
第43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11月28日（土）、29日（日） 理事会時間 1:00

会　場：九州産業大学 12号館（情報科学部棟） 講演 1:00

統一論題：「不況に立ち向かう経営システム」 一般 0:30

 学生 0:20
【11月28日（土）】受付開始11:00 （場所：九州産業大学 12号館（情報科学部棟）） 休憩10分 0:10

昼食 1:00
11:30 ～ 12:30

13:00 ～ 13:10 実行委員長挨拶・会長挨拶 九州産業大学 稲永 健太郎
東海大学 松丸 正延

13:10 ～ 14:10 基調講演： 九州経済産業局 渡辺 隆史
「我が国経済の現状と九州における経済産業施策」

14:10 ～ 14:20
14:20 ～ 15:20 特別講演： 株式会社 力の源カンパニー 河原 成美

「変わらないために変わり続ける～2018年も同じ笑顔で～」

15:20 ～ 15:30

15:30 ～ 16:00 統一論題： ＊大阪工業大学 能勢　豊一 15:30 ～ 16:00 企業の内部統制業務プロセスを評価するためのモデリング方法 ＊東京都市大学 及川　孝太
ブレイクスルー経営システムの設計－AHP, ワークデザイン, 数量化Ⅲ類によるMOTサイクルの構築 　 大阪工業大学 椎原　正次  　東京都市大学 市倉　信義

　 東京都市大学 熊谷　敏

16:00 ～ 16:30 統一論題： ＊香川大学 板倉　宏昭 16:00 ～ 16:30 プロダクトオントロジーとパーソナルオントロジーを考慮した販売戦略立案手法の提案 ＊東京都市大学 河南　一志
地域コミットメントと地域ブランド―高知県馬路村のゆず販売を中心として― 　 東京都市大学 熊谷　敏

 　ニフティ 中野　広基

16:30 ～ 16:40 16:30 ～ 16:40
16:40 ～ 17:10 電子自治体の成熟度モデル構築を巡る基本問題 ＊情報セキュリティ大学院大学 島田　達巳 16:40 ～ 17:10 自治体病院における損益分岐点分析 ＊岡崎女子短期大学 河合　晋

　 横浜商科大学 吉田 健一郎

17:10 ～ 17:40 ユーザの著作権認識度を考慮したウェブページに関する研究 ＊大阪工業大学 藤田　弘典 17:10 ～ 17:40 製造業における在庫機能とリスク認知 ＊愛知淑徳大学 奥村　文徳
　 大阪工業大学 村杉　健 　 愛知淑徳大学 上原　衛
   大阪工業大学 能勢　豊一

　
18:00 18:00 ～

【11月29日（日）】受付開始 9:30 （場所：九州産業大学 12号館（情報科学部棟））

10:00 ～ 10:30 高－低エントロピーの調和問題としてのマスカスタマイゼーション ＊明治大学 山下　洋史 10:00 ～ 10:30 革新的新製品開発における専門知識基礎型ビジネス向サービス産業（KIBS）の役割と効果に関する研究 ＊東北大学 長平　彰夫
 　明治大学 臧　  巍 　オムロン 立石　文雄
　 明治大学 鄭　　年皓

10:30 ～ 11:00 合意形成プロセスにおける手続きと結論の合理性 ＊明治大学 山下　洋史 10:30 ～ 11:00 創造性を高める知識労働者の管理について ＊アデコ 在郷　俊介
　 明治大学 臧　  巍 　立命館大学 石田　修一
 　明治大学 鄭　　年皓
　 山梨学院大学 金子　勝一

11:00 11:10 11:00 ～ 11:10
11:10 ～ 11:40 リアル・オプションとポートフォリオを用いた調達契約の研究  　東海大学 任　鳳 11:10 ～ 11:40 工場主導実需ベースでのグローバル経営展開におけるキャッシュフローに与える外的要因の影響 ＊オムロン 立石　文雄

　 東海大学 Phimpavong Phounsakda 　東北大学 長平　彰夫
＊東海大学 松丸　正延 　立命館大学 石田　修一
 　明治大学 山下　洋史

11:40 ～ 12:10 「浅草に対する好感度」のカタストロフィー・フレームワーク ＊山梨学院大学 金子　勝一 11:40 ～ 12:10 機能を組み込んだ新たなロードマッピングフレームワークの有効性に関する研究 ＊東北大学 長平　彰夫
　 明治大学 臧　  巍 　立命館大学 阿部　惇
　 明治大学 鄭　　年皓
 　明治大学 山下　洋史

