
                                  第55回全国研究発表大会発表
者一覧

　 15.7.16現在

   ＊発表者

No     論                    題        （キーワード） 種類
ｾｯｼｮ

ﾝ
    所     属 氏　　　名

1 アライメント撮像を考慮したプリント基板の検査経路最適化 研究 一般 ＊広島大学 片桐　英樹
　広島大学 呉 宏偉
　オー・エイチ・ティー 羽森　寛
　広島工業大学 垣内　洋介

（最適化,検査経路,プリント基板,アライメント撮像,近似解法） 　広島工業大学 加藤　浩介
2 CRMによる最適商品プロファイル・販売価格の決定 研究 一般 ＊神戸学院大学 今野　勤

　
（CRM Product Profile  Taguchi Methods Generalized Reduced
Gradient method）

3 同族企業におけるマネジメントシステムに関する研究 研究 一般 ＊明星大学 中嶋　教夫
　明星大学 森屋　一訓

（PPP、同族企業、戦略目標、業績評価指標）
4 ソフトウェア業界における人材育成方法に対する調査 研究 学生 ＊芝浦工業大学 土山　真由美

　芝浦工業大学 平田
（人材）

5 「在庫低減と品目別負荷の平準化」に関する多品目調和モデル 部会 一般 ＊気象予報士 栗原　剛

経営品質科学研究部会 　愛知淑徳大学 鄭
（需要変動、エネルギー一定の下でのエントロピー最大化問題、負
荷配分エントロピー、品目別平準化と総量平準化、期間別品目別

　明治大学 山下　洋史

6 学生ベンチャー企業におけるメンターの役割 研究 一般 ＊立命館大学 林　永周
立命館大学 李 政勲

（ベンチャー、学生ベンチャー、メンター）
7 研究 学生 ＊法政大学 穂坂　洋美

法政大学 諸上　茂光
（OTC医薬品、知覚リスク、恥喚起）

8
聴取者の自伝的記憶と心理的視点に着目した効果的なラジオ広告
表現の検討

研究 学生 ＊法政大学 林　千愛

法政大学 諸上　茂光
（自伝的記憶、想起、自己肯定）

9 相関係数と標準偏差－統計教育における視覚化の試み 研究 一般 ＊琉球大学 志村健一
9月3日（木）での発表希望
（積率相関係数、散布図、統計教育）

10
BRMSによるスマート・エンタープライズ実現に向けた企業システム
戦略

研究 一般 ＊愛知工業大学大学院 青島　弘幸
愛知工業大学 石井　成美

（スマート・エンタープライズ：BRMS (Business Rule Management
System)：組織能力構築能力：製造業：生産性）

11 研究 学生 ＊芝浦工業大学大学院 小田島　舜
芝浦工業大学大学院 平田　貞代

（技術経営：エスノグラフィー：中小企業）
12 研究 学生 ＊愛知工業大学大学院 王　飛

愛知工業大学 石井　成美
（キャラクタービジネス：中国における販売戦略：キャラクター商品
化）

13 研究 学生 ＊愛知工業大学大学院 王　瀾潔
愛知工業大学 石井　成美

（中華ファーストフードチェーン：チェーン展開：展開システム：成功
要因）

14 顧客サービス向上のための物流ネットワークシステム 研究 学生 ＊東京大学 田口拓弥
東京大学 田中謙司

（物流：Operation Research：Facility Location Problem：Eコマース：
ネットワーク）

15 「魅力的」就職条件と「当たり前」就職条件に関する研究 部会 一般 ＊明治大学 山下　洋史
経営品質科学研究部会 　明治大学 萩原　統宏
（9/2か、9/3のAMを希望）
（魅力的品質 当たり前品質 動機づけ要因 衛生要因 就職満足度）

16 情報の囲い込みと伝達時間を顧慮した事前情報配分モデル 部会 一般 ＊明治大学 山下　洋史
経営品質科学研究部会 　明治大学 権　善喜
（コミュニケーション・ネットワーク、記憶通信路、平均最短情報伝達
時間、事前情報配分比率、事前情報配分エントロピー）

