
    　 　  　第３９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12月8日（土）、9日（日）　会　場：中村学園大学 西４号館流通科学部棟 ）

   　　　　　          　　統一論題「グローバリゼーションと日本の経営」
 

12月8日（土）】受付開始11:00 （場所：中村学園大学 西４号館流通科学部棟 ）
時　　間 会　場

11:00～12：00 理事会（4502演習室）  昼    食

時　　間 Ａ会場（4201教室） 司　会　者 頁

13:00～13：10 実行委員長挨拶・会長挨拶

13:10～14:10 基調講演：日本企業のグローバル化戦略 摂南大学　 12

 －無形資産時代のコンテクストイノベーション－ 島田　達巳

多摩大学教授　原田　　保

14:10～15:10 特別講演：日本流経営 中村学園大学　 22

（株）はせがわ社長　長谷川 裕一 山田　啓一

15:10～15:20 休　　　憩

15:20～15:50  ドイツの「企業の社会的責任（CSR）」 麗澤大学 28

 －フォルクスワーゲン社の雇用と環境対策を中心に－ 　倍　　和博

＊明治大学　清水　一之

15:50～16:20 CSRと企業価値の関係性 麗澤大学 32

＊明治大学　佐藤　正弘 　倍　　和博

16:20～16:30 休　　　憩

16:30～17:00 組織ポートフォリオ理論を基礎とした取締役会構成に関する一考察 拓殖大学　 36

＊明治大学　西　　剛広 松岡　公二

17:00～17：30 ファミリー企業における経営者交代の要因分析（交代は合理的に行われているか） 拓殖大学　 40

＊早稲田大学　茶木　正安 松岡　公二

18:00～ 懇 親 会

【12月8日（土）】

Ｂ会場（4303教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:20～15:50 自治体における情報セキュリティの成熟度モデルの提案と検証 明治大学　 44

＊摂南大学　東川　輝久 中西　　晶

摂南大学　久保　貞也

摂南大学　島田　達巳

15:50～16:20 電子自治体における行政サービスの成熟度モデルの提案と検証 明治大学　 48

＊摂南大学　久保　貞也 中西　　晶

摂南大学　東川　輝久

摂南大学　島田　達巳

16:20～16:30 休　　　憩

16:30～17:00 インターンシップの二組ネットワーク・クラスと連結密度 長岡技術科学大学　 52

＊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

17:00～17：30 垂直的組織間関係における調整の構造 長岡技術科学大学　 56

＊釧路公立大学　西村　友幸 淺井　達雄

18:00～ 懇 親 会

【12月8日（土）】

Ｃ会場（4305教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:20～15:50 企業グローバリゼーションへクラシカルベストモデルの原則の形 横浜市立大学　 60

＊KMC経営研究所　熊谷　鐵男 野々山 隆幸

15:50～16:20 プロセスデザインからビジネスデザインへの展開 横浜市立大学　 64

＊大阪工業大学　能勢　豊一 野々山 隆幸

大阪工業大学　椎原　正次

大阪工業大学　中島　健一

16:20～16:30 休　　　憩

16:30～17:00 経営哲学の具現化における構成要素の関係性 宮崎産業経営大学　 68

＊麗澤大学　寺本　佳苗 森田　英二

17:00～17：30 経営理念および労働に関する研究（6） 宮崎産業経営大学　 72

継承経営者の経営理念承継型別特性の比較 森田　英二

　　＊経営労働教育研究所　平田　孝行

18:00～ 懇 親 会
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【12月8日（土）】

Ｄ会場（4404教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:20～15:50 米国企業改革法の導入による経営管理システムへの変化の 応用技術研究所　 76

理論的経営管理システムモデルからの考察 池田　　茂

＊早稲田大学　泉　洋太郎

15:50～16:20 平成17年会社法におけるのれんの概念 応用技術研究所　 80

＊中村学園大学　井上　能孝 池田　　茂

16:20～16:30 休　　　憩

16:30～17:00 コンジョイント分析を用いた商品選択モデルの評価 日本大学　 84

＊愛知工業大学　宇佐美貴史 小田部　明

愛知工業大学　山田　洋巳

愛知工業大学　寺本　和幸

17:00～17：30 遊休時間の最小化を目的としたロットの選定方法 －ロット分割を考慮した 日本大学　 88

スケジューリングに関する研究－　　　　　　　　　　＊大阪工業大学　椎原　正次 小田部　明

18:00～ 懇 親 会

【12月8日（土）】

Ｅ会場（4405教室）：学生発表

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:20～15:40 経営品質の視点で見たサムスン電子の成長の要因分析 宮崎産業経営大学　 92

