
第65回 日本経営システム学会 全国研究発表大会 プログラム

時　　間
10:00～10:30
10:40～12:00
12:00～12:45

時　　間
12:45～13:00
13:00～14:00
14:00～14:10
14:10～15:10
15:10～15:30

時　　間 時　　間
司会 司会 司会
立命館大学 湊　宣明 神戸学院大学 柴田　淳子 横浜商科大学 東海　詩帆

15:30～16:00 15:30～15:50

＊BCM防災研究所 川口　均 ＊西武文理大学 齊藤　絵理子 ＊摂南大学 久保　貞也 ＊釧路公立大学 長太　あゆみ ＊早稲田大学 高見　俊輝
　釧路公立大学 曽我　寛人 　東京大学 川中　孝章

　早稲田大学 枝川　義邦
　早稲田大学 大野　髙裕

15:50～16:10

16:00～16:30 ＊釧路公立大学 伊藤　綱康 ＊早稲田大学 石原　菜央
　釧路公立大学 曽我　寛人 　東京大学 川中　孝章

　早稲田大学 枝川　義邦
　早稲田大学 大野　髙裕

＊高崎経済大学 王　雪 ＊青山学院大学 蔵本　薫 ＊横浜商科大学 柳田　義継 16:10～16:30

＊明治大学 姜　依凡 ＊早稲田大学 竹谷　夏美
　明治大学 山下　洋史 　東京大学 川中　孝章
　明治大学 萩原　統宏 　早稲田大学 枝川　義邦

　早稲田大学 大野　髙裕
16:30～16:45 休憩

時　　間 時　　間
司会 司会 司会
神戸学院大学 大角　盛広 神戸学院大学 今野　勤　 大阪工業大学 椎原　正次

16:45～17:15 16:45～17:05

＊三菱パワー 森下　武 ＊日本文理大学 泉　丙完 ＊国際基督教大学 中野　雅史 ＊関西大学 安田　弘一 ＊早稲田大学 飯田　将之
　立命館大学 澤口　学 　日本文理大学 阿部　裕香里 　関西大学 伊佐田　文彦 　東京大学 川中　孝章
  三菱パワー 赤城　弘一 　早稲田大学 枝川　義邦
　立命館大学 佐藤　孝則 　早稲田大学 大野　髙裕