　横浜商科大学 東海　詩帆

17 日本の工場における情報技術普及 研究 一般 ＊東京経済大学 佐藤　修

（工場の情報技術利用：アンケート調査）
18 研究 学生 ＊愛知淑徳大学 浅井怜衣

愛知淑徳大学 上原衞
（システム温：体温：体感温度：ＰＭ理論：パス・ゴール理論） 明治大学 山下洋史

中国における中華ファーストフードチェーン展開を成功させるため
のシステム要因

エスノグラフィーを用いた町工場における経営課題の可視化と解決
支援について ~金属製品製造企業を対象として～

消費者が症状別に知覚するリスクの特性に対応したOTC医薬品広
告の考察

中国における販売戦略としてのキャラクター商品化に関する一考察

リーダーのタイプとフォロワーシップの構成要素に注目した組織メン
バーの満足度
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19 熟練技術者とTRIZによる品質問題の回避手法 研究 一般 ＊日本文理大学 泉　丙完
　早稲田大学 澤口　学

（品質管理、熟練技術、TRIZ、開発管理）
20 研究 一般 ＊愛知工業大学 山田洋巳

愛知工業大学 宇佐美貴史
名古屋産業大学 成瀬健一郎

（一対比較：FCR法：矛盾度：選好度：スクリーニング） 愛知工業大学 小田哲久
21 研究 一般 ＊ 小林延至

白坂成功
（アシュアランスケース：D-Case：ゴール指向分析：業務改善：品質
保証）

22 研究 学生 ＊立命館大学大学院 北川敬一

（学校価値：学校経営：グラウンデッド・セオリー・アプローチ：リスクマ
ネジメント）

23 太陽光発電所建設の最適手順―農地の転用をともなう場合― 研究 一般 ＊中京学院大学 淺井　達雄

（太陽光発電、固定価格買取制度、農地転用、登記、最適手順）
24 実体書店とネット書店の比較による書店の消費者行動分析 研究 学生 ＊愛知工業大学 廖 シュ慧

愛知工業大学 蘇麗麗
愛知工業大学 韓方策

（書店経営：消費者行動：ネット書店：経営戦略） 愛知工業大学 小田哲久
25 Jリーグ加盟クラブの経営システムに関する考察 研究 一般 ＊愛知工業大学 竹中嘉久

（Jリーグ：Jクラブ：経営システム：事業継続）
26 研究 学生 ＊立命館大学 王雪

立命館大学 中塚信雄
（健康･予防産業　ビジネスモデル　ICT技術　価値提案　健康管理
サービス）

東北大学 長平彰夫

27 研究 学生 ＊青山学院大学 太田　滋

（Twitter：口コミ：テキストマイニング：ポアソン回帰）
28 研究 一般 ＊近畿大学 谷崎　隆士

がんこフードサービス株
式会社

新村　猛

（マルチエージェントシミュレーション：サービスプロセス設計：セル
オートマトン：レストラン）

近畿大学 片岡　隆之

29 クラスター分析に基づく履修パターンの可視化 研究 一般 ＊神戸学院大学 柴田淳子
神戸学院大学 毛利　進太郎

（成績データ，クラスター分析，教育の質的向上） 神戸学院大学 塩出省吾
30 利他的泣き寝入り行動」に関する研究 部会 一般 ＊明治大学 山下　洋史

経営品質科学研究部会 　愛知淑徳大学 鄭　年皓
（人間関係重視の行動、心理的ストレス、協力解、対立解、泣き寝入
り解）

　横浜商科大学 東海　詩帆

31
部品展開を考慮したサプライチェーン・ネットワーク設計モデルの研
究

研究 学生 ＊神奈川大学 張　東豪

　神奈川大学 松丸　正延
（サプライヤー選択、コスト、部品展開表） 　神奈川大学 松浦　春樹

32 住居の購入及び借用に関するエクセルシミュレーション 研究 学生 ＊東海大学 藤吉和樹
東海大学 田畑智章

（経済性工学：不動産購入・賃貸）

33 研究 学生 ＊東海大学
Chamnankit
Pajaree

東海大学 田畑智章
（VaR：疑似乱数発生法：モンテカルロシミュレーション）

34 Car Sales Forecast by Garch model 研究 学生
＊東海大学

Suppakorn

Kornboontrito

東海大学 田畑智章
（時系列予測モデル）

35
日本の太陽電池産業における共同研究の進展とその可視化の研
究

研究 学生 ＊横浜市立大学院 渡辺肇
横浜市立大学 永松陽明

（共同研究）
36 簡易型ファジィロバスト回帰モデルとその特徴 研究 一般 ＊下関市立大学 藪内　賢之

早稲田大学 和多田　淳三
（ファジィ回帰モデル：可能性：重心：ロバスト）

37 企業成長モデルにおける新製品開発プロセスに関する研究 研究 一般 ＊筑波技術大学 嶋村幸仁

（技術経営：新製品開発：企業成長モデル：プロセス：成長と危機）
38 日本企業における海外R&Dマネジメントの分析 研究 一般 ＊江戸川大学 安田英土

東北大学 長平彰夫

学校の価値創造経営におけるリスクマネジメント －学校価値につい
ての考察－

Verifying random number generation methods in  Monte-Carlo
simulation for VaR

マルチエージェントシミュレーションを用いた レストランホールのレイ
アウト設計

Twitterにおける業種別リツイートの影響要因 ～13業種44ブランドの
大容量データを用いた実証研究～

日本の健康・予防企業におけるビジネスモデルの研究  ―ICT技術
の活用を中心―

情報システムを扱う業務に対するアシュアランスケースを用いた品
質保証方法の提案

一対比較へのFCR法の適用－6種類のお茶を題材とした一対比較
で発生する矛盾のループの低減－
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（国際的R&Dマネジメント：グローバル・イノベーション：R&D国際化）
39