12:10 ～ 13:10 12:10 ～ 13:10

13:10 ～ 13:40 特殊訓練コストのシェアリング・モデル ＊明治大学 村山　賢哉 13:10 ～ 13:40  「お墓」の無形資産評価 　 東京富士大学 石塚　一弥
　 明治大学 山下　洋史 ＊東京富士大学 田畑　智章

   東京富士大学 伊波　和恵

13:40 ～ 14:10 組織における情報理解度と情報共有化の概念モデル ＊明治大学 村山　賢哉 13:40 ～ 14:10 組織コミットメントの存続的要素についての展望 ＊東京富士大学 太田さつき
　 明治大学 山下　洋史

14:10 ～ 14:20 休　　　憩 14:10 ～ 14:20 休　　　憩
14:20 ～ 14:50 新製品開発におけるB to Cと「予期せぬ組織参加者」 ＊明治大学 鄭　　年皓 14:20 ～ 14:50 中国における内部統制への取組み状況 ＊法政大学 石島　隆

　 明治大学 村山　賢哉
　 明治大学 山下　洋史
　 山梨学院大学 金子　勝一

14:50 ～ 15:20 二因子・二階層ファジィ情報路モデルに関する研究 ＊明治大学 鄭　　年皓 14:50 ～ 15:20 公共空間内の広告掲出が利用者の視覚認知に与える影響―バリアフリー化と商業活用の共存性の検討― ＊愛知淑徳大学 安田　恭子
 　明治大学 村山　賢哉 　 愛知淑徳大学 天野　由季子
　 明治大学 山下　洋史  　愛知淑徳大学 諸上　茂光
   東海大学 松丸　正延

時　　間 会場（3F大会議室）
理事会

時　　間 Ａ会場（1F12107番教室）

休　　　憩

休　　　憩

時　　間 Ａ会場（統一論題＆一般：1F12107番教室） 時　　間 Ｂ会場（一般：1F12108番教室）

休　　　憩 休　　　憩

懇 親 会　（8号館1F CLUB HOUSE） 懇 親 会　（8号館1F CLUB HOUSE）

時　　間 Ａ会場（一般：1F12107番教室） 時　　間 Ｂ会場（一般：1F12108番教室）

休　　　憩 休　　　憩

昼      食 昼      食



15:30 ～ 16:00 電子自治体における住民に向けた情報の提供に関する一考察 ＊新潟経営大学 東川　輝久 15:30 ～ 15:50 中国における営業秘密管理の経年変化 ＊長岡技術科学大学 ツァイブトンドルジ
　摂南大学 久保　貞也 　長岡技術科学大学 淺井　達雄

15:50 ～ 16:10 情報セキュリティ管理の徹底度合いと企業業績との関係 ＊長岡技術科学大学 浅田　泰輝
16:00 ～ 16:30 環境コミュニケーションおける価値的源泉―関係体概念を中心に― ＊香川大学 木全　晃 　長岡技術科学大学 淺井　達雄

16:10 ～ 16:30 大学ウェブサイトのユーザビリティと大学経営指標との相関関係 ＊長岡技術科学大学 Batnasan Batchuluun
　長岡技術科学大学 淺井　達雄

16:30 ～ 16:40 16:30 ～ 16:40
16:40 ～ 17:10 システムインテグレーション事業の変容～ 内部調達の条件 ～ ＊高崎経済大学 関川　弘 16:40 ～ 17:00 「場」による地域活性化事業の分類について ＊摂南大学 明部　朝英

　摂南大学 久保　貞也

17:00 ～ 17:20 地域ブランドの構築プロセスによる地域の分類 ＊摂南大学 中川　佳子
17:10 ～ 17:40 最適尺度変換を援用した格付決定構造の継続性に関する分析 ＊明治大学 萩原統宏 　摂南大学 久保　貞也

