
時　　間
11:00～11:30 評議員会
11:30～11:40

11:40～12:40 理事会
12:40～13:20 各種委員会

時　　間
13:20～13:25

13:25～14:25 総会

14:25～14:30

14:30～14:35

14:35～15:35

15:35～15:45

時　　間 時　　間

15:45～16:15 15:45～16:05

＊早稲田大学 澤口　学 ＊明星大学 石橋　貞人 ＊愛知淑徳大学 鄭　年皓 ＊明治大学 権　善喜 ＊摂南大学 倍田　真奈美 ＊東海大学 浅倉　俊
　愛知淑徳大学 上原　衛 　厚木市立玉川中学校 下林  大造 　摂南大学 久保　貞也 　東海大学 田畑　智章
　明治大学 権　善喜 　明治大学 山下　洋史
　明治大学 山下　洋史 　青山学院大学 臧   巍

16:05～16:25

＊横浜市立大学 小茄子川 智 ＊東京大学 洪　永勲
　横浜市立大学 永松　陽明 　東京大学 小林　尚生

　慶應義塾大学 南里　勇気
16:15～16:45 　東京大学 田中　謙司

＊立命館大学 小田　哲明 ＊静岡理工科大学 三原 康司 ＊愛知淑徳大学 鄭　年皓 ＊明治大学 村山　誠
　立命館大学 石田　修一 　愛知淑徳大学 上原　衛 　明治大学 山下　洋史

　明治大学 山下　洋史 16:25～16:45

＊愛知工業大学 薛　暁燕
　愛知工業大学 岡崎　一浩

18:00〜

Ｃ会場
（一般：4号館 2階 4203教室）

Ｂ会場
（一般：4号館 2階 4206教室）

Ｄ会場
（一般：4号館 2階 4202教室）

日本と韓国の人的資源管理に関する
研究

統一論題：
地域ブランドに関する商標分析― 類
似群コードを用いた地域ブランドの
深耕度と広域度による計量分析 ―

第54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27年5月30日（土）、31日（日）　会場：共愛学園前橋国際大学）

3号館　3階　3301教室

基調講演：「グローカル時代の人材育成と経営システム」
　　　　　　　　　　　サンデンホールディングス株式会社　専務取締役　髙橋 貢 氏
　　司会：愛知工業大学 　　　　　　　 小田　哲久

休　　　　憩

休　　　　憩

3号館　1階　3101教室

【5月30日（土）】　受付開始 10:00～ （場所：4号館KYOAI COMMONS 1階エントランス）

実行委員長挨拶　共愛学園前橋国際大学　村山　賢哉
会長挨拶        関西学院大学　        石井　博昭

学会賞・論文奨励賞表彰式

経営品質科学研究部会：
多因子情報路における選択要因の
ウェイト推定モデル

日本の湖内居住島における生活のト
レードオフ問題

経営品質科学研究部会：
教師と看護師にとってのマジック・
タームとしての「生徒のため」「患
者のため」の奉仕と過重労働

鑑賞型レジャー施設に付随する売店
における消費者行動

Ｅ会場
（学生：4号館 2階 4201教室）

Ａ会場
（一般：4号館 2階 4204教室）

統一論題：
日本式改善活動と新興国型イノベー
ションの協調の可能性

職務特性が組織市民行動に及ぼす影
響－職業性ストレスモデルにおける
要求・コントロールモデルの視点か
ら－

季節性医薬品の需要予測に関する研
究

休　　　　憩

ネットワーク分析を用いたビジネス
誌広告の分析

Ｆ会場
（学生：4号館 2階 4211教室）

都市別の外国人観光客の変動にまつ
わる要因

懇　親　会　（前橋商工会議所 2階 ローズ）

システム設計理論によるグッズ－
サービスシステム設計法の提案

因子分析を用いた経営分析の可視化発表キャンセル



時　　間 時　　間

9:30～10:00 9:30～9:50

＊神戸学院大学 今野　勤 ＊久留米大学 奥井　秀樹 ＊東北大学 村上　智信 ＊明治大学 山下　洋史 ＊立命館大学 王　　雪 ＊愛知淑徳大学 田村　貴浩
　明治大学 権　善喜 　立命館大学 中塚　信雄 　愛知淑徳大学 鄭　年皓
　横浜商科大学 東海　詩帆 　東北大学 長平　彰夫

9:50～10:10

＊立命館大学 片桐　邦彦 ＊愛知淑徳大学 新海　しおり
10:00～10:30 　立命館大学 名取　隆 　愛知淑徳大学 鄭　年皓

＊東海大学 田畑　智章 ＊立命館大学 田平　由弘 ＊東北大学 村上　智信 ＊明治大学 山下　洋史
　中央大学 生田目　崇 　横浜商科大学 東海　詩帆
　早稲田大学 大野　高裕 　共愛学園前橋国際大学 村山　賢哉

