
時　間

12:00～
13:00

時　間
13:00～
13:10

13:10～
14:10

14:10～
14:20

時　間 時　間

14:20～
14:50

14:20～
14:40

＊広島大学 片桐英樹 ＊愛知工業大学
　大学院

青島弘幸 ＊立命館大学 小田哲明 ＊明治大学 山下洋史 ＊日本大学 水上祐治 ＊立命館大学 王雪 ＊立命館大学 今橋裕

　広島大学 呉宏偉 　愛知工業大学 石井成美 　立命館大学 石田修一 　明治大学 萩原統宏 　統計数理研究 本多啓介 　立命館大学 中塚信雄 　法政大学 玄場公規
　オー・エイ
　チ・ティー

羽森寛 　情報通信医学
　研究所

鈴木重徳 　東海大学 田畑智章 　東北大学 長平彰夫

　広島工業大学 垣内洋介 　統計数理研究
所

中野純司
　広島工業大学 加藤浩介 　日本大学 小田部明 14:40～

15:00

＊東京大学 飛鳥井達 ＊青山学院大学 太田滋 ＊芝浦工業大学 山口優介
14:50～
15:20

　東京大学 田中謙司 　芝浦工業大学 平田貞代

＊日本文理大学
　早稲田大学

泉丙完
澤口学

＊江戸川大学
　東北大学

安田英土
長平彰夫

＊明治大学
　愛知淑徳大学
　横浜商科大学

山下洋史
鄭年皓
東海詩帆

15:00～
15:20

＊東海大学 Chamnanki
t Pajaree

＊東京情報大学 笠原祥平 ＊芝浦工業大学 土山真由
美

　東海大学 田畑智章 　東京情報大学 岡本眞一 　芝浦工業大学 平田貞代

15:20～
15:30

時　間 時　間

15:30～
16:00

15:30～
15:50

＊東京経済大学 佐藤修 ＊近畿大学 谷崎隆士 ＊東京大学 川中孝章 ＊明治大学 山下洋史 ＊中京学院大学 淺井達雄 ＊愛知工業大学 王瀾潔 ＊東海大学 藤吉和樹 ＊立命館大学 竹岡紫陽
　がんこフード
　サービス株式
　会社

新村猛 　東京大学 六川修一 　明治大学
　横浜商科大学

権善喜
東海詩帆

　大学院
　愛知工業大学 石井成美

　東海大学 田畑智章 　立命館大学
　立命館大学
　法政大学

湊宣明
石田修一
玄場公規

　近畿大学 片岡隆之

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

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

統一論題：
日本の工場における情報技
術普及

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

サイバー保険市場のカタス
トロフィー・モデル

経営品質科学研究部会：
情報の囲い込みと伝達時間
を考慮した事前情報配分モ
デル

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―

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

G会場
（学生：会議室３２B）

H会場
（学生：会議室３２C）

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

集約型都市によるネット
ワーク化された都市圏構築

SI企業におけるリーダ育成
の方針と実態との整合性の
調査

休　　　　憩

Ａ会場
（一般：会議室２２A）

Ｂ会場
（一般：会議室２２B）

Ｃ会場
（一般：会議室２２C）

Ｄ会場
（一般：会議室３３A）

E会場
（一般：会議室３３B）

F会場
（学生：会議室３２A）

統一論題：
熟練技術者とTRIZによる品
質問題の回避手法

日本企業における海外R&Dマ
ネジメントの分析

経営品質科学研究部会：
「利他的泣き寝入り行動」
に関する研究

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―

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－

＊東海大学 Suppakorn
Kornboont
ritos

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

Twitterにおける業種別リツ
イートの影響要因 ～6業種
45ブランドの大容量データ
を用いた実証研究～

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

統一論題：
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

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

地域団体商標の事例研究 経営品質科学研究部会：
「魅力的」就職条件と「当
たり前」就職条件に関する
研究

媒介中心性を用いた学術文
献の共著情報の活用に関す
る一考察 -各研究分野の中
心研究者とその役割-

Car Sales Forecast by
Garch model

H会場
（学生：会議室３２C）

大会実行委員長挨拶　早稲田大学　　和多田　淳三
会長挨拶            愛知工業大学　小田　哲久

特別講演：「IECにおける国際標準化」
　　　　　パナソニック（株）顧問　野村淳二　博士（IEC会長　※IEC＝国際電気標準会議）(工学博士)
　　司会：和多田　淳三（早稲田大学）

