13:40～14:10 若年者の職業的進路決定における悩みの構造分析 東京情報大学 128

＊大阪国際大学　奥井　秀樹 池田　幸代

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 日本における韓国語教育の活性化に関する研究 日本大学 132

＊明治大学　鄭　　年皓 若林　敬造

【５月27日（日）】

Ｃ会場（3Ｆ304教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 半導体加工におけるＴＰＳの概念を用いたシミュレーション分析 新潟国際情報大学 136

＊名古屋大学　市川　英孝 佐々木　桐子

10:30～11:00 道具の扱いやすさ―フライス盤的ハンドル操作と作業効率― 愛知淑徳大学 140

＊日本大学　村田　光一 諸上　茂光

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 環境適合的ガバナンスへ向けた取締役会の役割に関する一考察 摂南大学 144

＊明治大学　西　　剛広 久保　貞也

11:40～12:10 ドイツのコーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任 神戸学院大学 148

 －限定合理的な議決権行使－ 毛利　進太郎

＊明治大学　清水　一之

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 経営理念と労働に関する研究（5）―企業の存続と継承 愛知工業大学 152

経営者の経営理念の重要性― 寺本　和幸

＊経営労働教育研究所　平田　孝行

13:40～14:10 サプライチェーンにおける「ペイル・マネジメント」に関する研究 大阪工業大学　 156

＊ネットワンシステムズ　川中　孝章 中桐　大壽

明治大学　山下　洋史

明治大学　鄭　　年皓

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 「サイバーコミュニティにおけるゲートキーパー」に関する研究 山梨学院大学 160

＊ジェイ・アイ・シー　池田　洸一 金子　勝一

明治大学　鄭　　年皓

明治大学　山下　洋史
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【５月27日（日）】

Ｄ会場（3Ｆ305教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 「自己知識化」に関する研究 東海大学 164

＊明治大学　山下　洋史 松丸　正延

明治大学　鄭　  年皓

明治大学　村山　賢哉

10:30～11:00 組織における合意形成の協力解・妥協解・泣き寝入り解 静岡産業大学 168

＊明治大学　鄭　  年皓 鷲崎　早雄

明治大学　村山　賢哉

明治大学　山下　洋史

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 マーチの相互学習モデルにおける知識レベルについて 東海大学 172

＊琉球大学　志村　健一 吉田　健一郎

11:40～12:10 組織文化の映像民族誌―公益事業のダイバーシティ・マネジメントを題材として― 大阪工業大学 176

＊総合研究大学院大学　成田　康修 椎原　正次

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 「目的展開」における問題の分類及び発想思考の方法 大阪工業大学 180

＊早稲田大学　玉井　智子 中西　真悟

13:40～14:10 Ｗｅｂ2.0によって進化するｅ－ＫＣＭの研究 大阪工業大学 184

＊愛知淑徳大学 　林　　　誠 中西　真悟

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 購買データを用いた経営教育に関する基礎研究 愛媛大学 188

 －学内厚生施設のEdyデータを活用して－ 折戸　洋子

＊大阪工業大学　皆川健多郎

【５月27日（日）】午前の部

Ｅ会場（2Ｆ204教室）：学生発表

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:20 セル型ものづくりマネジメントに関する研究―人間的な要素を考慮 香川大学 192

