
    　 　  　第４０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20年６月７日（土）、８日（日）　会　場：長岡技術科学大学 ）

   　　　　　          　　統一論題「イノベーションを生み出す経営システム」
 

【６月７日（土）】受付開始10:00 （場所：長岡技術科学大学講義棟）

時　　間 会　場（第３食堂）

10：45～11：40 評議員会

11：45～12：40 理事会

時　　間 （Ｂ講義室） 司　会　者 頁

13:00～13:10 実行委員長挨拶・会長挨拶

13:10～14:00 会員総会

14:00～14:10 休　　　憩

14:10～15:10 特別講演：イノベーションを生み出す経営革新 長岡技術科学大学

越後製菓 代表取締役会長　山崎　　彬 淺井　達雄

15:10～15:20 休　　　憩

15:20～16:20 基調講演：イノベーションはどう普及するか 横浜商科大学

摂南大学経営情報学部教授　三藤　利雄 立川　丈夫

16:20～16:30 休　　　憩

【６月７日（土）】

時　　間 （Ａ会場（一般）） 司　会　者 頁

16:30～17:00 統一論題：ビジネスデザイン－改善と革新－（ビジネスデザイン研究部会報告） 横浜市立大学　

　＊大阪工業大学　能勢　豊一 野々山 隆幸 4

大阪工業大学　椎原　正次

大阪工業大学　中島　健一

17:00～17:30 横浜市立大学　

野々山 隆幸 4

＊新潟経営大学　宮脇　敏哉

17:40～19:30 懇 親 会

【６月７日（土）】

時　　間 （Ｂ会場（一般）） 司　会　者 頁

16:30～17:00 マスカスタマイゼーション対応の生産計画システム（MCPS)とその展開 大阪工業大学

＊県立広島大学　上野　信行 皆川　健多郎 4

　大阪大学　奥原　浩之

　マツダ　渋木　宏明

ワイエヌエス　倉本　敏明

17:00～17:30 ソフトウエアのカスタム化：ＥＲＰとその他情報システムの違い 大阪工業大学

＊東京経済大学　佐藤　　修 皆川　健多郎 4

17:40～19:30 懇 親 会

【６月７日（土）】

時　　間 （Ｃ会場（一般）） 司　会　者 頁

16:30～17:00 企業の成長・発展に関する歴史分析の枠組みと方法に関する研究 多摩大学

＊中村学園大学　山田　啓一 原田　　保 4

17:00～17:30 WTOの倫理的課題とCSR 多摩大学

＊麗澤大学　出山　　実 原田　　保 4

17:40～19:30 懇 親 会

【６月７日（土）】

時　　間 （Ｄ会場（一般）） 司　会　者 頁

16:30～17:00 浅草における江戸から東京への連続性 千葉経済大学

＊山梨学院大学　金子　勝一 杉田　あけみ 4

　明治大学　山下　洋史

17:00～17:30 カウンセリング法を用いた心理社会情報システム開発の試み 千葉経済大学

＊建設技術研究所　金子　　学 杉田　あけみ

　摂南大学　針尾　大嗣

17:40～19:30 懇 親 会

【６月７日（土）】

時　　間 （Ｅ会場（学生）） 司　会　者 頁

16:30～16:50 ＣＳＲ活動が企業に及ぼす影響とその因果モデルの検証 宮崎産業経営大学　

＊関西大学　松井　嘉正 浅井　重和 2

関西大学　水永静一郎 関東学院大学

関西大学　宮下　文彬 荒川　峰彦

統一論題：ベンチャー企業、中小企業の経営管理と経営戦略－東大阪市の企業
環境対応製品を開発できるか－
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関西大学　泉井　　力

