
時　　間 Ａ会場　（1103教室） Ｂ会場　（1106教室） Ｃ会場　（1104教室） Ｄ会場　（1095教室）

11:00～12:10 評議員会

12:15～12:55 理事会

13:00～13:10 実行委員長挨拶

会長挨拶

13:10～14:20 会員総会

14:20～14:30
14:30～15:45 30周年記念シンポジウム

「経営システム研究の課題と今後の方向性」

パネリスト　　松丸　正延・能勢　豊一・
常田　稔・山下　洋史

司会・コーディネータ　　　　椎原　正次

15:45～16:00 30周年記念出版の概要

30周年記念出版委員長　　石原　辰雄

16:20～16:30

16:30～17:00 A-1 統一論題 B-1 一般発表 C-1 一般発表 D-1 一般発表

技術と工学と経営を融合するイノベーション
 （ビジネスデザイン研究部会）

ファイナンスシステム安定化に関する研究
社会ネットワークにおける流行の広がりを考慮し
た人工市場の構築

韓国企業の新製品開発プロセスにおける開発前
段階(フロントエンド)でのマネジメントの効果に関
する研究

＊大阪工業大学　　能勢　豊一 ＊日本大学　　亀谷　祥治 ＊広島大学　　林田　智弘 ＊Achim Management of Technology Institute

大阪工業大学　　河村　泰典 広島大学　　西崎　一郎 尹　喜子

広島大学　　片桐　英樹 東北大学　　長平　彰夫

立命館大学　　石田　修一

17:00～17:30 A-2 統一論題 B-2 一般発表 C-2 一般発表 D-2 一般発表

製品の使用による価値の消費と情報エントロピー
 （経営品質科学研究部会）

 自治体病院の経営改善に関する統計的考察
最小部分木問題に対するタブー探索と免疫アルゴ
リズムに基づくハイブリッド近似解法

日米の大学の国際交流担当の組織デザイン比較

　　＊明治大学　　山下　洋史 ＊岡崎女子短期大学　　河合　　晋 ＊広島大学　　片桐　英樹 ＊静岡大学　　横井 久美子

早稲田大学　　　臧　  　巍 広島大学　　西崎　一郎

明治大学　　村山　賢哉 広島大学　　林田　智弘

東海大学　　松丸　正延

  17:45～

【5月7日（土）】　受付開始10:30　（ リバティタワー9F ）

第46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：2011年5月7日（土），8日（日）　会　場：明治大学　駿河台校舎 】

