
    　 　  　第４１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12月6日（土）、7日（日）　会　場：立命館大学BKCキャンパス・エポック立命２１ ）

   　　　　　                     　　統一論題「技術経営と経営システム」
 

【12月6日（土）】受付開始10:30 （場所：立命館大学BKCキャンパス・エポック立命２１）

時　　間 会　場（Ｃ会場（K304））

11：00～12：00 理事会

時　　間 （Ａ会場（K309）） 司　会　者 頁

12:20～12:30 実行委員長挨拶・会長挨拶

12:30～13:30 基調講演：新たな社学連携によるイノベーション創出を求めて 立命館大学 12

大阪大学　池田　順治 石田　修一

13:30～14:30 特別講演：グローバル競争下のプラズマテレビ戦略 摂南大学 18

パナソニック（株）　長野　寛之 島田　達巳

14:30～14:40 休　　　憩

【12月6日（土）】

時　　間 （Ａ会場（一般）） 司　会　者 頁

14:40～15:10 統一論題：戦略的経営に資する特許分析フレームワーク 横浜市立大学　 26

＊大阪大学　小田　哲明 野々山 隆幸

立命館大学　玄場　公規

15:10～15:40 横浜市立大学　 30

野々山 隆幸

＊日本大学　河合　信明

15:40～15:50 休　　　憩

15:50～16:20 技術経営（MOT）におけるデザイン開発プロセスに関する研究 大阪大学 34

＊神奈川県産業技術センター　嶋村　幸仁 池田　順治

16:20～16:50 パナソニック 38

＊近畿大学　木村　有寿 長野　寛之

近畿大学　松冨　達夫

近畿大学　大谷　　崇

16:50～17:00 休　　　憩

17:00～17:30 宮城県産生かきトレーサビリティ情報システム導入手順のモデル化 関西学院大学 42

＊石巻専修大学　益満　　環 福井　幸男

東北大学　安田　一彦

18:00～ 懇 親 会

【12月6日（土）】

時　　間 （Ｂ会場（一般）） 司　会　者 頁

14:40～15:10 統一論題：進化論視点によるオープンイノベータの分析 立命館大学 46

＊パナソニック　田平　由弘 高梨千賀子

　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

15:10～15:40 組織構造を考慮した新製品開発組織の市場成果に関する分析モデル 立命館大学 50

＊明治大学　鄭　 年皓 高梨千賀子

15:40～15:50 休　　　憩

15:50～16:20 早稲田大学 54

和多田淳三

＊摂南大学　島田　達巳

摂南大学　久保　貞也

大阪工業大学　東川　輝久

16:20～16:50 ビジネス分析フレームワークに基づくTo Be Model構築とその実現性評価手法 早稲田大学 58

＊武蔵工業大学　日暮　容一 和多田淳三

武蔵工業大学　熊谷　　敏

16:50～17:00 休　　　憩

17:00～17:30 立命館大学 62

田尾　啓一

＊武蔵工業大学　市倉　信義

　武蔵工業大学　熊谷　　敏

18:00～ 懇 親 会

技術的制約条件だけでなく設計者の意図を考慮したフレキシブル混合品種ライン設計
法

知財創造サイクルにおける評価システムの研究Ⅱ －特許出願書類に対する評価基準
の考察－

情報化発展段階説・成熟度モデルの構築を巡る基本的問題 ～地方自治体への適用
を中心として～

資産効率改善のための投資判断基準と資金提供者の期待に応える投資判断基準との
比較　－レストランチェーンにおける投資判断に関する一考察－