16:50～17:10 環境志向型行動の二面性－豊島と直島の事例比較－ 宮崎産業経営大学　

＊明治大学　村山　賢哉 浅井　重和 2

明治大学　山下　洋史 関東学院大学

香川大学　木全　　晃 荒川　峰彦

17:10～17:30 SCMにおける合意形成の脆弱性と妥協解 宮崎産業経営大学　

＊明治大学　村山　賢哉 浅井　重和 2

明治大学　鄭　　年皓 関東学院大学

　明治大学　山下　洋史 荒川　峰彦

　東海大学　松丸　正延

17:40～19:30 懇 親 会

【６月７日（土）】

時　　間 （Ｆ会場（学生）） 司　会　者 頁

16:30～16:50 摂南大学　

島田　達巳 2

早稲田大学　

＊長岡技術科学大学　Waluyan Liska 常田　　稔

長岡技術科学大学　淺井　達雄

16:50～17:10 摂南大学　

島田　達巳 2

早稲田大学　

＊長岡技術科学大学 Jose Luis castillo Perez 常田　　稔

長岡技術科学大学　Liska Waluyan

長岡技術科学大学　淺井　達雄

17:10～17:30 情報セキュリティガバナンス研究の流れとその評価 摂南大学　

＊長岡技術科学大学　数佐　則行 島田　達巳 2

長岡技術科学大学　佐藤　　茂 早稲田大学　

長岡技術科学大学　淺井　達雄 常田　　稔

17:40～19:30 懇 親 会

【6月8日（日）】受付開始9:30  （場所：長岡技術科学大学講義棟）

時　　間 （Ａ会場（一般）） 司　会　者 頁

10:00～10:30 大阪工業大学　

中桐　大壽 4

＊大阪大学　奥原　浩之

大阪大学　石井　博昭

県立広島大学　上野　信行

10:30～11:00 SCMとJITシステムの「泣き寝入り解」の比較 大阪工業大学　

＊明治大学　鄭　　年皓 中桐　大壽 4

　明治大学　山下　洋史

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 製造現場の管理技術レベルの評価法について 豊橋創造大学　

＊流通科学大学　野口　博司 今井　正文 4

11:40～12:10 ロット分割を考慮したスケジューリング問題におけるロットの選定方法 豊橋創造大学　

＊大阪工業大学　椎原　正次 今井　正文 4

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:40 不法投棄の構造と価格の二重性 駒澤大学　

＊香川大学　木全　　晃 松田　　健 4

13:40～14:10 航空宇宙産業における産業クラスターの形成 駒澤大学　

＊明海大学　竹之内玲子 松田　　健 4

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 知識発見的手法によるレストランメニュー開発支援 駒澤大学　

＊東洋大学　中村　賢一 松田　　健 3

【6月8日（日）】受付開始9:30  （場所：長岡技術科学大学講義棟）

時　　間 （Ｂ会場（一般）） 司　会　者 頁

10:00～10:30 大阪工業大学

下左近多喜男 4

＊経営労働教育研究所　平田　孝行

10:30～11:00 大阪工業大学

下左近多喜男 4

持続可能な社会構築のための鉄鋼業における戦略的なサービス・エネルギー調
和型のプロダクトマネジメント

経営理念および労働に関する研究 （７）経営者の従業員に対する経営理念の教
育と周知の必要性

Ｐ otential Problems on Information Security Management in Cross-cultural
Environment -A Study of Cases of Foreign Companies including Japanese
Companies in Venezuela-

Potential problems on Information Security Management in Cross-cultural
Environment -A study of Cases of Foreign Companies including Japanese
Companies in Malaysia-

ドイツの共同決定と企業のイノベーション戦略 －フォルクスワーゲン社の
AUTO5000を事例として－
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＊明治大学　清水　一之

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 人的資源の組織的活用に関する研究：ワーク・ライフ・バランスの議論に依拠して 事業創造大学院大学

＊明治大学　浅井　亮子 羽田　隆男 4

11:40～12:10 組織における管理サイクルに関する研究 事業創造大学院大学

＊明治大学　山下　洋史 羽田　隆男 4

明治大学　鄭　　年皓

　明治大学　村山　賢哉

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:40 横浜商科大学

立川　丈夫

13:40～14:10 日本企業の本質探求としての利他的行動研究 横浜商科大学

＊大阪国際大学　奥井　秀樹 立川　丈夫 4

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 電子政府を構築するためのe-KCMに関する研究 横浜商科大学

＊愛知淑徳大学　林　　　誠 立川　丈夫 4

【6月8日（日）】受付開始9:30  （場所：長岡技術科学大学講義棟）

時　　間 （Ｃ会場（一般）） 司　会　者 頁

10:00～10:30 格付け情報の継続性に関する定量的比較の試み 愛知淑徳大学　

＊明治大学　萩原　統宏 上原　　衛 2

10:30～11:00 累積ハザード分析による信頼性予測モデル 愛知淑徳大学　

＊神戸学院大学　今野　　勤 上原　　衛 4

　大阪大学　石井　博昭

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 情報倫理と情報セキュリティ技術の相互補完性に関するー考察 共栄大学