不確実性を低減させるダウンイノベーションアプローチの効用と限
界

研究 学生 ＊立命館大学 竹岡紫陽
　立命館大学 湊　宣明
　立命館大学 石田　修一

（イノベーション 研究開発 不確実性） 　法政大学 玄場　公規
40 日本の内陸県における岐阜県の特殊性と鉄道路線 部会 一般 ＊愛知淑徳大学 鄭　　年皓

経営品質科学研究部会 　愛知淑徳大学 上原　衛
　明治大学 山下　洋史

（人口密度、産業構造、大都市圏、非大都市圏、幹線） 　気象予報士 栗原　剛
41 「運」の同量性心理に関する研究 部会 一般 ＊明治大学 権　善喜

経営品質科学研究部会 　明治大学 山下　洋史
（運資源ビリーフ、幸運、不運、運の定量感、運の減少感）

42 企業の地域共生―Ｓ社の事例― 研究 一般 ＊福島工業高等専門学校 横井　久美子

（社会的責任 地域共生）
43 共有ステーションをもつI字組立セルの構成と運営に関する研究Ⅳ 研究 一般 ＊近畿大学 木村　有寿

近畿大学 松冨　達夫
（生産システム：FMS：工程・作業計画） 近畿大学 大谷　崇

44 地域団体商標の事例研究 研究 一般 ＊立命館大学 小田哲明
立命館大学 石田修一

（地域団体商標：地域ブランド）
45 研究 一般 ＊兵庫県立大学 長野　寛之

　立命館大学 石田修一
（positioning strategy framework）

46 研究 学生 ＊立命館大学 今橋　裕
　法政大学 玄場　公規

（ 中小企業、ケイパビリティ、ブランド、ファミリービジネス）
47 日本の内陸県における工業出荷額の分析モデル 部会 一般 ＊山梨学院大学 金子　勝一

経営品質科学研究部会 　愛知淑徳大学 鄭　　年皓
（内陸県 臨海県 都道府県別、工業出荷額 臨海県と内陸県の産業
構造 パネルデータ、分析モデル）

　明治大学 山下　洋史

48 アントレプレナーの行動原理　－行動科学的アプローチ－ 研究 一般 ＊明星大学 谷井　　良

（アントレプレナー、起業、行動原理、行動科学、イノベーション行
動）

49 サービス品質の追求―公正論の視点から― 研究 一般 ＊岡山大学 北　真収

（競争優位性、サービス保証、情報的公正、手続き的公正、顧客の
我慢）

50 中小企業における情報の活用とその要因の研究 研究 一般 ＊千葉商科大学 仲野友樹

（中小企業：情報システム：情報の活用）
51 研究 一般 ＊香川大学 閔　庚�瓶

（店頭広告：広告コミュニケーション：露出効果：コミュニケーション効
果）

52 研究 一般 ＊大阪工業大学 椎原　正次

（ジョブ・ショップ・スケジューリング：タブーサーチ：遅れのないスケ
ジュール：数値実験）

53 タクシー業界における環境対応車導入の効果の総合的評価 研究 一般 ＊東京工業大学 藤　祐司
　横浜市立大学 永松　陽明

（タクシー：ライフサイクルアセスメント：環境対応車：買い替え）
54 集約型都市によるネットワーク化された都市圏構築 研究 学生 ＊東京情報大学 笠原祥平

　東京情報大学 岡本眞一
（都市構造 ネットワーク化 スマートシュリンク コンパクト・シティ）

55 ROAの区間別分布の分析による各国企業の利益調整行動の考察 研究 学生 ＊愛知工業大学 土井聡恵