　早稲田大学 山下　遥

＊愛知工業大学 廖　浩慧 ＊愛知淑徳大学 田代　淳也
　愛知工業大学 小田　晢久 　愛知淑徳大学 鄭　年皓
　愛知工業大学 蘇　麗麗
　愛知工業大学 韓　方策

10:30～10:40

10:40～11:10 10:40～11:00

＊日本文理大学 泉　丙完 ＊中京学院大学 淺井　達雄 ＊江戸川大学 安田　英土 ＊明治大学 山下　洋史 ＊愛知工業大学 張　春爽 ＊愛知淑徳大学 孝治　実季
　早稲田大学 澤口　学 　東北大学 長平　彰夫 　明治大学 村山　誠 　愛知工業大学 岡崎　一浩 　愛知淑徳大学 鄭　年皓

　明治大学 権　善喜
　横浜商科大学 東海　詩帆

11:00～11:20

＊立命館大学 岩崎　之勇 ＊明治大学 権　善喜
11:10～11:40 　立命館大学 名取　隆 　明治大学 山下　洋史

＊星城大学 野村　淳一 ＊ 佐々木　克哉 ＊愛知淑徳大学 上原　衛 ＊山梨学院大学 金子　勝一

　東北大学 長平　彰夫 　愛知淑徳大学 鄭　年皓 　共愛学園前橋国際大学 村山　賢哉
　明治大学 山下　洋史 　明治大学 山下　洋史 11:20～11:40

＊立命館大学 櫻井　克己 ＊愛知工業大学 Nusaibah
binti Mansor

　立命館大学 名取　隆 　愛知工業大学 Siti Norbaya
binti Yahaya

　愛知工業大学 岡崎　一浩

11:40～12:40

技術志向型中小企業における知的財
産戦略に関する研究

飼料価格の変動を考慮した産卵鶏群
の最適配置

経営品質科学研究部会：
技術革新の効果を考慮した資源循環
の分析モデル

【5月31日（日）午前】　受付開始 9:00～  （場所：4号館KYOAI COMMONS 1階エントランス）
Ａ会場

（一般：4号館 2階 4204教室）

健康機器業界におけるビジネスモデ
ルの研究

マーケット・セグメンテーションと
商品プロファイルのマッチングによ
る競争優位の実現

製造業における組織市民行動　－ア
ンケート調査結果の分析と考察－

企業部門の金融資産と負債の適正規
模に関する研究

Ｂ会場
（一般：4号館 2階 4206教室）

診療放射線認定専門技師の能力開発
に関する考察―認定資格の問題点と
改善提案－

Ｅ会場
（学生：4号館 2階 4201教室）

Ｄ会場
（一般：4号館 2階 4202教室）

休　　　　憩
品質問題の根本原因究明における
TRIZの応用

相続等における市街地農地の実践的
評価法

日本企業の海外R&D活動における研究
成果輩出促進要因に関する分析

ハイアール電器集団とパナソニック
の経営比較

経営品質科学研究部会：
組織における管理と支援の組合せに
関する研究

経営品質科学研究部会：
「要素間間隔情報量」に関する研究

10:10～10:30

日本における大企業と中小企業間技
術連携に際してのAlliance
Management Capability

経営品質科学研究部会：
経営者の出身部門と技術ポリシーが
企業成果に及ぼす影響に関する研究

中堅以上の化学系企業における組織
ルーティンと研究テーマ創造の関係
性

経営品質科学研究部会：
「運」の心理的判断に関する尺度化
モデル

経営品質科学研究部会：
日本における内陸県の分類フレーム
ワーク

I-I Chart を用いたリニモのサポー
ター意識に関する研究

Analyzing Trend of Capital
Adequacy and Basel Standard
using Text Mining Technique

デジタル時代における実体書店の苦
境と新しい機会

休　　　　憩

経営品質科学研究部会：
情報伝達時間に焦点を当てたコミュ
ニケーション･ネットワーク･モデル

各経済主体の金融資産と負債の適正
規模に関する研究

IoTスタートアップの戦略ECサイトにおける消費者の動的な効
用のパターン分析

Ｆ会場
（学生：4号館 2階 4211教室）

経営品質科学研究部会：
日韓企業のグローバル展開に関する
研究

経営品質科学研究部会：
ポジティブ情報とネガティブ情報の
価値構造統合モデル

Ｃ会場
（一般：4号館 2階 4203教室）



時　　間 時　　間

12:40～13:10 12:40～13:00

＊立命館大学 竹岡　紫陽 ＊千葉工業大学 張　海洋
＊甲南大学 吉川　歩 ＊立命館大学 久納　誠司 ＊ 関川　弘 ＊横浜商科大学 東海　詩帆 ＊立命館大学 湊　宣明 　千葉工業大学 大田　勉