＊立命館大学　辻村　惣一 浅井　重和

立命館大学　阿部　　惇 九州産業大学　

立命館大学　石田　修一 稲永 健太郎

立命館大学　玄場　公規

15:40～16:00 手段の目的化と局所最適化行動 宮崎産業経営大学　 94

＊明治大学　村山　賢哉 浅井　重和

明治大学　山下　洋史 九州産業大学　

愛媛大学　折戸　洋子 稲永 健太郎

16:00～16:20 終身雇用モデルと転職モデルの採用コスト・退職金コスト 宮崎産業経営大学　 96

＊明治大学　村山　賢哉 浅井　重和

明治大学　鄭　　年皓 九州産業大学　

明治大学　山下　洋史 稲永 健太郎

16:20～16:30 休　　　憩

16:30～16:50 従業員のCSRへの意識が企業経営に及ぼす効果について 横浜商科大学　 98

＊関西大学　水永静一郎 立川　丈夫

関西大学　宮下　文彬 中村学園大学　

関西大学　泉井　　力 水島 多実也

16:50～17:10 ＳＲＩに着目したＣＳＲ活動について 横浜商科大学　 100

＊関西大学　浅田　純平 立川　丈夫

関西大学　泉井　　力 中村学園大学　

関西大学　宮下　文彬 水島 多実也

17:10～17:30 経営戦略におけるCSR活動の位置づけ －企業の公共性の観点から－ 横浜商科大学　 102

＊横浜市立大学　山賀　康弘 立川　丈夫

中村学園大学　

水島 多実也

18:00～ 懇 親 会

【12月8日（土）】

F会場（4401教室）：学生発表

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:20～15:40 海外のペット関連産業における市場性予測 東京富士大学　 104

＊愛知工業大学　早川　智也 田畑　智章

愛知工業大学　寺本　和幸 東海大学　

松丸　正延

15:40～16:00 コンジョイント分析による学生の求める乗用車の開発 東京富士大学　 106

＊愛知工業大学　鷲津雄次郎 田畑　智章

愛知工業大学　森川　敬輔 東海大学　

愛知工業大学　寺本　和幸 松丸　正延

16:00～16:20 コンジョイント分析によるデジタルカメラの新製品開発 東京富士大学　 108

＊愛知工業大学　大前　卓也 田畑　智章

愛知工業大学　寺本　和幸 東海大学　

松丸　正延

16:20～16:30 休　　　憩
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16:30～16:50 ラフセット分析に基づくIT企業の経営品質とその従業員の品質の構造分析 香川大学　 110

＊早稲田大学　今井　信也 木全　　晃

早稲田大学　和多田淳三 愛知工業大学　

小田　哲久

16:50～17:10 コールオプション条項付き転換社債の価格評価モデル 香川大学　 112

＊早稲田大学　前田　壮一 木全　　晃

早稲田大学　後藤　　允 愛知工業大学　

早稲田大学　大野　髙裕 小田　哲久

17:10～17:30 ホテルイールドマネージメントのリアルオプション評価 香川大学　 114

＊早稲田大学　ドウ　ヨン 木全　　晃

早稲田大学　和多田淳三 愛知工業大学　

早稲田大学　饒　　家豪 小田　哲久

18:00～ 懇 親 会

【12月9日（日）】受付開始9:30  （場所：中村学園大学 西４号館流通科学部棟 ）
Ａ会場（4201教室）

時　　間 テーマおよび発表者 頁

10:00～10:30 創造事例に基づく創造プロセスの体系化に関する試み 摂南大学　 118

＊千葉工業大学　小野修一郎 三藤　利雄

千葉工業大学　大田　　勉

千葉工業大学　佐野　利男

千葉工業大学　原　　洋平

千葉工業大学　成毛　博幸

千葉工業大学　立花　洋平

10:30～11:00 創造性教育プログラムのフレームワークに関する試案 摂南大学　 122

＊千葉工業大学　大田　　勉 三藤　利雄

千葉工業大学　小野修一郎

千葉工業大学　佐野　利男

千葉工業大学　三代川由紀子

千葉工業大学　白井　　裕

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 外部知識の活用による製品開発マネジメント －ダイバシティ 早稲田大学　 126