＊麗澤大学　吉田健一郎 長崎　　等 4

11:40～12:10 共栄大学

長崎　　等 3

＊愛知工業大学　岡崎　一浩

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:40 東海大学

高橋　　進 4

＊明治大学　中野　雅史

13:40～14:10 東海大学

高橋　　進 4

＊武蔵工業大学　市倉　信義

武蔵工業大学　熊谷　　敏

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 事故・重大不具合の未然防止を目的としたリスクマネジメントのモデル化の研究 東海大学

＊長岡技術科学大学　大賀　公ニ 高橋　　進

　長岡技術科学大学　門脇　　敏 4

【6月8日（日）】受付開始9:30  （場所：長岡技術科学大学講義棟）

時　　間 （Ｄ会場（一般）） 司　会　者 頁

10:00～10:30 標準規格をめぐる競争戦略 立命館大学　

＊立命館大学　高梨千賀子 石田　修一 4

　東京大学　立本　博文

10:30～11:00 リーダーとフォロワーとの相互影響の関係プロセス 立命館大学　

＊明治大学　西　　剛広 石田　修一 4

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 グローバリゼーション下におけるスーパー・メジャーの経営戦略 東海大学

＊明治大学　矢口　義教 西口　宏美 4

11:40～12:10 都道府県立病院の経営改善－地方公営企業法の全部適用による効果－ 東海大学

＊愛知工業大学　河合　　晋 西口　宏美 2

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:40 「地方活性化」に関する研究 新潟国際情報大学

＊明治大学　山下　洋史 佐々木　桐子 4

明治大学　鄭　　年皓

　明治大学　村山　賢哉

13:40～14:10 地域コミットメントの多次元性 新潟国際情報大学

＊香川大学　板倉　宏昭 佐々木　桐子 4

修繕引当金の見積りと監査判断に関する実験 －学生を対象とした質問表調査か
ら－

資金提供者を配慮した予算作成とその予算管理 －チェーンストアにおける経済付
加価値（EVA)を考慮した投資判断基準の設定－

　　　発表辞退

持続企業と倒産企業の判別にかかる実証研究 －日本の上場企業の非上場化の
全事例を対象として－
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14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 インターネット・ゲーミング企業の課題 －インターネット・カジノを中心に 新潟国際情報大学

＊日本大学　佐々木一彰 佐々木　桐子 4

【6月8日（日）】受付開始9:30  （場所：長岡技術科学大学講義棟）

時　　間 （Ｅ会場（午前中：学生　午後：一般）） 司　会　者 頁

10:00～10:20 カオス性と長期記憶性を考慮した先物為替予測手法の研究 香川大学　

木全　　晃 2

＊東海大学　石川　真吾 東京冨士大学

　東海大学　松丸　正延 田畑　智章

10:20～10:40 多目的施設配置問題へのGAの適用に関する検討 香川大学　

＊近畿大学　新田　信雄 木全　　晃 2

　近畿大学　松冨　達夫 東京冨士大学

　近畿大学　木村　有寿 田畑　智章

　近畿大学　中村　一美

10:40～11:00 多言語対話型情報セキュリティ相談システムの開発 香川大学　

木全　　晃 2

＊長岡技術科学大学　中村　拓也 東京冨士大学

長岡技術科学大学　淺井　達雄 田畑　智章

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 振り込め詐欺被害の特性分析 早稲田大学　

常田　　稔 2

＊長岡技術科学大学　浅田　泰輝 香川大学　

長岡技術科学大学　淺井　達雄 木全　　晃

11:30～11:50 Applicability and Awareness of Universal Design in the Philippines 早稲田大学　

常田　　稔

＊長岡技術科学大学 Klit Fe Ellamae Cerico 香川大学　 2

長岡技術科学大学　淺井　達雄 木全　　晃

11:50～12:10 Universal Design, an emerging concept in business world of Nepal 早稲田大学　

常田　　稔 2

＊長岡技術科学大学　Prajapati Nisha 香川大学　

長岡技術科学大学　淺井　達雄 木全　　晃

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:40 モバイル機器の教育分野への活用方法 －スマートフォンの文字入力速度－ 明治大学　

