
 

時　　間

10:45～11:40

11:45～12:40

時　　間 司　会
13:00～13:10 拓殖大学

13:10～14:00 松岡　公二
14:00～14:10 司　会
14:10～15:10 長岡技術科学大学

淺井　達雄

15:10～15:20 司　会
15:20～16:20 新潟国際情報大学

佐々木　桐子

16:20～16:30

時　　間 司　会
16:30～17:00 統一論題： ＊大阪大学 小田　哲明 横浜市立大学

新潟県の知財による地域活性 　立命館大学 石田　修一 野々山　隆幸

　－産官学連携の成果－ 　立命館大学 玄場　公規

17:00～17:30 統一論題： ＊宮崎産業経営大学 森田　英二 横浜市立大学

宮崎市中心市街地活性化に関する一考察 野々山　隆幸

17:30～17:40 司　会
17:40～18:10 統一論題： ＊香川大学 板倉　宏昭 情報ｾｷｭﾘﾃｨ大学院大学

地方圏の産官学連携 島田　達巳

―技術市場化可能性評価を巡る考察―

18:30～

時　　間 司　会
16:30～17:00 ＊流通科学大学 野口　博司 神奈川県産業技術センター

嶋村　幸仁

17:00～17:30 ISO26000への準備からみたCSR戦略パターン ＊長崎総合科学大学 古山　滋人 神奈川県産業技術センター

　関西大学 宮下　文彬 嶋村　幸仁

　関西大学 泉井　　力

17:30～17:40 司　会
17:40～18:10 ＊立命館大学 塩飽　哲生 豊橋創造大学

　大阪大学 小田　哲明 今井　正文
　立命館大学 玄場　公規

　サイバーラボ 加藤　康之

18:30～

時　　間 司　会
16:30～17:00 ＊明治大学 鄭　　年皓 明治大学

　明治大学 山下　洋史 浅井　亮子

17:00～17:30 ＊明治大学 山下　洋史 明治大学

　明治大学 臧　  巍 浅井　亮子

　明治大学 鄭　　年皓

　東海大学 松丸 正延

17:30～17:40 司　会
17:40～18:10 ＊明治大学 村山  賢哉 明治大学

　明治大学 山下　洋史 浅井　亮子

18:30～

時　　間 司　会
16:30～17:00 ビジネスデザイン研究部会： ＊大阪工業大学 能勢　豊一 摂南大学

ワークデザインとAHPの接点 　大阪工業大学 椎原　正次 三藤　利雄
17:00～17:30 ビジネスデザイン研究部会： ＊大阪工業大学 椎原　正次 摂南大学

教授方法と授業アンケートの関係についての分
析

　大阪工業大学 能勢　豊一 三藤　利雄
17:30～17:40 司　会
17:40～18:10 企業採用人事担当者の人材評価基準 ＊東京経済大学 佐藤　修 摂南大学

三藤　利雄
18:30～

評議員会

第42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21年5月23日（土）、24日（日）
会　場：新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス

統一論題：「経験による地域創造　－新潟における教訓と課題－」

【5月23日（土）】受付開始10:00 （場所：新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス）
Ｄ会場（６Ｆ会議室）

休　　　憩

基調講演：

「市場主義の行き詰まりと地域企業の新たな役割」

新潟国際情報大学学長（前新潟県知事）　平山　征夫

理事会

Ａ会場（９Ｆ講堂）

実行委員長挨拶・会長挨拶（大阪工業大学　能勢　豊一）

会員総会

モデル評価のジレンマと「多段階トランクィリ
ティ」

休　　　憩

特別講演：

「地元スーパーにとっての中越地震、中越沖地震とその後の災害対策」

原信ナルスホールディングス株式会社　常務取締役　山岸　豊後

休　　　憩

Ａ会場（統一論題：９Ｆ講堂）

休　　　憩

懇 親 会　（７F バンケットホールへ）

懇 親 会　（７F バンケットホールへ）

Ｂ会場（一般：６Ｆセミナー室61）

MOT実践における販売部門の管理のあり方につい
て

休　　　憩

診断群分類包括評価データによる病院選定情報
プラットフォームの基本構想

懇 親 会　（７F バンケットホールへ）

Ｃ会場（一般：６Fセミナー室64）

新製品開発組織における合意形成・知識共有と
市場成果に関する研究

休　　　憩

社会と組織のランク・ヒエラルキーによるイン
センティブ

懇 親 会　（７F バンケットホールへ）

Ｄ会場（一般：６F会議室)

