第 64 回全国研究発表大会講演論文集目次
一般セッション：
国際的スポーツイベント開催に対する期待と態度
の定量分析：福島県の子ども達を対象として
＊千葉商科大学 櫻井 聡
横浜市立大学 柴田 典子
横浜市立大学 永松 陽明
スカート市場の低迷回復に関する一考察
＊文化ファッション大学院大学 山岡 真理
日本大学
鈴木 邦成
日本大学
水上 祐治
意思決定における納得に至る意思決定過程に関す
る分析― 実際の意思決定事例をもとに ―
＊産業技術大学院大学 細田 貴明
東海大学
田畑 智章
動的メトリクス加速寿命試験モデルに対するWeb
ソフトウェア信頼性評価ツール
＊神戸学院大学 林坂 弘一郎
ファンドの投資成績の計測：対応のあるデータを
利用した分析
＊愛知産業大学 丸山 宏
消費税の免税点近傍における利得最大化の試み
＊中京学院大学 淺井 達雄
仕様変更品対応に向けたかんばん方式の応用
＊名古屋大学 宮崎 卓
オンライン・サービス・インターフェースの壁を
解消する要因に関する考察
＊立正大学 金森 孝浩
大学マーケティング教育におけるデザイン思考適
用の研究
＊横浜市立大学 永松 陽明
横浜市立大学 柴田 典子
発明原理を活用した対極類比アプローチによる創
造手法の提案
＊三菱電機
織田 昌雄
立命館大学 澤口 学
作業プロセス情報の暗黙知への再変換に関する研
究
＊三菱日立パワーシステムズ 赤城 弘一
立命館大学
澤口 学
高速道路事業（公共事業）におけるＶＥ実施事例
の一考察
＊首都高速道路 染谷 厚徳
立命館大学
澤口 学
地域製造業の海外生産拠点分析モデルの検証
＊山形大学
國分 一典
山形大学
野田 博行
山形大学
中島 健介
山形大学
小野 浩幸
山形大学
兒玉 直樹
東北大学
田中 陽一郎
愛知工業大学 柊 紫乃

多変量時系列モデルによる半導体市場の変動解析
―経済ショックが及ぼす影響―
＊HTM リサーチ インスティチュート 小川貴史
システム創造力向上のための機能展開法の効果と
その教育法
＊早稲田大学 三原 康司
システム開発企業における組織分化と事業効率に
関する一考察
＊上武大学 関川 弘
アクセス制御向けDatalakeカタログ自動拡張方式
の提案― 多様化する経営環境へのITシステム即
応の一手法 ―
＊日立製作所 近藤 伸和
メタデータに基づくアクセス制御ポリシー適用支
援の一検討
＊日立製作所 角井 健太郎
日立製作所 近藤 伸和
イノベーター理論を活用したスコアリングによる
革新的購入者の推定― SPCポイントに基づくユー
ザー分類手法の検証 ―
＊ドゥ・ハウス 岩田 遼
青山学院大学 蔵本 薫
青山学院大学 熊谷 敏
消費者の独自性欲求がインスタ映え画像の投稿意
向に与える影響
＊法政大学 木暮 美菜
法政大学 諸上 茂光
エッセンシャルオイルの利用における男女差に基
づくジェンダードイノベーション
＊芝浦工業大学 平田 貞代
ブレインライティングに基づくアイディア発想手
法の研究
＊日本文理大学 泉 丙完
ビジネスプロセスの可視化デモンストレーション
の試み
＊福島工業高等専門学校 横井 久美子
外食産業におけるチェーン化のジレンマ
＊リッパー建設 池田 大輔
デジタルサイネージによる広告効果の実証方法の
検討
＊摂南大学 久保 貞也
コア・コンピタンスの形成プロセスに関する考察
―アリババグループの事例を中心に―
＊共栄大学 馮 晏
経営品質科学研究部会：社会貢献型ローカル企業
におけるSDGsと業績の間のシナジー
＊山梨学院大学 金子 勝一
明治大学
山下 洋史
明治大学
萩原 統宏
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経営品質科学研究部会：日本の「非都市型高COD湖
沼」に関する研究
＊明治大学 山下 洋史
経営品質科学研究部会：日韓関係に関する合意形
成の「非連続型6つの解モデル」
＊明治大学
権 善喜
明治大学
山下 洋史
福知山公立大学 鄭 年皓
経営品質科学研究部会：国際人的資源に関する一
考察―文化的知性の観点から
＊釧路公立大学 曽我 寛人
経営品質科学研究部会：「経営システム」研究に
おける低エネルギーと高エントロピーの研究視座
＊明治大学 山下 洋史
明治大学 姜 依凡
明治大学 萩原 統宏
経営品質科学研究部会：京都府北中部の双子都市
に関する研究
＊福知山公立大学 鄭 年皓
明治大学
山下 洋史
山梨学院大学
金子 勝一
経営品質科学研究部会：熟練職種労働者育成の条
件に関する概念モデル
＊産業能率大学 高坂 一郎
経営品質科学研究部会：平準化と在庫の調和の視
点に基づいた複数品目の複数計画期間に関する全
体評価基準
＊気象予報士 栗原 剛
東京大学
川中 孝章
経営品質科学研究部会：北海道の地方交付税配分
問題における因子ウェイトと配分比率の推定
＊釧路公立大学 曽我 寛人
明治大学
山下 洋史
経営品質科学研究部会：説明変数と被説明変数に
複数のタイム・ラグを考慮した研究開発活動成果
分析モデル
＊明治大学 野尻 泰民
明治大学 山下 洋史
明治大学 萩原 統宏
経営品質科学研究部会：2つの集団におけるメンバ
ーの最大到達距離と接続ノード数に基づく事前情
報配分モデル
＊明治大学 山下 洋史
東京大学 川中 孝章