＊広島国際大学　丁井　雅美 中西　　晶 4

13:40～14:10 北海道企業におけるＩＴの導入・活用状況についてのアンケート分析 明治大学　

＊北海道学園大学　福永　　厚 中西　　晶 4

【6月8日（日）】受付開始9:30  （場所：長岡技術科学大学講義棟）

時　　間 （Ｆ会場（学生）） 司　会　者 頁

10:00～10:20 愛知淑徳大学

諸上　茂光 2

＊武蔵工業大学　及川　孝太 宮崎産業経営大学　

武蔵工業大学　市倉　信義 浅井　重和

武蔵工業大学　熊谷　　敏

10:20～10:40 大規模最適化問題に対するAnt-Systemの適用に関するー考察 愛知淑徳大学

諸上　茂光

＊豊橋創造大学　中島　隆行 宮崎産業経営大学　 2

豊橋創造大学　今井　正文 浅井　重和

10:40～11:00 通貨切り下げを考慮した国債のプライシング 愛知淑徳大学

＊早稲田大学　池田　尚人 諸上　茂光 2

　早稲田大学　後藤　　允 宮崎産業経営大学　

　早稲田大学　大野　髙裕 浅井　重和

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 医療機関の画像診断機器導入における影響分析 東海大学　

＊早稲田大学　石田　恒太 松丸　正延 2

　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 ＡＢＣに基づいたコメディカル部門費配賦方法の提案 東海大学　

＊早稲田大学　鵜飼　武志 松丸　正延 2

　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

資産効率と経済的付加価値を向上させる企業内部統制プロセスの安定構造発見
方法 －機能モデルから安定構造をもつ業務イベントモデルの抽出－
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11:50～12:10 Variety-SeekingとInertia行動の残存効果を考慮した購買行動モデル 東海大学　

＊早稲田大学　栗原　和弘 松丸　正延 2

　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

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:30 為替レートの平均回帰性を考慮したコンポジットオプションの価格評価 応用技術研究所　

＊早稲田大学　杉山　　聡 池田　　茂 2

　早稲田大学　後藤　　允 東海大学　

　早稲田大学　大野　髙裕 松丸　正延

13:30～13:50 信用リスクを考慮した転換価格下方修正条項付き転換社債の評価 応用技術研究所　

＊早稲田大学　中林　　貢 池田　　茂 2

　早稲田大学　後藤　　允 東海大学　

　早稲田大学　大野　髙裕 松丸　正延

【6月8日（日）】受付開始9:30  （場所：長岡技術科学大学講義棟）

時　　間 （Ｇ会場（学生）） 司　会　者 頁

10:00～10:20 中小企業におけるERP導入による情報化に関する研究 中村学園大学　

＊愛知工業大学　肥田　和也 山田　啓一 2

愛知工業大学　山田　洋巳 東海大学

愛知工業大学　宇佐美貴史 成川　忠之

愛知工業大学　寺本　和幸

愛知工業大学　小田　哲久

10:20～10:40 旅行者行動調査への ＦＣＲ法の適用 中村学園大学　

＊愛知工業大学　黄　　暁玉 山田　啓一 2

愛知工業大学　大庭　章裕 東海大学

愛知工業大学　王　　　意 成川　忠之

愛知工業大学　小田　哲久

10:40～11:00 中村学園大学　

山田　啓一 2

＊愛知工業大学　花井　雅史 東海大学

愛知工業大学　宇佐美貴史 成川　忠之

愛知工業大学　山田　洋巳

愛知工業大学　寺本　和幸

愛知工業大学　小田　哲久

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 テーマパークの成否にかかる決定因子 横浜商科大学

柳田　義継

＊愛知工業大学　李　　　格 中村学園大学　 2

愛知工業大学　岡崎　一浩 山田　啓一

11:30～11:50 横浜商科大学

柳田　義継

中村学園大学　

山田　啓一

11:50～12:10 京セラアメーバ経営における経営哲学の役割 横浜商科大学

柳田　義継

中村学園大学　

＊麗澤大学　寺本　佳苗 山田　啓一 2

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:30 中国企業のITアウトソーシングにおける情報セキュリティ保護の現状と今後の発展 東京冨士大学

＊長岡技術科学大学　劉　　乃慶 田畑　智章 2

長岡技術科学大学　渡辺　研司 拓殖大学　

長岡技術科学大学　淺井　達雄 松岡　公二

13:30～13:50 複合環境システムにおけるヒートアイランド現象の解析とモデル化への取り組み 東京冨士大学

＊大阪工業大学　竹原　義識 田畑　智章 2

　太成学院大学　竹原　明伸 拓殖大学　

大阪工業大学　能勢　豊一 松岡　公二

発表辞退

若者が求める自動車とは－軽自動車、コンパクトカーのコンジョイント分析による選
好調査－
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