した作業工程の評価―　 　　　 　　　　　＊大阪工業大学　五百蔵晃嗣   木全　　晃

大阪工業大学　皆川健多郎 早稲田大学

大阪工業大学　中島　健一 常田　　稔

大阪工業大学　能勢　豊一

10:20～10:40 総回収量と採算性を考慮した回収方法に関する基礎研究 香川大学 194

　－拠点回収を対象として－　　　　　　　　　　　　　＊大阪工業大学　中山　和也   木全　　晃

大阪工業大学　皆川健多郎 早稲田大学

     大阪工業大学　能勢　豊一 常田　　稔

10:40～11:00 循環型生産における製品回収マネジメントに関する研究 香川大学 196

＊大阪工業大学　横山　　毅   木全　　晃

大阪工業大学　中島　健一 早稲田大学

大阪工業大学　能勢　豊一 常田　　稔

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 情報共有の二面性と競争優位 豊橋創造大学 198

＊明治大学　村山　賢哉 今井　正文

明治大学　鄭　　年皓 横浜商科大学

明治大学　山下　洋史 立川　丈夫

11:30～11:50 組織におけるドロップアウトとスピンアウトの行動フレームワーク 豊橋創造大学 200

＊明治大学　村山　賢哉 今井　正文

明治大学　鄭　　年皓 横浜商科大学

明治大学　山下　洋史 立川　丈夫

11:50～12:10 セルフリーダーシップ行動に関するコンティンジェンシーアプローチ 豊橋創造大学 202

＊関西大学　衣川　洋輔 今井　正文

関西大学　泉井　　力 横浜商科大学

関西大学　宮下　文彬 立川　丈夫

4 



【５月27日（日）】午後の部

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:30 企業の社会的責任（ＣＳＲ）の取組み推進活動 東京富士大学 204

＊関西大学　浅田　純平 田畑　智章

関西大学　泉井  　力 中村学園大学

関西大学　宮下　文彬 山田　啓一

13:30～13:50 科学技術分野の創造性に関する事例研究 東京富士大学 206

千葉工業大学　大田　　勉 田畑　智章

千葉工業大学　佐野　利男 中村学園大学

千葉工業大学　小野修一郎 山田　啓一

＊千葉工業大学　成毛　博幸

13:50～14:10 Research on the Meaning and Changes of Contemporary 東京富士大学 208

Philosophy of Marketing Science 田畑　智章

国立台湾大学　趙　　義隆 中村学園大学

国立台湾大学　熊谷　優香 山田　啓一

＊国立台湾大学　李　　冠志

【５月27日（日）】

Ｆ会場（2Ｆ205教室）：学生発表

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:20 直感的ファジィ集合の演算とＨＬＳモデル 東京富士大学 212

＊愛知工業大学　大庭　章裕 田畑　智章

愛知工業大学　程　　儒雅 中村学園大学

愛知工業大学　黄　　暁鈺 山田　啓一

愛知工業大学　小田　哲久

10:20～10:40 直感的ファジイ集合とＦＣＲ法 東京富士大学 214

＊愛知工業大学　程　　儒雅 田畑　智章

愛知工業大学　大庭　章裕 中村学園大学

愛知工業大学　黄　　暁鈺 山田　啓一

愛知工業大学　小田　哲久

10:40～11:00 風速デリバテイブのオプションプライシング 東京富士大学 216

＊早稲田大学　藤永　博充 田畑　智章

早稲田大学　後藤　　充 中村学園大学

早稲田大学　大野　髙裕 山田　啓一

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 医療機関における原価差異分析方法の提案 宮崎産業経営大学　 218

＊早稲田大学　谷内　亮太 浅井　重和

早稲田大学　鈴木　広人 応用技術研究所

早稲田大学　大野　髙裕 　池田　　茂

11:30～11:50 社会人大学院を活用した中小企業経営に関する意思決定研究 宮崎産業経営大学　 220

日本大学　亀谷　祥治 浅井　重和

＊日本大学　田原　　績 応用技術研究所

　池田　　茂

11:50～12:10 日本における産学官連携の組織間関係 宮崎産業経営大学　 222

 －場のマネジメントと自律協働システムの融合－ 浅井　重和

＊立命館大学　紙谷　和典 応用技術研究所

立命館大学　石田　修一 　池田　　茂

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:30 Evaluation of Social and Environmental Impact Cost 香川大学 224

in Large Scale Investment Project   木全　　晃

*東海大学 Phounsakda Phimphavong 早稲田大学

        東海大学　松丸　正延 常田　　稔

13:30～13:50 駅から目的地までのバス運行の研究 香川大学 226

*東海大学　岡田　厚志   木全　　晃

        東海大学　松丸　正延 早稲田大学

        東海大学　野村　高城 常田　　稔
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