　愛知工業大学 岡崎一浩

（ROA（Return on Asset）：利益調整：カイ二乗検定）
56 組織における情報の恣意的操作に関する研究 部会 学生 ＊愛知淑徳大学 谷　章太郎

経営品質科学研究部会 　愛知淑徳大学 鄭　年皓
（ゲートキーパー：情報の停滞：情報の排除：エントロピー：通信路）

57 二次電池残存性能推定手法に関する研究 研究 学生 ＊東京大学 木村友哉
　東京大学 田中　謙司

（二次電池：電気自動車：リチウムイオン電池） 島本卓也
58 サイバー保険市場のカタストロフィー・モデル 研究 一般 ＊東京大学 川中　孝章

　東京大学 六川　修一
（サイバー保険：情報セキュリティ：リスクマネジメント：カタストロ
フィー・モデル）

59 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　その2 研究 学生 ＊東海大学 浅倉　俊

局所的な遅れのないスケジュール生成を組み込んだタブーサーチ
によるジョブ・ショップ・スケジューリング

店頭広告の提示形態が広告メッセージの誘因効果の相対的水準に
与える影響

工業先進地域におけるポジショニング戦略に関する新たな提案－
家電と自動車の教訓から－

ブランドを確立した中小企業の事例分析－食品製造企業の経営者
のケイパビリティ－
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　東海大学 田畑　智章
（マーケティング、購買行動、POSデータ）

60 小売事業者向けの優良顧客のリテンション支援システム 研究 学生 ＊東京大学 飛鳥井達矢

（ビッグデータ：小売事業者：クラスタリング：遺伝アルゴリズム）
61

無意識のジェンダーバイアスによる男女協働への影響に関する研
究

研究 学生 ＊芝浦工業大学 山口　優介
　芝浦工業大学 平田　貞代

（ジェンダー、バイアス、男女協働）
62 部会 一般 ＊共愛学園前橋国際大学 村山 賢哉

　明治大学 山下　洋史
経営品質科学研究部会
（非正規従業員、教育訓練、正社員率、企業活動の低エネルギー
化、労働価値の増加率）

63 研究 一般 ＊愛知淑徳大学 上原　衛
　愛知淑徳大学 鄭　年皓

(組織活性化 地域活性化プロジェクト サポーター意識 I-I chart
ローカル鉄道)

　明治大学 山下　洋史

64 部会 一般 ＊横浜商科大学 東海　詩帆
　明治大学 山下　洋史

経営品質科学研究部会
（職務満足 組織コミットメント 内発的動機づけによる満足 外発的動
機づけによる満足 日台比較）

65 研究 一般 ＊日本大学 水上祐治
　統計数理研究所 本多啓介
　情報通信医学研究所 鈴木重徳
　統計数理研究所 中野純司

（媒介中心性：共著情報） 　日本大学 小田部明

66 研究 学生 ＊芝浦工業大学
Leon Cardoso
Jairo Humberto

　芝浦工業大学 平田　貞代

（）
67

68

69

70

学生発表（研究） 26
学生発表（部会） 1
一般発表（研究） 30
一般発表（部会） 9
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