とイノベータ・マネジメント－ 大野　髙裕

＊立命館大学　田平　由弘

立命館大学　石田　修一

立命館大学　玄場　公規

立命館大学　阿部　　惇

11:40～12:10 国交省　重大インシデント報告書からの知見 －事故再発防止 早稲田大学　 130

策策定モデルの一考察－ 大野　髙裕

＊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

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 モノと情報の変化に着目したサービス・システムの分析手法の提案 大阪経済法科大学　 134

＊慶應義塾大学　稲田　周平 宮脇　敏哉

【12月9日（日）】

Ｂ会場（4303教室）

時　　間 テーマおよび発表者 頁

10:00～10:30 海外進出日系企業の情報化に関する一考察 長崎県立大学　 138

＊関東学院大学　荒川　峰彦 稲永　明久

10:30～11:00 JAPANESE AND VIETNAMESE AGRICULTURAL COOPERATION： 長崎県立大学　 142

DAIRY FARMS AND COWMILK COMPANY 稲永　明久

＊Kyushu Sangyo University  Shigeyuki Itow

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 リサイクルにおけるコンティンジェンシー要因の多重性 大阪工業大学　 144

＊香川大学　木全　　晃 中島　健一

11:40～12:10 非接触ICカード”FeliCa”におけるビジネス・エコシステム分析 大阪工業大学　 148

＊芝浦工業大学　辻本　将晴 中島　健一

　立命館大学　玄場　公則

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 パーソンズの社会体系論と産業クラスター論考　－第２報－ 中村学園大学　 152

　＊神戸親和女子大学　山口　陽子 井上　能孝
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　福岡工業大学　赤木　文男

大阪工業大学　下左近多喜男

13:40～14:10 制度会計における電子マネーの要件考察 中村学園大学　 156

＊宮城大学　内田　直仁 井上　能孝

【12月9日（日）】

Ｃ会場（4305教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 組織における新製品開発の調整メカニズムに関する研究 大阪工業大学　 160

＊明治大学　鄭　　年皓 椎原　正次

明治大学　村山　賢哉

明治大学　山下　洋史

10:30～11:00 新製品開発プロセスにおけるサプライヤーの参加に関する研究 大阪工業大学　 164

＊明治大学　鄭　　年皓 椎原　正次

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 長期的なキャリア・パス形成におけるインターンシップの有効性 長崎県立ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学　 168

＊明治大学　浅井　亮子 国武　和子

日本大学　小田部　明

11:40～12:10 大学生の仕事選びに対する選好モデル 長崎県立ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学　 172

＊東京富士大学　田畑　智章 国武　和子

東京富士大学　太田さつき

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 集合の逆演算とその応用 大阪工業大学　 176

＊東海大学　石原　辰雄 中桐　大壽

13:40～14:10 特許情報とアンケート情報の併用によるＮＩＨシンドロームの検証 大阪工業大学　 180

＊北陸先端科学技術大学院大学　犬塚　　篤 中桐　大壽

【12月9日（日）】

Ｄ会場（4404教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 人的資源管理における人材ポートフォリオ概念の社会学的研究 東京経済大学　 184

＊明治大学　浅井　亮子 佐藤　　修

10:30～11:00 高等学校における情報教育の現状と課題 東京経済大学　 188

＊宮崎県立本庄高等学校　柳田　健太 佐藤　　修

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 終身雇用モデルと転職従業員モデルに関する研究 神戸学院大学　 192

＊明治大学　山下　洋史 塩出　省吾

明治大学　鄭　　年皓

明治大学　村山　賢哉

11:40～12:10 「アンチエージング」と高齢者の活性化 神戸学院大学　 196

＊明治大学　山下　洋史 塩出　省吾

明治大学　鄭　　年皓

明治大学　村山　賢哉

【12月9日（日）】

Ｅ会場（4405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 製品の好意度に及ぼすPOP形式と情報内容の関係 東京富士大学　 200