休　　　　憩

Ａ会場
（一般：会議室２２A）

Ｂ会場
（一般：会議室２２B）

Ｃ会場
（一般：会議室２２C）

Ｄ会場
（一般：会議室３３A）

E会場
（一般：会議室３３B）

F会場
（学生：会議室３２A）

G会場
（学生：会議室３２B）

第55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9月2日（水）、3日（木）　会場：北九州国際会議場）

【9月2日（水）】　受付開始 11:00～　 (1階: メインエントランスホール）
会議室３３

理事会

国際会議室　（ROOM I）



15:50～
16:10

16:00～
16:30

＊東京大学
　東京大学

田口拓弥
田中謙司

＊東海大学
　東海大学

浅倉俊
田畑智章

＊法政大学
　法政大学

穂坂洋美
諸上茂光

＊千葉商科大学 仲野友樹 ＊加藤製作所 小林延至 ＊明星大学 谷井良 ＊明治大学 権善喜 ＊神戸学院大学 今野勤
　慶應義塾大学
　大学院

白坂成功 　明治大学 山下洋史

＊芝浦工業大学
　大学院

小田島舜 ＊愛知淑徳大学 浅井怜衣 ＊法政大学 林千愛

　芝浦工業大学 平田貞代 　愛知淑徳大学 上原衞 　法政大学 諸上茂光
　明治大学 山下洋史

18:00〜

時　間 時　間

9:15～
9:45

9:15～
9:35

＊愛知工業大学 竹中嘉久 ＊明星大学 中嶋教夫 ＊気象予報士 栗原剛 ＊愛知淑徳大学 鄭年皓 ＊兵庫県立大学 長野寛之 ＊横浜市立大学
　大学院

渡辺肇 ＊立命館大学
　大学院

北川敬一 ＊神奈川大学 張東豪

　明星大学 森屋一訓 　愛知淑徳大学 鄭年皓 　愛知淑徳大学 上原衛 　立命館大学 石田修一 　横浜市立大学 永松陽明 　神奈川大学 松丸正延
　明治大学 山下洋史 　明治大学 山下洋史 　神奈川大学 松浦春樹

　気象予報士 栗原剛
9:35～
9:55

＊東京大学 木村友哉 ＊愛知工業大学 土井聡恵 ＊愛知淑徳大学 谷章太郎
9:45～
10:15

　東京大学
　東京大学

田中謙司
島本卓也

　愛知工業大学 岡崎一浩 　愛知淑徳大学 鄭年皓

＊筑波技術大学 嶋村幸仁 ＊東京工業大学 藤祐司 ＊岡山大学 北真収 ＊山梨学院大学 金子勝一 ＊立命館大学 林永周
　横浜市立大学 永松陽明 　愛知淑徳大学

　明治大学
鄭年皓
山下洋史

　立命館大学 李政勲

　

＊芝浦工業大学 Leon
Cardoso
Jairo
Humberto

＊愛知工業大学
　愛知工業大学
　愛知工業大学
　愛知工業大学

廖シュ慧
蘇麗麗
韓方策
小田哲久

＊愛知工業大学
　大学院
　愛知工業大学

王飛

石井成美

　芝浦工業大学 平田貞代

10:15～
10:25

9:55～
10:15

Implementing Quaity
Management Systems in
Vietnam : A Case of
Monitoring Improvement of
Product Quality at a
Fertilizer Manufacturer