17:05～17:25

17:15～17:45 ＊関西大学 徐　子堯 ＊早稲田大学 長井　健
　関西大学 伊佐田　文彦 　東京大学 川中　孝章

　早稲田大学 枝川　義邦
　早稲田大学 大野　髙裕

＊甲南大学 小出　武 ＊立命館大学 前川　知浩 ＊大阪大学 三森  八重子 17:25～17:45

＊立命館大学 井原　輝一 ＊青山学院大学 戸塚　晶也
　立命館大学 湊　宣明 　青山学院大学 熊谷　敏

評議委員会

（ZOOM：各セッションの会議URLは学会メーリングリストにてお知らせします。）

休　　　　憩・各委員会
理事会

基調講演：「オムロンの「企業理念経営」～近未来デザインを志向～」
休　　　　憩

休　　　　憩

総会・表彰式
実行委員長挨拶　立命館大学  長平 彰夫

司会　横浜市立大学　永松　陽明

司会　横浜商科大学　柳田　義継 司会　共立大学　馮　晏

経営品質科学研究部会：中国におけるイ
ンターネット・ショッピングの優位性分
析モデル

MASを用いたコンパクトシティ実現成功要因
の探求

Ａ会場（一般） Ｂ会場（一般） Ｃ会場（一般） D会場（学生）

Research on business model
design and innovation in
unicorn firms

Team-Based Learningと双方向型教
育のためのe-learning支援システム
の構築

商店街のソーシャルメディア運用における
ガイドラインの研究

E会場（学生）

【11月 21日（土）】

経営品質科学研究部会：限定品の購買行
動に与える消費者特性に関する実証分析

ゲーム理論とリアルオプションを用いた協
調戦略分析モデル

マネジメント視点からの事業継
続マネジメント（BCM）研究

会場（ZOOM）

災害時の遠隔教育における大学生の
悩みとその対処法の検討

公的団体のウェブサイトの分類・評価シス
テムの提案

経営品質科学研究部会：韓国コンテンツ
の浸透と日本人の購買行動の関係に関す
る実証分析

フリマアプリサービスを対象とした両面性
市場の競争戦略分析

Ａ会場（統一論題） Ｂ会場（一般） Ｃ会場（一般） D会場（学生） E会場（学生）
司会　東海大学　成川　忠之

高度技能者のノウハウをニュー
ラルネットワークのインプット
データに変換する手法の研究

独創的家電製品の発想プロセスに関
する研究

A Comparative Study on Using Moodle
(Online Platform) in the University
Accounting Teaching Process

社会ネットワーク分析によるカーシェア
リングビジネスの構造分析

顧客属性を考慮した，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

中国におけるIT動画産業のネットワーク
構造と成長性

MASを用いた地域農業への新規参入シミュ
レーションモデルの構築

複数研究室配属問題に対する多
段階最適化

デザイナーを含むチームの基本発明
比率の分析

Learning Innovation on on-line
lectures: A Study on Two-way Real-time
Lecture via Zoom

システムダイナミクスを用いた二酸化炭
素削減技術導入の影響評価

ROEとベータ値を考慮したエネルギーカス
ケードモデル ～エネルギーカスケードモデ
ルの応用による株価予測精度の向上～
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【11月22日（日）午前】
時　　間 時　　間

司会 司会 司会
立命館大学 長平　彰夫 流通科学大学 持田　信治 明治大学 権　善喜

9:30～10:00 9:30～9:50

＊ドゥ・ハウス 岩田　遼 ＊早稲田大学 高田　真也 ＊横浜商科大学 東海　詩帆 ＊上智大学 張　思穎 ＊立命館大学 費　一桐
　青山学院大学 蔵本　薫 　早稲田大学 大野　髙裕 　上智大学 山下　遥 　立命館大学 後藤　智
　青山学院大学 熊谷　敏

9:50～10:10

10:00～10:30 ＊神奈川大学 狩野　桜 ＊立命館大学 織田　昌雄
　神奈川大学 太田　和希 　立命館大学 澤口　学
　神奈川大学 片桐　英樹

＊法政大学 木暮　美菜 ＊愛知産業大学 丸山　宏 ＊共愛学園前橋国際大学 村山  賢哉
　法政大学 泉　茂樹 　明治大学 山下  洋史 10:10～10:30
　法政大学 諸上　茂光

＊近畿大学 四茂野　友就 ＊立命館大学 ジュリアン亜里紗
　近畿大学 片岡　隆之 　立命館大学 牧野　智宏

　立命館大学 林　永周
　東京工業大学 仙石　慎太郎
　立命館大学 児玉　耕太

10:30～10:45 休憩
時　　間

司会 司会 司会
兵庫県立大学 長野　寛之 大阪大学 上西　啓介 甲南大学 小出　武

10:45～11:15 10:45～11:05

＊関東学院大学 本田　正美 ＊名古屋商科大学 加藤　和彦 ＊明治大学 宇田川  博文 ＊京都情報大学院大学 邱　丹陽 ＊立命館大学 梁　欣雨
　開志専門職大学 宮元　万菜美 　明治大学 山下　洋史 　立命館大学 曹　剣飛

　立命館大学 林　永周
　立命館大学 兒玉　耕太

11:05～11:25

＊東海大学 福井　悠斗 ＊立命館大学 蘇　子脩
11:15～11:45   東海大学 田畑　智章 　立命館大学 曹　剣飛

　東海大学 小嵜　秀信 　立命館大学 林 永周
　立命館大学 兒玉　耕太

＊三菱パワー 赤城　弘一 ＊名古屋商科大学 加藤　和彦 ＊産業能率大学 高坂　一郎 11:25～11:45
　立命館大学 澤口　学 　明治大学 権　善喜
　三菱パワー 森下　武 　明治大学 山下　洋史
　三菱パワー 早川　昇