学生セッション：
経営品質科学研究部会：中国のインターネット・
ショッピングにおける低エネルギーと高エントロ
ピーの両立・調和フレームワーク
＊明治大学 姜 依凡
明治大学 山下 洋史

経営品質科学研究部会：釧路管内の観光地におけ
る韓国人観光客増加に関する一考察―カラーマー
ケティングの観点から―
＊釧路公立大学 伊藤 綱康
釧路公立大学 曽我 寛人
経営品質科学研究部会：化粧品の購買行動に与え
る消費者心理に関する実証分析
＊釧路公立大学 長太 あゆみ
釧路公立大学 曽我 寛人
経営品質科学研究部会：就職条件分類特性値に関
する研究
＊明治大学 中新田 渉里
明治大学 山下 洋史
明治大学 萩原 統宏
現場作業の暗黙知を骨格分析とAIで形式知化する
手法の研究
＊立命館大学
佐藤 孝則
立命館大学
澤口 学
三菱日立パワーシステムズ 赤城 弘一
三菱日立パワーシステムズ 森下 武
病院の新築移転前後における看護師の作業環境の
変化と課題
＊立命館大学 山田 眞佐美
立命館大学 名取 隆
廃棄物処理業における従業員の生産性及び安全性
に関する意識調査― 建設業との比較 ―
＊立命館大学 曹 剣飛
立命館大学 橋口 伸樹
立命館大学 橋本 征二
立命館大学 林 永周
立命館大学 児玉 耕太
スマートフォン依存と生活満足度の関連性に関す
る考察
＊立命館大学 曹 剣飛
立命館大学 林 永周
立命館大学 児玉 耕太
加工が困難な部品の量産化によるイノベーション
―株式会社タカコの事例―
＊立命館大学 木村 匡孝
立命館大学 名取 隆
創薬バイオベンチャーのコア技術創出におけるビ
ジネス人材の役割―知識情報移転の視点での事例
分析―
＊立命館大学 藤森 茂
立命館大学 名取 隆
ティックサイズ縮小における投資家意思決定の概
念モデル
＊早稲田大学
丸山 博之
東海大学
田畑 智章
産業技術大学院大学 細田 貴明
経験価値層別によるスポーツ観戦の勧誘要因に関
する研究
＊早稲田大学 小川 慶也
東京大学
川中 孝章
早稲田大学 大野 髙裕
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ライフスタイルの違いを考慮した，商品コンセプ
トの伝達がブランド・ロイヤルティに与える影響
＊早稲田大学 飯田 将之
東京大学
川中 孝章
早稲田大学 大野 髙裕
両面性市場におけるC to Cビジネスの競合戦略
＊早稲田大学 高見 俊輝
早稲田大野 大野 髙裕
東京大学
川中 孝章
Twitter上の宣伝情報拡散に影響するインフルエ
ンサーの特徴分析
＊早稲田大学 後藤 孝輔
東京大学
川中 孝章
早稲田大学 大野 髙裕
消費価値観とSNS・CMの購買プロセスに与える影響
＊早稲田大学 寺畑 勇希
東京大学
川中 孝章
早稲田大学 大野 髙裕
ゲーム理論を活用した協調戦略における意思決定
に関する研究
＊早稲田大学 石原 菜央
東京大学
川中 孝章
早稲田大学 大野 髙裕
複合型スタジアムにおける施設構成に関する研究
＊早稲田大学 摩嶋 翼
東京大学
川中 孝章
早稲田大学 大野 髙裕
割賦販売における個人の信用スコアの算定
＊東海大学 伊尻 萌
東海大学 田畑 智章
サイト閲覧時間と消費者嗜好の多様性の観点から
見た購買行動に対する要因分析
＊東海大学 福井 悠斗
東海大学 田畑 智章

オムニチャネルにおける消費者購買行動に関する
研究
＊東海大学 福井 悠斗
東海大学 田畑 智章
EC サイト上での消費者のレビュー行動と購買行動
との関連
＊東海大学 吉田 美勇士
東海大学 田畑 智章
機械学習を用いた企業格付けの研究
＊神奈川大学 張 安達
神奈川大学 平井 裕久
神奈川大学 松丸 正延
神奈川大学 片桐 英樹
組合せ最適化に基づいた現場の制約を考慮した学
校給食の献立作成
＊神奈川大学 髙橋 淳
神奈川大学 片桐 英樹
財務情報とテキスト情報を統合した企業情報マイ
ニング手法の提案 ― 複数指標の連動性と係り受
け構造の考慮 ―
＊東京都市大学 日出間 健
東京都市大学 岡田 公治
トピックモデルを用いたX線探査衛星の日米欧成
果比較
＊日本大学
高宗 大起
日本大学
水上 祐治
宇宙科学研究所 大畠 晶子
中央大学
中野 純司
日本の芸能界における歌手のプロモーション戦略
に関する一考察―テキストマイニングによる楽曲
の特徴分析―
＊日本大学 寺内 華
日本大学 水上 祐治
アジア地域における国際空港の離発着能力強化と
日本の取組
＊日本大学 伊藤 慎太朗
日本大学 水上 祐治
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