1 



【12月6日（土）】受付開始10:30 （場所：立命館大学BKCキャンパス・エポック立命２１）

時　　間 （Ｃ会場（一般）） 司　会　者 頁

14:40～15:10 香川大学 66

板倉　宏昭

＊立命館大学　田尾　啓一

15:10～15:40 米国会計基準採用による投機的経営の誘発に関する実証的研究 香川大学 70

＊愛知工業大学　岡崎　一浩 板倉　宏昭

15:40～15:50 休　　　憩

15:50～16:20 RF-IDを使用したビジネスモデルの発想 長岡技術科学大学 72

＊早稲田大学　黒須　誠治 淺井　達雄

16:20～16:50 パナソニック 76

田平　由弘

＊日本海洋科学　鈴木　陽一郎

南カリフォルニア大学　　Jin, Yan

千葉大学　小山　秀夫

立命館大学　石田　修一

16:50～17:00 休　　　憩

17:00～17:30 情報技術者の年収説明モデル 日本海洋科学 80

＊東京経済大学　佐藤　　修 鈴木　陽一郎

18:00～ 懇 親 会

【12月6日（土）】

時　　間 （Ｅ会場（学生）） 司　会　者 頁

14:40～15:00 応用技術研究所 84

池田　　茂

＊愛知工業大学　柊　　紫乃 山梨学院大学

金子　勝一

15:00～15:20 中規模鉄工所における創造性に関する事例研究 応用技術研究所 86

＊千葉工業大学　原　　洋平 池田　　茂

山梨学院大学

金子　勝一

15:20～15:40 老舗宮大工企業の技術伝承と経営システム 応用技術研究所 88

＊滋賀大学　曽根　秀一 池田　　茂

山梨学院大学

金子　勝一

15:40～15:50 休　　　憩

15:50～16:10 日中両国中小企業の運営比較に関する意識調査 中村学園大学 90

＊愛知工業大学　王　　　意 山田　啓一

愛知工業大学　肥田　和也 大阪工業大学

愛知工業大学　花井　雅史 椎原　正次

愛知工業大学　小田　哲久

16:10～16:30 遺伝的プログラミングを用いた株式市場におけるシステムトレードの研究 中村学園大学 92

＊東海大学　奥川　哲也 山田　啓一

　東海大学　松丸　正延 大阪工業大学

椎原　正次

16:30～16:50 情報セキュリティガバナンスと企業価値との関係 中村学園大学 94

＊長岡技術科学大学　数佐　則行 山田　啓一

長岡技術科学大学　淺井　達雄 大阪工業大学

椎原　正次

16:50～17:00 休　　　憩

17:00～17:20 産学官連携の場の発展プロセス 宮崎産業経営大学 96

＊立命館大学　紙谷　和典 浅井　重和

立命館大学　石田　修一 釧路公立大学

西村　友幸

17:20～17:40 企業活動に及ぼす「場」の影響について 宮崎産業経営大学 98

＊関西大学　松井　嘉正 浅井　重和

　関西大学　宮下　文彬 釧路公立大学

　関西大学　泉井　　力 西村　友幸

18:00～ 懇 親 会

【12月6日（土）】受付開始10:30 （場所：立命館大学BKCキャンパス・エポック立命２１）

トヨタ生産方式導入事例における財務的効果 －工作機械メーカー「株式会社ミヤノ」を
事例として－

　　　　　　　　　千葉工業大学　佐野　利男、小野修一郎、八田　一利、小野
浩之、三代川由紀子、大田　　勉

統一論題：ERMをベースとした経営システム －戦略的リスクマネジメント実現に向けて
－

シミュレーションによるサービスビジネスプロセス評価のためのモデリング手法
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時　　間 （Ｆ会場（学生）） 司　会　者 頁