＊早稲田大学 丸山  博之 ＊立命館大学 村嶋　優吾
  東海大学 田畑  智章 　立命館大学 湊　宣明

司会　横浜市立大学　永松　陽明 司会　東京工業大学　藤　裕司

司会　千葉商科大学　櫻井　聡 司会　東京工業大学　藤　裕司

発明原理を活用した対極類比アプローチに
よる戦略的製品コンセプトの創造

状態空間モデルによる商品の人気度を考
慮した仕出し弁当の需要予測

イノベーター分析モデルを用い
た商品普及過程におけるキャズ
ム要因の推定

CSV活動における共創と企業価値の
両立―事例研究を通じて―

経営品質科学研究部会：大学生のパーソナ
リティ傾向がキャリアレジリエンスに与え
る影響  ―愛着スタイルとビッグファイブ
からの検討―

被験者数の減少を目的とした実験計画に
関する研究 ―温泉水により処理をした
宮古島産マンゴーの冷蔵保存における味
の変化に関する調査を例として―

人文社会学分野と技術系企業の産学連携に
関わる研究

Ａ会場（一般） Ｂ会場（一般） Ｃ会場（一般） D会場（学生） E会場（学生）

Ａ会場（一般） Ｂ会場（一般） Ｃ会場（一般） D会場（学生） E会場（学生）

オンラインフィットネスにおけ
るコンテクスト効果の検討

バイアウト投資のパフォーマンスの
計測：ファンドと一般企業の比較

経営品質科学研究部会：情報リテラシー教
育におけるスキル習熟度の4段階モデル

RNNを用いた1車種向け自動車販売台数予
測

抗がん剤開発における組織間取引の傾向と
効果に関する検討

経営品質科学研究部会：熟練職種労働者の
スキル習熟に関する「４段階の効率化モデ
ル」

ティックサイズ縮小の効果分析 ―クラ
スター分析による対象銘柄の分類

動的価格設定の調整期間が航空会社収益に
与える影響

都道府県産業連関表に関わる
データ公開の現状と課題

プラットフォーム提供者のフィード
バック・データ活用に関する考察

経営品質科学研究部会：日本の系列企業群
における「管理と支援の組み合わせフレー
ムワーク」

中小企業が市場環境の変化に対するリス
クコントロールについて研究

フリマアプリの台頭が従来のリユース業界
において消費者購買行動に与える影響に関
する研究

チェリーピッカーに対する経済性分析
アントレプレナーシップ研究の経時変化に
関する計量書誌研究

拡張現実を活用した暗黙知化の
研究

自動車業界における競争的ボトル
ネック戦略の推進課題
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11:45～12:45
時　　間

司会 司会 司会
小樽商科大学 西村　友幸 立命館大学 林　永周 東海大学 田畑　智章

12:45～13:15 12:45～13:05

＊新潟大学 木全　晃 ＊東北大学 平田　貞代 ＊明治大学 山下　洋史 ＊東京大学 小原　大智 ＊立命館大学 鬼頭　一哉
　明治大学 姜　依凡 　東京大学 浅野　聖也 　立命館大学 湊　宣明
　明治大学 萩原　統宏 　東京大学 内田　真実

　東京大学 喩　琢成

13:05～13:25

＊東京大学 中川　智貴 ＊立命館大学 宮平　康弘
13:15～13:45 　東京大学 佐川　大志 　立命館大学 湊　宣明

　東京大学 田中　謙司

＊愛知淑徳大学 脇田　邦裕 ＊愛知工業大学 小田　哲久 ＊明治大学 山下　洋史 13:25～13:45
　愛知淑徳大学 上原　衞 　愛知工業大学 山田　洋巳 　明治大学 萩原　統宏

　気象予報士 栗原　剛
　東京大学 川中　孝章

＊東洋大学 加藤　璃音 ＊東北大学 中　祐介
　東洋大学 今井　美桜 　東北大学 石田　修一
　東洋大学 江崎　萌々子 　兵庫県立大学 長野　寛之
　東洋大学 湯沢　百萌
　東洋大学 野中　誠