休　　　憩



時　　間 司　会
16:30～16:50 ＊摂南大学 中川　佳子 早稲田大学

　摂南大学 久保　貞也 常田　稔

山梨学院大学

金子　勝一

16:50～17:10 ＊福島大学 佐久間　勇行 早稲田大学

　福島大学 樋口　良之 常田　稔

　大連理工大学 金　淳 山梨学院大学

金子　勝一

17:10～17:30 ＊千葉工業大学 大谷　明巨 早稲田大学

　千葉工業大学 佐野　利男 常田　稔

　千葉工業大学 小野　修一郎 山梨学院大学

　千葉工業大学 大田　　勉 金子　勝一

　千葉工業大学 八田　一利

　千葉工業大学 白井　裕

　千葉工業大学 小野　浩之

　千葉工業大学 原　　洋平

17:30～17:40 司　会
17:40～18:00 創造事例の体系化に関する研究 ＊千葉工業大学 原　　洋平 早稲田大学

三代川由紀子 　千葉工業大学 大田　　勉 常田　稔

　千葉工業大学 小野　修一郎 山梨学院大学

　千葉工業大学 佐野　利男 金子　勝一

　千葉工業大学 八田　一利

　千葉工業大学 小野　浩之

　千葉工業大学 三代川由紀子

18:30～

時　　間 司　会
16:30～16:50 米子信用金庫の経営戦略に関する一考察 ＊英国国立ウエールズ大学 松田  成哉 東海大学

　名古屋商科大学 伊佐田  文彦 松丸　正延

東京富士大学

田畑　智章

16:50～17:10 ＊長岡技術科学大学 Liska WALUYAN 東海大学

　長岡技術科学大学 Mauricio BLOS 松丸　正延

　長岡技術科学大学 Stephanie NOGUERA 東京富士大学

　長岡技術科学大学 淺井　達雄 田畑　智章

17:10～17:30 ＊長岡技術科学大学 Nisha Prajapati 東海大学

　長岡技術科学大学 淺井　達雄 松丸　正延

東京富士大学

田畑　智章

17:30～17:40 司　会
17:40～18:00 ＊大阪工業大学 竹原　義識 東海大学

　太成学院大学 竹原　明伸 松丸　正延

　大阪工業大学 能勢　豊一 東京富士大学

田畑　智章

18:30～

Ｅ会場（学生：５F演習室52）
【5月23日（土）】受付開始10:00 （場所：新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス）

地域資源からの地域ブランド形成に関する一考
察

パークアンドライド併用の観光地バス駐車場に
おける離散系シミュレーション解析

駅力指数を用いた土地の交通利便性指数の試算

休　　　憩

懇 親 会　（７F バンケットホールへ）

Ｆ会場（学生：５F演習室54）

Potential Problems in People Management concerning
Information Security in Cross–cultural Environment
–In the Case of Brazil–