17:20 ～ 17:40 米子信用金庫の経営課題とリレーションシップバンキングの有効性 ＊ウェールズ大学経営大学院 松田  成哉
　名古屋商科大学 伊佐田 文彦

18:00 ～ 18:00 ～

10:00 ～ 10:30 組織と環境の間の境界設定 ＊釧路公立大学 西村　友幸 10:00 ～ 10:20 コミットメントラインの評価 ＊早稲田大学 浅野　裕貴
　早稲田大学 高橋　啓
　北海道大学 後藤　允
　早稲田大学 大野　高裕

10:20 ～ 10:40 揚水発電所における最適稼働政策決定モデル ＊早稲田大学 杉山　聡
10:30 ～ 11:00 高等教育における簿記会計とビジネスゲームの連携に関する一考察 　 宮崎産業経営大学 浅井　重和 　早稲田大学 高橋　啓

＊宮崎産業経営大学 出山　実 　北海道大学 後藤　允
　早稲田大学 大野　高裕

10:40 ～ 11:00 明示的な潜在クラスを考えた商品選択モデル：Generalized Cross-Nested Logit Model の提案 ＊早稲田大学 高橋　啓
　早稲田大学 大野　高裕

11:00 ～ 11:10 11:00 ～ 11:10
11:10 ～ 11:40 公会計情報の特質とアカウンタビリティ ＊宮崎産業経営大学 森田　英二 11:10 ～ 11:30 因子分析による知覚リスク推定・情報探索行動モデル ＊早稲田大学 栗原　和弘

　早稲田大学 鈴木　広人
　早稲田大学 大野　髙裕

11:30 ～ 11:50 ジャンプリスクと再建型倒産を考慮した最適資本構成モデル ＊早稲田大学 中林　貢
　早稲田大学 高橋　啓

11:40 ～ 12:10 技術経営（MOT）における戦略的デザインの導入に関する研究 ＊神奈川県産業技術センタ 嶋村　幸仁 　北海道大学 後藤　允
　早稲田大学 大野　高裕

11:50 ～ 12:10 在庫量による影響を考慮したコモディティ先物価格評価モデル ＊早稲田大学 石田　恒太
　早稲田大学 高橋　啓
　北海道大学 後藤　允
　早稲田大学 大野　高裕

12:10 ～ 13:10 12:10 ～ 13:10

13:10 ～ 13:40 企業組織による価値観共有の意義と機能 ＊横浜市立大学 山賀　康弘 13:10 ～ 13:30 個人の能力を活かす組織経営のあり方～働きやすい組織形成に向けて～ ＊立正大学 柳田　健太

13:30 ～ 13:50 CSR報告書の傾向分析-テキストマイニングを用いて- ＊首都大学東京 八坂　和吏
　 明治大学 坂本　旬

13:40 ～ 14:10 カイゼン効果測定に関する一考察　-リーン・アカウンティングにおけるキャパシティ概念を中心に- ＊愛知工業大学 柊　紫乃 　 明治大学 中西　晶
13:50 ～ 14:10 間接経営戦略における戦略的意図の変化　－ハンバーガー業界の企業間競争のケース－ ＊早稲田大学 足代　訓史

14:10 ～ 14:20 休　　　憩 14:10 ～ 14:20
14:20 ～ 14:50 モバイル機器における文字入力方法 ＊広島国際大学 丁井　雅美 14:20 ～ 14:40 組織学習論にみる実践としての転回 ＊神戸大学 小江　茂徳

14:40 ～ 15:00  情報品質を保証するための情報取引支援システムの設計 ＊九州産業大学 洗　　家集
　 九州産業大学 稲永 健太郎

14:50 ～ 15:20 大学生の職業選択モデル2 ＊東京富士大学 太田 さつき
   東京富士大学 田畑 智章 15:00 ～ 15:20 FCR法とIR法の日西中コメントデータの比較 ＊愛知工業大学 史     文珍

 　愛知工業大学 王     麗
 　愛知工業大学 孫     志偉
  愛知工業大学 小田 哲久

時　　間 Ｃ会場（一般：1F12109番教室） 時　　間 Ｄ会場（学生：1F12106番教室）

休　　　憩 休　　　憩

懇 親 会　（8号館1F CLUB HOUSE） 懇 親 会　（8号館1F CLUB HOUSE）

時　　間 Ｃ会場（一般：1F12109番教室） 時　　間 Ｄ会場（学生：1F12106番教室）

休　　　憩 休　　　憩

昼      食 昼      食

休　　　憩



15:30 ～ 15:50 若者の成功体験における創造性に関する研究 ＊千葉工業大学 原　　洋平
　千葉工業大学 大田　　勉
　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 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