　立命館大学 小田　哲明 　明治大学 山下　洋史 ＊立命館大学 石田　修一 　千葉工業大学 滝　聖子
　千葉工業大学 小野　浩之
　千葉工業大学 原　洋平

13:00～13:20

13:10～13:40 ＊愛知工業大学
　愛知工業大学

金　　哲
岡崎　一浩

＊神奈川大学
　神奈川大学

小鹿  雅弘
松丸　正延

＊千葉工業大学
　千葉工業大学

原　　洋平
大田　勉

＊立命館大学
　立命館大学

小田　哲明
石田　修一

＊横浜市立大学
　東京工業大学

永松　陽明
藤　　祐司

＊横浜商科大学
　明治大学

東海　詩帆
山下　洋史

13:20～13:40

　千葉工業大学 小野　修一郎 　
　千葉工業大学 小野　浩之 ＊大阪国際大学 盧　　涛
　千葉工業大学 三代川 由紀 　大阪国際大学 石井　康夫

13:40～13:50

時　　間 時　　間

13:50～14:20

＊大阪大学 ＊東洋学園大学 後藤　智 ＊法政大学 江崎　和博 ＊八王子市役所 安松　大悟
　立命館大学 石田　修一 　明治大学 村山　誠

　明治大学 権　善喜
　明治大学 山下　洋史

14:20～14:50

＊青山学院大学 臧　　巍 ＊東京情報大学 中尾　宏 ＊明治大学 中野　雅史 ＊早稲田大学 山下　遥
　早稲田大学 大野　高裕

14:50～15:00

15:00～15:30

＊東京大学 川中　孝章 ＊東京富士大学 福山　倫基 ＊早稲田大学 山下　遥
　神奈川大学 松丸　正延 　明治大学 権　善喜
　東京大学 六川　修一 　明治大学 山下　洋史
　神奈川大学 鈴木　博人 　山梨学院大学 金子　勝一

　青山学院大学 臧    巍

15:30～16:00

＊神奈川大学 松丸　正延 ＊共愛学園前橋国際大学 村山　賢哉
　神奈川大学 藤野　佑輔 　明治大学 山下　洋史

Ｄ会場
（一般：4号館 2階 4202教室）

複数の選択基準を考慮したサプライ
ヤー選択の多目的モデル

経営品質科学研究部会：
少数正社員企業の特殊訓練コストに
関する研究

人口減少社会における橋梁のトリ
アージ手法に関する研究～人口と
ネットワーク接続性を考慮した基礎
的研究～

経営品質科学研究部会：
QCサークルの小集団活動におけるメ
ンバーの「高温度適温」

原価計算の計算手続きの記述方法に
対してGUIを用いることによる可読性
向上の検証

看護師スキル･ミックスと病棟業務難
易度を考慮した人員配置モデルの構
築

休憩

環境マネジメントシステム認証制度
「エコステージ」第三者評価委員会
の研究

Multi-period Production Planning
Considering Resilience Based on
Constrained Shapley Value

製品のスペックと意味-デジタルカメ
ラにおける消費者志向の時系列分析-

TQMマトリクス及び3次元統合価値モ
デルに基づく共通マネジメントプロ
セス

経営品質科学研究部会：
日本のプロ野球におけるチームと
リーグの強さの評価モデル

経営品質科学研究部会：
3way構造をもつ多変量2値データにお
ける代表行列分析法

【5月31日（日）午後】　13:50～
Ａ会場

（一般：4号館 2階 4204教室）
Ｂ会場

（一般：4号館 2階 4206教室）
Ｃ会場

（一般：4号館 2階 4203教室）

駅力から見る東京都の都市構造

香港上海ホテルと帝国ホテルの経営
比較

経営品質科学研究部会：
上司の使用するパワーが従業員の組
織態度に与える影響に関する産業・
組織心理学的分析モデル

某大学講義棟のLED化による環境評
価と経済性評価に関する研究

倒産予知を考慮した財務格付けモデ
ルの構築

Ｆ会場
（一般：4号館 2階 4211教室）

Ｅ会場
（一般：4号館 2階 4201教室）

財務報告におけるサリエンシー効果
に関する研究

Ｄ会場
（一般：4号館 2階 4202教室）

我が国の主要自動車メーカーに対す
る生活者の評価構造の分析

商標分析に基づいた「宇宙」ブラン
ドに関する研究

休　　　　憩

経営品質科学研究部会：
組織におけるポジティブ情報とネガ
ティブ情報の価値に関する産業心理
学的検討

ビッグデータ利活用における課題の
検討

Ｃ会場
（一般：4号館 2階 4203教室）

Ａ会場
（一般：4号館 2階 4204教室）

Ｂ会場
（一般：4号館 2階 4206教室）

Ｅ会場
（学生：4号館 2階 4201教室）

Ｆ会場
（学生：4号館 2階 4211教室）

【5月31日（日）午後】　12:40～

研究開発の不確実性に対応したダウ
ンイノベーションアプローチの提案

Antonio
Oliveira
Nzinga Rene

決定理論における極端さを回避した
代替案選択法の提案

研究開発者の数と研究開発成果との
関係についての一考察

ソフトウエア開発における共通モ
ジュール調達の条件