＊京都工芸繊維大学　古澤　尚也 田畑　智章

京都工芸繊維大学　坂本　和子 横浜商科大学　

立川　丈夫

10:20～10:40 キャッチコピーにおける創造事例に関する研究 東京富士大学　 202

＊千葉工業大学　原　　洋平 田畑　智章

千葉工業大学　大田　　勉 横浜商科大学　

千葉工業大学　小野修一郎 立川　丈夫

千葉工業大学　小野　浩之

10:40～11:00 ブランドに関する研究 -多様なアプローチから見る考察- 東京富士大学　 204

＊首都大学東京　八坂　和吏 田畑　智章

明治大学　中西　　晶 横浜商科大学　

立川　丈夫

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 株式ポートフォリオのリスク管理と企業評価 応用技術研究所　 206
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＊東海大学　任　　　鳳 池田　　茂

東海大学　松丸　正延 中村学園大学　

水島 多実也

11:30～11:50 数量化Ⅲ類を用いた作業工程の改善手法に関する研究 応用技術研究所　 208

＊大阪工業大学　五百蔵晃嗣 池田　　茂

大阪工業大学　皆川健多郎 中村学園大学　

大阪工業大学　中島　健一 水島 多実也

大阪工業大学　能勢　豊一

11:50～12:10 環境対応型飲料容器の市場性に関する研究 応用技術研究所　 210

＊愛知工業大学　張　　微微 池田　　茂

愛知工業大学　寺本　和幸 中村学園大学　

水島 多実也

12:10～13:10 昼　　　食

【12月9日（日）】

F会場（4401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 受容価格域を考慮した消費者購買行動モデル 香川大学　 212

＊早稲田大学　木内　拓哉 木全　　晃

早稲田大学　鈴木　広人 東海大学　

早稲田大学　大野　髙裕 松丸　正延

10:20～10:40 高関与商品の廉価版商品導入時におけるブランド選択モデル 香川大学　 214

＊早稲田大学　小笠原卓志 木全　　晃

早稲田大学　鈴木　広人 東海大学　

早稲田大学　大野　髙裕 松丸　正延

10:40～11:00 スイッチング効用を考慮したブランド選択モデルの構築 香川大学　 216

＊早稲田大学　神農　康雄 木全　　晃

早稲田大学　鈴木　広人 東海大学　

早稲田大学　大野　髙裕 松丸　正延

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 コンビニアンス・ストア業の中国進出に関するリスク分析 早稲田大学　 218

＊愛知工業大学　孫　　　虹 常田　　稔

愛知工業大学　岡崎　一浩 九州産業大学　

稲永 健太郎

11:30～11:50 ＴＤＲとＵＳＪのビジネスモデルの中国での可能性－リスク管理分析の観点から 早稲田大学　 220

＊愛知工業大学　李　　　格 常田　　稔

愛知工業大学　岡崎　一浩 九州産業大学　

稲永 健太郎

11:50～12:10 営業秘密管理に関する日中企業の意識と実態 早稲田大学　 222

＊長岡技術科学大学　中尾　亮介 常田　　稔

長岡技術科学大学　淺井　達雄 九州産業大学　

稲永 健太郎

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:30 罹災公営住宅入居時における居住決断要素 早稲田大学　 224

＊長岡技術科学大学　菅野　敦庸 常田　　稔

長岡技術科学大学　淺井　達雄 宮崎産業経営大学　

浅井　重和

13:30～13:50 利益最大となる回収事業に関する基礎研究～拠点回収を対象とした 早稲田大学　 226

拠点配置と回収方法について～ 常田　　稔

＊大阪工業大学　中山　和也 宮崎産業経営大学　

大阪工業大学　皆川健多郎 浅井　重和

大阪工業大学　能勢　豊一

13:50～14:10 直観的ファジィ集合の概要とその診断への応用 早稲田大学　 228

＊愛知工業大学　黄　　暁玉 常田　　稔

愛知工業大学　程　　儒雅 宮崎産業経営大学　

愛知工業大学　大場　章裕 浅井　重和

愛知工業大学　小田　哲久
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