15:50 ～ 16:10 超硬工具に含まれるタングステンのリサイクルに伴う環境負荷分析 ＊千葉工業大学 井鍋　裕太
　千葉工業大学 佐野　利男
　千葉工業大学 西崎　泰
　千葉工業大学 大田　勉
　千葉工業大学 小野　浩之
　千葉工業大学 原　　洋平

16:10 ～ 16:30 日中国際産業連関表による日中地域間の経済の相互依存関係の分析 ＊関西学院大学 張　鶴
　 関西学院大学 福井　幸男

16:30 ～ 16:40
16:40 ～ 17:00 コンジョイント分析とラフ集合による分析結果の比較　－自家用車選好調査結果のデータを用いて－ ＊愛知工業大学 花井　雅史

　愛知工業大学 山田　洋巳
　ノースアジア大学 宇佐美 貴史
　愛知工業大学 小田　哲久
　愛知工業大学 寺本　和幸

17:00 ～ 17:20 中小企業におけるクラウド化によるコスト削減の可能性についての研究 ＊愛知工業大学 肥田　和也
　ノースアジア大学 宇佐美 貴史
　愛知工業大学 小田　哲久
　愛知工業大学 寺本　和幸

17:20 ～ 17:40 Dubois&Pradeの論文「ファジィ集合の間隔値、可能性理論と不正確な確率」に関する考察 ＊愛知工業大学 黄　　暁玉
　愛知工業大学 小田　哲久

18:00 ～

10:00 ～ 10:20 システム監査におけるセキュリティ・マネジメントに関する研究 ＊大阪工業大学 謝　暁峰
　大阪工業大学 皆川 健多郎
　大阪工業大学 中島　健一
　大阪工業大学 能勢　豊一

10:20 ～ 10:40 金属加工企業の生産工程にV-FMSを導入した分析と検証 ＊大阪工業大学 川村　武大
　大阪工業大学 皆川 健多郎
　大阪工業大学 能勢　豊一
　大阪工業大学 河村　泰典

10:40 ～ 11:00 人工衛星を用いたリモートセンシングによるヒートアイランド現象の解析 ＊大阪工業大学 竹原　義識
　太成学院大学 竹原　明伸
　大阪工業大学 能勢　豊一

11:00 ～ 11:10
11:10 ～ 11:30 自動車部品加工業における納期短縮とその精度向上 ＊大阪工業大学 河村　泰典

　大阪工業大学 皆川 健多郎
　大阪工業大学 中島　健一
　大阪工業大学 能勢　豊一

11:30 ～ 11:50 製品が有する意味的な価値に関する研究 ＊神戸大学 陰山　孔貴

11:50 ～ 12:10 見える化が企業に及ぼす影響について ＊関西大学 松井　嘉正
　 関西大学 宮下　文彬
 　関西大学 泉井　力

12:10 ～ 13:10

13:10 ～ 13:30 企業と環境 ＊九州産業大学 猪原　政治

13:30 ～ 13:50 経営組織論における環境と組織の再考 ＊神戸大学 木佐森 健司

13:50 ～ 14:10 在中日系企業のプロセスと持続性へ ＊九州産業大学 趙　　達峰

14:10 ～ 14:20
14:20 ～ 14:40 制度派組織論におけるミクロファウンデーション ＊神戸大学 浦野　充洋

14:40 ～ 15:00 人材サービス業におけるビジネス・システム ＊神戸大学 矢寺  顕行
　 神戸大学 今井  希

15:00 ～ 15:20 中国アパレル市場の動向と将来の方向 ＊愛知工業大学大学院 柏 路

時　　間 Ｅ会場（学生：1F12105番教室）

休　　　憩

懇 親 会　（8号館1F CLUB HOUSE）

時　　間 Ｅ会場（学生：1F12105番教室）

休　　　憩

昼      食

休　　　憩