Potential Marketability of Universal Design
Products in Indian Market

休　　　憩

ヒートアイランド現象の解析における人工衛星
受信画像を用いた評価モデルの構築

懇 親 会　（７F バンケットホールへ）



時　　間 司　会
10:00～10:30 工場主導実需ベース生産経営システム ＊オムロン 立石　文雄 長岡技術科学大学

　東北大学 長平　彰夫 志田　敬介

　立命館大学 石田　修一

10:30～11:00 ＊東北大学 長平　彰夫 長岡技術科学大学

　オムロン 立石　文雄 志田　敬介

11:00～11:10 司　会
11:10～11:40 需要の不確実性下おける調達契約と供給契約 　東海大学 古谷　公一 明治大学

＊東海大学 松丸　正延 中西　晶

　明治大学 山下　洋史

11:40～12:10 ＊東海大学 水野　浩孝 明治大学

　東海大学 森山　弘海 中西　晶

12:10～13:30 司　会
13:30～14:00 ＊高崎経済大学 関川　弘 新潟経営大学

宮脇　敏哉

14:00～14:30 ＊宮城大学 藤原　正樹 新潟経営大学

宮脇　敏哉

14:30～15:00 ＊武蔵工業大学 市倉　信義 新潟経営大学

　武蔵工業大学 熊谷　敏 宮脇　敏哉

時　　間 司　会
10:00～10:30 会計数値の認識と開示，監査判断に関する実験 ＊明治大学 中野　雅史 千葉経済大学

 －学生を対象とした質問票調査から－ 杉田　あけみ
10:30～11:00 自動車産業における固定費負担の課題 ＊愛知工業大学 柊　紫乃 千葉経済大学

 －トヨタ自動車の事例を中心に－ 杉田　あけみ
11:00～11:10 司　会
11:10～11:40 ＊九州産業大学 稲永 健太郎 日本大学

小田部　明
11:40～12:10 組織論における利他的行動研究 ＊大阪国際大学 奥井　秀樹 日本大学

 －OCB研究の再検討を通じて－ 小田部　明
12:10～13:30 司　会
13:30～14:00 ＊Itochu corp. Wassim MNIF 香川大学

　明治大学 山下　洋史 板倉　宏昭
14:00～14:30 ＊明治大学 山下　洋史 香川大学

　明治大学 鄭　　年皓 板倉　宏昭
　明治大学 臧　  巍

14:30～15:00 ＊明治大学 鄭　　年皓 香川大学
　明治大学 臧　  巍 板倉　宏昭
　明治大学 山下　洋史

時　　間 司　会
10:00～10:30 環境経営の評価に関する多次元性 ＊香川大学 木全　晃 千葉工業大学

小野　修一郎
10:30～11:00 　福島大学 樋口　良之 千葉工業大学

＊あいづダストセンター 一重　卓男 小野　修一郎
　あいづダストセンター 品川　和則

11:00～11:10 司　会
11:10～11:40 ＊明治大学 菊地　智美 横浜商科大学

立川　丈夫

11:40～12:10 ＊法政大学 石島　隆 横浜商科大学

立川　丈夫
12:10～13:30 司　会
13:30～14:00 ＊愛知淑徳大学 林　　誠 摂南大学

久保　貞也
14:00～14:30 ＊関西学院大学 福井　幸男 摂南大学

久保　貞也
14:30～15:00 　福島大学 樋口　良之 摂南大学

＊大和サポーティング 竹田　雅則 久保　貞也
　カトウ衛生企業 加藤　愼一

休　　　憩

サプライチェーンにおけるブルウィップ効果の
時間的な振る舞いの考察

【5月24日（日）】受付開始 9:30 （場所：新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス）
Ｂ会場（一般，６Ｆセミナー室61）