14:40～15:00 情報システムの構築における要求分析と合意形成 香川大学 100

＊東京工業大学　平田　貞代 木全　　晃

東京工業大学　長田　　洋 立命館大学

横田　明紀

15:00～15:20 大規模TSPにおける多段GAの適用に関する一考察 香川大学 102

＊豊橋創造大学　高山　　昇 木全　　晃

豊橋創造大学　今井　正文 立命館大学

横田　明紀

15:20～15:40 FCR法と改良評定尺度法－被験者応答の日中比較－ 香川大学 104

＊愛知工業大学　黄　　暁玉 木全　　晃

　愛知工業大学　大庭　章裕 立命館大学

　愛知工業大学　小田　哲久 横田　明紀

15:40～15:50 休　　　憩

15:50～16:10 香川大学 106

木全　　晃

＊立命館大学　中村　尊裕 九州産業大学

立命館大学　玄場　公規 稲永健太郎

立命館大学　石田　修一

16:10～16:30 香川大学 108

木全　　晃

＊千葉工業大学　小野　浩之 九州産業大学

稲永健太郎

16:30～16:50 自由時間関連財連を中心にしてみる中国の消費者構造の変遷 香川大学 110

東海大学　邵　　　悦 木全　　晃

東海大学　根木　佐一 九州産業大学

＊東海大学　李　　　陽 稲永健太郎

東海大学　安井　迪城

16:50～17:00 休　　　憩

17:00～17:20 団塊世代退職による技能継承問題と対策について 早稲田大学 112

＊愛知工業大学　教　　　麗 常田　　稔

　愛知工業大学　寺本　和幸 日本大学

　愛知工業大学　山田　博巳 小田部　明

　愛知工業大学　宇佐美　貴史

17:20～17:40 労働紛争相談システムの開発 早稲田大学 114

＊長岡技術科学大学　小幡　陽輔 常田　　稔

　長岡技術科学大学　中村　拓也 日本大学

　長岡技術科学大学　中平　勝子 小田部　明

　長岡技術科学大学　淺井　達雄

18:00～ 懇 親 会

【12月7日（日）】受付開始9:30  （場所：立命館大学BKCキャンパス・エポック立命２１）

時　　間 （Ａ会場（一般）） 司　会　者 頁

10:00～10:30 マーチの相互学習モデルについて 広島大学 118

＊琉球大学　志村　健一 原口　恭彦

10:30～11:00 組織間関係の道具的価値と表出的価値 関西大学 122

＊釧路公立大学　西村　友幸 小松　陽一

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 法政大学 126

石島　　隆

＊明治大学　清水　一之

11:40～12:10 ケースライティングのためのIR情報の活用方法 法政大学 130

＊中村学園大学　山田　啓一 石島　　隆

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:40 日本企業の強みと利他的行動　－利他的行動尺度の試作を通じて－ 大阪大学 134

＊大阪国際大学　奥井　秀樹 小田　哲明

13:40～14:10 経営品質における組織市民行動の機能に関する一考察 大阪大学 138

＊明治大学　西  　剛広 小田　哲明

14:10～14:40 地域指向型技術経営教育 明治大学 142

＊静岡理工科大学　渡辺　俊幸 中西　　晶

【12月7日（日）】受付開始9:30  （場所：立命館大学BKCキャンパス・エポック立命２１）

異業種交流グループにおけるイノベーション促進要因　―八尾地域と東大阪地域
と生野地域の事例研究―

　　　　　　　　　　　 　　　千葉工業大学　佐野　利男、八田　一利、原
洋平、大田　勉、西崎　泰

地域産業連関表を利用した産業廃棄物と環境分析 －千葉県における産業廃棄物と
環境－

ドイツのコーポレート・ガバナンスの有効性に関する一考察 －ジーメンス社,フェーバ社
そしてフォルクスワーゲン社の比較検討を中心に－
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時　　間 （Ｂ会場（一般）） 司　会　者 頁

10:00～10:30 マネジメント・サイクルに関する一考察―PDSとPDCAの違いに注目して― 青山学院大学 146

＊明治大学　矢口　義教 堀内　正博

10:30～11:00 ユーザの満足と不満足を考慮したウェブページに関する研究 青山学院大学 150

＊大阪工業大学　藤田　弘典 堀内　正博

　大阪工業大学　村杉　　健

　大阪工業大学　能勢　豊一

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 グローバル時代におけるPOP広告研究 立命館大学 154

＊京都工芸繊維大学　坂本　和子 玄場　公規

京都工芸繊維大学　古澤　尚也

11:40～12:10 食品業界におけるラベリング効果と「相対的クォリティ」の視点 立命館大学 158

＊明治大学　山下　洋史 玄場　公規

明治大学　鄭　　年皓

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:40 「Tree型ネットワーク」に関する研究 東京理科大学 162

＊山梨学院大学　金子　勝一 東邦　仁虎

明治大学　山下  洋史

13:40～14:10 V-FMSモデルによる生産物流と情報システム 東京理科大学 166

＊大阪工業大学　能勢　豊一 東邦　仁虎

NTES New Technology Systems　浅見　　登

【12月7日（日）】

時　　間 （Ｅ会場（午前中：学生　午後：学生、一般）） 司　会　者 頁

10:00～10:20 ユービキタス社会に向けたベースライン・アプローチによる情報セキュリティ管理 中村学園大学 170

＊長岡技術科学大学　佐藤　　茂 山田　啓一

長岡技術科学大学　淺井　達雄 広島大学

秋山　高志

10:20～10:40 VE提案事例における創造性に関する研究 中村学園大学 172

千葉工業大学　＊小野　浩之 山田　啓一

広島大学

秋山　高志

10:40～11:00 中村学園大学 174

山田　啓一

＊青山学院大学　三原　亮介 広島大学

青山学院大学　山路　　学 秋山　高志

青山学院大学　天坂　格郎

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 パークアンドライド併用の観光地バス駐車場における待ち行列特性の解析 早稲田大学 176