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

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

休　　　　憩

二次電池残存性能推定手法
に関する研究

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

経営品質科学研究部会：
組織における情報の恣意的
操作に関する研究

統一論題：
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

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

サービス品質の追求―公正
論の視点から―

経営品質科学研究部会：
日本の内陸県における工業
出荷額の分析モデル

学生ベンチャー企業におけ
るメンターの役割

Jリーグ加盟クラブの経営シ
ステムに関する考察

同族企業におけるマネジメ
ントシステムに関する研究

経営品質科学研究部会：
「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

経営品質科学研究部会：
日本の内陸県における岐阜
県の特殊性と鉄道路線

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－

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

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－

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

懇　親　会　（西日本工業倶楽部：旧松本邸）

【9月3日（木）午前】　受付開始 8:00～ (1階: メインエントランスホール）
Ａ会場

（一般：会議室２２A）
Ｂ会場

（一般：会議室２２B）
Ｃ会場

（一般：会議室２２C）
Ｄ会場

（一般：会議室３３A）
E会場

（一般：会議室３３B）
F会場

（学生：会議室３２A）
G会場

（学生：会議室３２B）
H会場

（学生：会議室３２C）

CRMによる最適商品プロファ
イル・販売価格の決定

16:10～
16:30

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～

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

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

統一論題：
中小企業における情報の活
用とその要因の研究

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

アントレプレナーの行動原
理　－行動科学的アプロー
チ－

経営品質科学研究部会：
「運」の同量性心理に関す
る研究

顧客サービス向上のための
物流ネットワークシステム

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

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



時　間
10:25～
12:25

12:25～
13:25

時　間
13:25～
14:25

14:25～
14:35

時　間 時　間

14:35～
15:05

＊近畿大学 木村有寿 ＊琉球大学 志村健一 ＊香川大学 閔庚炫 ＊共愛学園前橋
　国際大学

村山賢哉 ＊愛知淑徳大学 上原衛

　近畿大学 松冨達夫 　明治大学 山下洋史 　愛知淑徳大学 鄭年皓
　近畿大学 大谷崇 　明治大学 山下洋史

15:05～
15:35

＊大阪工業大学 椎原正次 ＊神戸学院大学 柴田淳子 ＊愛知工業大学 山田洋巳 ＊横浜商科大学 東海詩帆 ＊下関市立大学 藪内賢之
　神戸学院大学 毛利進太 　愛知工業大学 宇佐美貴 　明治大学 山下洋史 　早稲田大学
　神戸学院大学 塩出省吾 　名古屋産業大 成瀬健一

　愛知工業大学 小田哲久

15:35～
15:45

15:45～
16:45

休　　　　憩

チュートリアル：オープンソースＥＲＰにかかるチュートリアル（入門）
　　　　　　　　岡崎 一浩，南雲駿介，水野佑規（R+ERP経営研究部会）

簡易型ファジィロバスト回
帰モデルとその特徴

和多田淳
三

統一論題：
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

クラスター分析に基づく履
修パターンの可視化

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－

経営品質科学研究部会：
従業員の内発的、外発的職
務満足が組織態度に与える
影響の日台比較

統一論題：
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

相関係数と標準偏差－統計
教育における視覚化の試み

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

経営品質科学研究部会：
労働価値の増加率に注目し
た少数正社員企業の特殊訓
練コストに関する研究

リニモのサポーター意識に
おける組織活性化のカタス
トロフィー・モデル

休　　　　憩

Ａ会場
（一般：会議室２２A）

Ｂ会場
（一般：会議室２２B）

Ｃ会場
（一般：会議室２２C）

Ｄ会場
（一般：会議室３３A）

E会場
（一般：会議室３３B）

F会場
（学生：会議室３２A）

G会場
（学生：会議室３２B）

H会場
（学生：会議室３２C）

国際会議室　（ROOM I）
パネル討論：「技術経営における経営システムの役割」
　パネラー：石井博昭（関西学院大学）、能勢豊一（大阪経済大学）、松丸正延（神奈川大学）、山田 圀裕（メガチップス）、山田啓一（中村学園大学）、和多田淳三（早稲田大学）
　コーディネータ：久保田直行（東京都立大学）
　司会：松本　義之（下関市立大学）

昼　　　　食

【9月3日（木）午後】　13:35～
国際会議室　（ROOM I）
基調講演：「海外進出と企業の社会的責任―東南アジアにおける企業行動のあり方」
　　　　　中村学園大学　教授　山田啓一　博士（日本経営システム学会、常任理事）(経営学博士)
　　司会：藪内　賢之（下関市立大学）