製品開発プロセスにおけるライトハウスカスタ
マー活用の効果

経営管理システムにおけるミドル・マネジメン
トへの権限委譲とコミュニケーション・ネット
ワークにおけるゲートキーパー

中国における内部統制に関する取り組みと課題

休　　　憩

システムインテグレーション事業の変容－オー
プンネットワークパラダイムへの対応－

BPM（Business Process Management）における事務
管理論再考－事務管理からビジネスプロセス設計へ
の発展－

レストランチェーンにおける成長段階に応じた
投資判断基準の選択方法

Ｃ会場（一般：６Fセミナー室64）

休　　　憩

情報品質の定義の見直しに伴う検証可能性概念
の導入についての検討

休　　　憩

A Proposal of Analytical Framework for
Extended Role of B to B  e-Marketplaces

情報の主観的価値に注目したファジィ条件つき
確率モデル

技術の標準化プロセスにおける手続きと結論の
合理性

Ｄ会場（一般：６F会議室）

リアルタイム産業廃棄物管理システムの開発と
実証試験

休　　　憩

休　　　憩

クラウドコンピューティングと電子政府に関す
る研究

アメリカ大リーグにおける競争均衡のしくみ、
収入再分配制度の数学的側面

家庭ごみ有料化における袋課金のモデルとシス
テム設計



時　　間 司　会
10:00～10:20 ＊早稲田大学 小路　和幸 東京富士大学

田畑　智章

東海大学

成川　忠之
10:20～10:40 ＊早稲田大学 三原　康司 東京富士大学

田畑　智章

東海大学

成川　忠之
10:40～11:00 ＊明治大学 臧　  巍 東京富士大学

　明治大学 鄭　　年皓 田畑　智章
　明治大学 山下　洋史 東海大学

成川　忠之
11:00～11:10 司　会
11:10～11:30 ＊長岡技術科学大学 浅田　泰輝 宮崎産業経営大学

　長岡技術科学大学 淺井　達雄 浅井　重和

横浜商科大学

吉田健一郎
11:30～11:50 ＊明治大学 臧　  巍 宮崎産業経営大学

　明治大学 村山　賢哉 浅井　重和
　明治大学 鄭　　年皓 横浜商科大学
　明治大学 山下　洋史 吉田　健一郎

11:50～12:10 ＊長岡技術科学大学 吉田　寛子 宮崎産業経営大学
　長岡技術科学大学 淺井　達雄 浅井　重和

横浜商科大学

吉田　健一郎
12:10～13:30 司　会
13:30～13:50 予備校間での偏差値差異の分析モデル ＊東京理科大学 山下　遥 宮崎産業経営大学

　明治大学 鄭　　年皓 浅井　重和
　明治大学 臧　  巍 横浜商科大学
　山梨学院大学 金子　勝一 吉田健一郎

13:50～14:00

時　　間 司　会
14:00～14:30 ＊京都工芸繊維大学 坂本 和子 法政大学

石島　隆
14:30～15:00 ＊ 立命館アジア太平洋大学 S.N.Jehan 法政大学

 立命館アジア太平洋大学 G.G.D. Nishantha 石島　隆

時　　間 司　会
10:00～10:20 　関西大学 松井　嘉正 早稲田大学

＊関西大学 川口　拓哉 常田　稔
　関西大学 宮下　文彬 横浜商科大学
　関西大学 泉井　　力 柳田　義継

10:20～10:40 人材紹介業が介在する労働市場に関する考察 ＊神戸大学 矢寺　顕行 早稲田大学

常田　稔

横浜商科大学

柳田　義継
10:40～11:00 戦略概念の再検討 ＊神戸大学 今井　希 早稲田大学

-実践としての戦略論をつうじて- 常田　稔

横浜商科大学

柳田　義継
11:00～11:10 司　会
11:10～11:30 ＊早稲田大学 高田　浩基 香川大学

　早稲田大学 後藤　允 木全　晃
　早稲田大学 大野　高裕 大阪工業大学

皆川　健多郎
11:30～11:50 ＊早稲田大学 熊谷　和俊 香川大学

　早稲田大学 後藤　允 木全　晃
　早稲田大学 大野　高裕 大阪工業大学

皆川　健多郎
11:50～12:10 ＊早稲田大学 内藤　瑛子 香川大学

　早稲田大学 後藤　允 木全　晃
　早稲田大学 大野　高裕 大阪工業大学

皆川　健多郎
12:10～13:30 司　会
13:30～13:50 ＊早稲田大学 境　　耕佑 香川大学

　早稲田大学 鈴木　広人 木全　晃
　早稲田大学 大野　高裕 大阪工業大学

皆川　健多郎

休　　　憩

電機産業におけるユニバーサル・デザインの取
り組みが企業価値に与える影響

【5月24日（日）】受付開始 9:30 （場所：新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス）
Ｅ会場（学生：５F演習室52）

トリガーを含んだシステムの構造を分析するた
めのフレームワーク

Ｆ会場（学生：５F演習室54）

企業活動におけるモチベーショナルリーダーと
場の影響について

休　　　憩

休　　　憩

休　　　憩

Ｅ会場（一般：５F演習室52）

東アジアにおけるデザインキャッチアップの現
状と展開戦略

病院給食業務の特徴を考慮した費用構造モデル
の構築

顧客価値創造のサービスシステム企画 -サービ
スシステム設計のためのワークデザイン機能展
開に関する研究-

社会のゲートキーパーとしてのマスコミによる
「評価バイアスの戦略的利用」

情報セキュリティ管理の過剰な徹底によっても
たらされる弊害とその対策－徹底度合いの業種
別比較－

製品レベルでのマスカスタマイゼーションの類
型化

回収率の不確実性を考慮したクレジット・デ
フォルト・スワップの価格評価

両側指数ジャンプ拡散過程を用いたコンポジッ
トオプションの価格評価

船種買替えオプションを考慮した船舶運用の意
思決定モデル

休　　　憩

Managing Change & Innovation: BPR in Large
Public Organizations