＊福島大学　佐久間勇行 常田　　稔

　福島大学　樋口　良之 愛知淑徳大学

　大連理工大学　金　　　淳 林　　　誠

11:30～11:50 多期間収益管理における最適価格の導出について 早稲田大学 178

＊室蘭工業大学　九里　圭佑 常田　　稔

愛知淑徳大学

林　　　誠

11:50～12:10 列車運行数による駅の格付け 早稲田大学 180

＊千葉工業大学　大谷　明巨 常田　　稔

愛知淑徳大学

林　　　誠

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:30 高信頼性組織のマネジメントから見た企業の実態調査 東京富士大学 182

＊明治大学　福島　貞美 田畑　智章

首都大学東京　八坂　和吏 応用技術研究所

明治大学　中西　　晶 池田　　茂

時　　間 （Ｅ会場（午後：一般））

13:40～14:10 大阪大学 184

奥原　浩之

＊明治大学　山下　洋史

明治大学　鄭　　年皓

14:10～14:40 集合演算の逆問題のGAを用いた解法 大阪大学 188

＊東海大学　石原　辰雄 奥原　浩之

マクロ情報と局所的ミクロ情報既知のもとでのファジィ・エントロピー最大化モ
デル

　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　千葉工業大学　佐野　利男、大田　　勉、八田　一利、
原　　洋平、小野　浩之、三代川由紀子

　　　　　　　　　　　千葉工業大学　楠家　浩久、長谷川悠太、大田　勉、原
洋平、八田　一利、小野修一郎

製造業におけるQCD同時達成に関する一考察 －品質経営の新原理“Science TQM”
の戦略的展開－
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【12月7日（日）】受付開始9:30  （場所：立命館大学BKCキャンパス・エポック立命２１）

時　　間 （Ｆ会場（学生）） 司　会　者 頁

10:00～10:20 「環境志向型クォリティ」に関する研究 東京富士大学 192

＊明治大学　村山　賢哉 田畑　智章

　明治大学　鄭　　年皓 多摩大学

　明治大学　山下　洋史 原田　　保

10:20～10:40 グローバルR&Dに期待される成果 東京富士大学 194

＊立命館大学　青木　彦治 田畑　智章

　立命館大学　玄場　公規 多摩大学

原田　　保

10:40～11:00 マスカスタマイゼーションの効率化価値と個性化価値 東京富士大学 196

＊明治大学　臧　　　巍 田畑　智章

　明治大学　村山　賢哉 多摩大学

　明治大学　鄭　　年皓 原田　　保

　明治大学　山下　洋史

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 ゲートキーパーに焦点を当てたコミュニケーション・モデル 東京富士大学 198

＊東京理科大学　山下　　遥 田畑　智章

　明治大学　鄭　　年皓 応用技術研究所

　山梨学院大学　金子　勝一 池田　　茂

11:30～11:50 提案型営業における価値創造 東京富士大学 200

＊東京工業大学　小林　英樹 田畑　智章

　東京工業大学　長田　　洋 応用技術研究所

池田　　茂

11:50～12:10 開発教育技術に基づく環境マネジメント教育の意識力と行動特性に関する研究 東京富士大学 202

＊立命館大学　小野木正人 田畑　智章

　立命館大学　田尾　啓一 応用技術研究所

池田　　茂

12:10～13:10 昼　　食

13:10～13:30 宮崎産業経営大学 204

浅井　重和

＊立命館大学　柳川　剛三 釧路公立大学

　立命館大学　阿部　　惇 西村　友幸

　立命館大学　石田　修一

13:30～13:50 宮崎産業経営大学 206

浅井　重和

＊愛知工業大学　曹　　琳琳 釧路公立大学

 　愛知工業大学　池田　良夫 西村　友幸

13:50～14:10 宮崎産業経営大学 208

浅井　重和

＊立命館大学　村松　　繁 釧路公立大学

　立命館大学　玄場　公規 西村　友幸

　立命館大学　石田　修一

給与開示原則の文化的要因の比較研究 －中国企業と日本企業の賃金制度の比較
－

製品の基幹技術における方式選択と技術競争の研究 －冷凍空調用圧縮機における
方式変遷の分析－

ビジネスモデルのフレームワークの研究 －統一されたフレームワークとキラーコンポー
ネントの探求－
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