13:45～14:00 休憩
時　　間 時　　間

司会 司会 司会
立命館大学 後藤　智 東北大学 石田　修一 上智大学 山下　遙

14:00～14:30 14:00～14:20

＊大阪大学 渡辺　利幸 ＊大阪ガス 樋口　裕思 ＊明治大学 権　善喜 ＊東洋大学 山中　菜那 ＊東京都市大学 日出間　健
　大阪大学 上西　啓介 　立命館大学 名取　隆 　明治大学 中新田　渉里 　東洋大学 臼井　悠貴 　東京都市大学 片倉　澄也
　兵庫県立大学 長野　寛之 　明治大学 山下　洋史 　東洋大学 神田　槙 　東京都市大学 岡田　公治
　東北大学 石田　修一 　東洋大学 沢田　智哉

　東洋大学 白鳥　海成
　東洋大学 野中　誠

14:20～14:40

＊東洋大学 森本　亜美 ＊福島大学 会田　剛
14:30～15:00 　東洋大学 林　てるみ 　福島大学 樋口　良之

　東洋大学 飯塚　美菜
　東洋大学 野中　誠

＊芝浦工業大学 平田　貞代 ＊千葉商科大学 仲野  友樹 ＊山梨学院大学 金子　勝一 14:40～15:00
　明治大学 山下　洋史

　東洋大学 馬場　海斗 ＊法政大学 福田　智文
＊東洋大学 堀口　拓夢　 　豊橋技術科学大学 坂本  和子
　東洋大学 金崎　惟
　東洋大学 甲野　誠也
　東洋大学 島　玲文
　東洋大学 野中　誠

司会　千葉商科大学　仲野　友樹 司会　東京都市大学　岡田公治
Ａ会場（一般） Ｂ会場（一般） Ｃ会場（一般） D会場（学生） E会場（学生）

休憩・各委員会

経営的観点からみたセルフ・コンパッショ
ンの効果

経営トップのコミットメントとDX推進と
の関係分析

画像認識を利用した施工確認システムと導
入効果

計測技術への人工知能の応用と
イノベーション・マネジメント

日本におけるキャッシュレスの活用
のあり方に関する一考察

キャッシュレス決済の採用決定要因と利
用者の認識

Ａ会場（一般） Ｂ会場（一般） Ｃ会場（一般） D会場（学生） E会場（学生）

半導体製造装置産業の分析　―
露光装置とドライエッチング装
置における知財と市場形成につ
いて―

ニーズ説明会を中心としたオープン
イノベーション活動

経営品質科学研究部会：メンバーシップ値
を用いた二極化傾向に関するエントロ
ピー・モデル

AIデジタル面接における応募者態度の形
成要因

企業情報マイニング手法の提案とビジネス
モデル研究への適用

経営品質科学研究部会：内陸県と非内陸県
の統計データ比較モデル

司会　横浜市立大学　柴田　典子司会　愛知産業大学　丸山　宏

空港におけるエネルギー消費データの異
常検知に関する研究

システムダイナミクスを用いたハイブリッ
ド航空機の持続可能性評価

社内起業における学習・知識と
ベンチャー・パフォーマンス
―エフェクチュエーションと
コーゼーションにおける知識創

新しい代表値指標の特性と心理学的
実験

経営品質科学研究部会：エネルギーとエン
トロピーの調和モデルにおけるラグラン
ジュ乗数の役割

TVCM接触頻度が消費者の購買意向に与え
る影響

移動通信システムにおける特許戦略

組織アイデンティティ形成とコ
ンフリクトの変遷―豊島事件を
事例として―

エスノグラフィに基づく人間と人工
知能との共進化に関する考察

経営品質科学研究部会：「経営システム」
における低エネルギー化と高エントロピー
化の間の弱い循環性

twitterデータの分析からみるzoomの普
及

映像への雑音付与による、ポテトチップス
の印象と意思支払額への影響
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