統一論題　「経営システムと経営品質」

懇　親　会　（リバティタワー23F）　中　止　→　各種委員会

昼    食

休    憩

休　　憩



時　　間 Ａ会場　（1103教室） Ｂ会場　（1106教室） Ｃ会場　（1104教室） Ｄ会場　（1095教室）

10:00～10:30 A-3 一般発表 10:00～10:20 C-3　特別セッション：文科省オープンリサーチセ
ンター整備事業『経営品質科学に関する研究』

D-3 一般発表

動的な消費者選好の表現に対するひとつの方向性
新製品の発売時期における品不足戦略に関する
研究

兵庫県の医療従事集団の経済効果分析による産
業クラスターのあり方

＊東京富士大学　　田畑　智章 30周年記念出版委員会 ＊明治大学　　 鄭　　年皓 ＊岡山大学　　山口　陽子

専修大学　　生田目  崇 明治大学　　 権　　善喜 岡山大学　　宮崎　茂次

明治大学　　山下　洋史

東海大学　　松丸　正延

10:30～11:00 A-4 一般発表 B-3 一般発表 C-4　特別セッション D-4 一般発表

多角化としてのリサイクル事業のシナジーに関す
る研究

これからの問題・課題アプローチ
コミュニケーション・ネットワークの情報伝達エント
ロピーと情報分布エントロピーに関する研究

ホフステードの文化的次元に基づく新たな文化的
尺度の提案

＊香川大学 　　木全　　晃 　＊流通科学大学　　野口　博司 ＊明治大学　　 鄭　　年皓 ＊長岡技術科学大学　　淺井　達雄

明治大学　　山下　洋史

東海大学　　松丸　正延

11:00～11:30 A-5 一般発表 B-4 一般発表 C-5 特別セッション D-5 一般発表

エレクトロニクス分野における新規事業のケース
スタディ

Web調査に基づく官民連携地域ポータルサイトの
可能性と課題の評価

情報セキュリティにおける脅威-脆弱性-対策の関
係の構造分析

地域バリューチェーンの実証研究

＊パナソニック　　 野村　　剛 ＊兵庫県立大学　　有馬　昌宏 ＊東京大学　　川中　孝章 ＊香川大学　　板倉　宏昭

兵庫県立大学　　有馬　典孝

11:30～12:30

【5月8日（日）】午前の部　受付開始：9:15 （ リバティタワー9F ）

昼    食　　および　各種委員会



時　　間 Ａ会場　（1103教室） Ｂ会場　（1106教室） Ｃ会場　（1104教室） Ｄ会場　（1095教室）

12:30～13:00 A-6 一般発表 B-5 一般発表
C-6　特別セッション：文科省オープンリサーチセ
ンター整備事業『経営品質科学に関する研究』

D-6 一般発表

企業のWeb戦略に関する一考察
　　－情報デザインの戦略的位置づけ－

顧客満足向上のための経営行動と業績との相関
分析

「未来志向的非適性配置」に関する研究 グローバル製造業経営支援システム

＊横浜市立大学　　金森　孝浩 ＊早稲田大学 　森下 俊一郎 　　＊明治大学　　山下　洋史 ＊東京大学　 　張　　　 静

明治大学　　 権　　善喜 東京大学　　田中　謙司

早稲田大学　　 臧  　　 巍

13:00～13:30 A-7 一般発表 B-6 一般発表 C-7　特別セッション D-7 一般発表

ライト，ミドル，ヘビーモバイル・ユーザ間の特性
に関する比較研究
－モバイル・ユーザ毎の特性とモバイル・ビジネス
－

職場における上司のパワーが従業員の組織態度
に与える影響について

環境志向型行動における情報共有の重要性
予測法を用いた増刷数決定支援システムの実証
実験

＊東京理科大学　　東邦　仁虎 ＊横浜商科大学　　諸上　詩帆 ＊明治大学　　村山　賢哉 ＊東京大学　　田中　謙司

台湾国立嘉義大学　　 蕭　　至恵 明治大学　　山下　洋史 東京大学　　 張　　 　静

13:30～13:40

13:40～14:10 A-8 一般発表 B-7 一般発表
C-8　特別セッション：文科省オープンリサーチセ
ンター整備事業『経営品質科学に関する研究』

D-8 一般発表

多様性を持つ対象間における相似係数の提案
元宮崎県知事・東国原知事のポリティカル・ブラン
ド戦略～プレミアム価値の視点を中心として～

首都圏ローカル鉄道路線の存廃問題に関する研
究

新商品における販売予測手法の提案

＊東海大学　　高橋　進 ＊宮崎産業経営大学　　日髙　光宣 ＊山梨学院大学　　金子　勝一 ＊東京大学　　 張　 　　静

　明治大学　　山下　洋史 東京大学　　田中　謙司

早稲田大学　　臧　　　　巍

慶応義塾大学　　山下　 　遥

14:10～14:40 A-9 一般発表 B-8 一般発表 C-9　特別セッション 14:10～14:30　D-9 【学生発表】

相似係数を用いた自動車産業の財務特性の分析
ベンチャー企業における経営権の動的配分に関
する研究

環境問題におけるエントロピーの上流化連鎖に関
する研究

先行需要情報を用いた生産システムの分類と活
用

＊東海大学　　高橋　進 ＊立命館大学　　榊原　洋実 ＊山梨学院大学　　金子　勝一 県立広島大学　　上野　信行

立命館大学　　石田　修一 明治大学　　山下　洋史 ＊県立広島大学　　高橋　周平

14:30～14:50　D-10 【学生発表】

GNLとエントロピー・モデルの等価性

＊早稲田大学　　高橋　 　啓

14:40～14:50 早稲田大学　　大野　高裕

【5月8日（日）】午後の部

休　　　憩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         　       　休　　　憩



　時　　間 Ａ会場　（1103教室） Ｂ会場　（1106教室） Ｃ会場　（1104教室） Ｄ会場　（1095教室）

14:50～15:20 A-10 一般発表 B-9 一般発表
14:50～15:10　C-10　特別セッション： 【学生発
表】文科省オープンリサーチセンター整備事業
『経営品質科学に関する研究』

14:50～15:00　　　休　　　憩

情報通信技術の利活用基づく中小企業等の経営
力強化

会計方針の選択と監査報告の判断及び意思決定
への影響に関する実験

高システム温の店舗における体感温度のカタスト
ロフィー・モデル

15:00～15:20　D-11 【学生発表】

＊横浜創英短期大学　　三浦　達也 ＊明治大学　　中野　雅史 ＊明治大学　　 権　　善喜 ケーススタディによるコンピテンシー開発

明治大学　　 鄭　　年皓 ＊広島大学　　新井　 　智

明治大学　　村山　賢哉 広島大学　　原口　恭彦

明治大学　　山下　洋史

15:10～15:30　C-11 【学生発表】

ライン優位組織におけるメンバーの体温とシステ
ム温

＊明治大学　　 権　　善喜

15:20～15:50 A-11 一般発表 B-10 一般発表 明治大学　　 鄭　　年皓 15:20～15:40　D-12 【学生発表】

個人に対する志気創出過程に関する一考察
　　～過程理論の分析から～

一元評価および多元評価採用企業の比較
　　－財務データによる判別分析－

明治大学　　山下　洋史
多品種動的ロットサイズスケジューリングのため
の遺伝アルゴリズム適用に関する一方法

＊宮崎産業経営大学　　柳田　健太 ＊明治大学　　菊地　智美 東海大学　　松丸　正延 ＊東海大学　 　関　　雄介

15:30～15:50　C-12 【学生発表】 東海大学　　石原　辰雄

日本人と中国人ブランド志向性に関する研究

＊明治大学　　夏　　　　路 15:40～16:00　D-13 【学生発表】

明治大学　　山下　洋史
ポアソンジャンプとブラウン運動を用いた操業停
止を考慮したリアルオプションモデル

早稲田大学　　臧　　　　巍 ＊東海大学　　永井　 　裕

横浜商科大学　　諸上　詩帆 東海大学　　野口　真希

東海大学　　松丸　正延

明治大学　　山下　洋史


