
時　　間
11:00～11:45

11:45～11:55

11:55～12:55

12:55～13:45 各種委員会

時　　間
13:45～13:50

13:50～14:50

14:50～14:55

14:55～15:05

＊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

司会： 共愛学園前橋国際大学 村山　賢哉

15:45～16:00

時　　間 時　　間

16:00～16:30 16:00～16:20

＊甲南大学 小出　武 ＊中京学院大学 淺井　達雄 ＊国士館大学 税所　哲郎 ＊愛知産業大学 丸山　宏 ＊立命館大学 山田　眞佐美 ＊明治大学 中新田　渉里

　立命館大学 名取　隆 　明治大学 山下　洋史

16:20～16:40

16:30～17:00

＊釧路公立大学 本郷　宏樹

　釧路公立大学 曽我　寛人

16:40～17:00

＊日立製作所 谷川　桂子 ＊立正大学 金森　孝浩 ＊首都高速道路 染谷　厚徳 ＊神奈川大学 片桐　英樹

　立命館大学 織田　昌雄 　神奈川大学 平井　裕久

　立命館大学 澤口　学 　神奈川大学 松丸　正延

＊立命館大学 鈴木　貴之 ＊釧路公立大学 後藤　陽奈

　法政大学 玄場　公規 　釧路公立大学 曽我　寛人

時　　間 時　　間

11:00～11:30 11:00～11:20

＊愛知工業大学 福澤　和久 ＊愛知淑徳大学 脇田　邦裕 ＊東海大学 福井　悠斗 ＊京都大学 西野　佐弥香 ＊東北大学 柳川　剛三

　矢野経済研究所 池山　智也 　愛知淑徳大学 上原　衛 　東海大学 田畑　智章 　東北大学 石田  修一

11:30～12:00 ＊東京都市大学 清水　一晟

　東京都市大学 関口　幸治

　東京都市大学 岡田　公治

＊東京都立産業技術大学院 池水　守彦 ＊愛知淑徳大学 脇田　邦裕 ＊早稲田大学 丸山　博之 ＊西武文理大学 齊藤　絵理子

　東京都立産業技術大学院 細田　貴明 　愛知淑徳大学 上原　衛 　東海大学 田畑　智章

＊山口大学 芹澤　覚子

　大阪大学 加藤　浩介

　山口大学 岡本　和也

12:00～13:00

司会：椎原正次（大阪工業大学） 司会：柊紫乃（愛知工業大学） 司会：佐々木桐子（新潟国際情報 司会：堀江育也（札幌大学）

司会：金子勝一（山梨学院大学） 司会：南憲一（嘉悦大学）

データカタログにおける共通ク

ローリング手法の提案

止揚プロセスと物理的矛盾解決法

による維持・修繕技術の革新メ

ソッドの提案

専門職の職種変更における専門性

の変容に関する研究 ―建築設計職

と建築マネジメント職の比較検討

を通して―

Zoom E-2ルーム

（学生セッション）

【5月23日（日）午前】　開場 10:30～

Zoom D-2ルームZoom C-2ルーム

わが国における先端・文化分野の

産業クラスター戦略に関する一考

察―東京都大田区の羽田イノベー

ションシティを事例にして―

消費税の免税点近傍における利得

最大化の試み ―太陽光発電事業の

場合―

多台持ち作業スケジューリングに

対する基本モデルの検討

司会：今井正文（豊橋創造大学）

司会：椎原正次（大阪工業大学）

中国の主要5地域における自動運転

に対する意識の比較

社内起業におけるエフェクチュ

エーションとコーゼーションに関

わる知識創造と知識実践フレーム

ワークの実証分析

RFM分析の限界に関する研究

Zoom A-2ルーム Zoom B-2ルーム

司会：金子勝一（山梨学院大学）

11:40～12:00 学術論文および出願特許情報によ

るDX・CPS時代の大学研究の商業

化に関する一考察

休　　　　憩　（各種委員会）

日本企業における従業員エンゲー

ジメント活用に向けた検討 （従業

員エンゲージメントの海外での研

究アプローチ）

人的資本開発の観点からみた大学

生の身につけるべきキャリア能力

Amihudの非流動性指標に対する

ティックサイズ変更の影響時期

社内起業におけるエフェクチュ

エーションとコーゼーションに関

わる知識創造と知識実践フレーム

ワークのの定量分析モデル

司会：南憲一（嘉悦大学） 司会：今井正文（豊橋創造大学） 司会：長野寛之（兵庫県立大学）

司会：権善喜（上智大学）

司会：水上祐治（日本大学）

司会：長野寛之（兵庫県立大学）

11:20～11:40 ビジネスモデル変革の支援に向け

たSDGsビジネス事例の分析

司会：水上祐治（日本大学）

司会：水上祐治（日本大学）

産業用ロボット業界のビジネスモ

デル

司会：権善喜（上智大学）

オンラインとオフライン融合下に

おける制約要因に関する検討

司会：柊紫乃（愛知工業大学）

発表中止

司会：堀江育也（札幌大学）司会：佐々木桐子（新潟国際情報

株式の保有関係を考慮した機械学

習による企業格付の推計

司会：柳田義継（横浜商科大学）

司会：柳田義継（横浜商科大学）

司会：柳田義継（横浜商科大学）

Zoom F-1ルーム

（学生セッション）

Zoom E-1ルーム

（学生セッション）

経営品質科学研究部会：

職業選択の4分類フレームワーク

ハーズバーグ理論に基づく看護師

の職場環境改善の検討

価格下落率に与える影響要因の推

定

経営品質科学研究部会：

台湾消費者への原産国及びブラン

ドイメージの影響に関する実証分

析

経営品質科学研究部会：

実店舗とインターネット店舗での

衣料品の衝動購買に関する分析

バイアウト・ファンドのパフォー

マンス：株式新規公開後に売却さ

れた企業との比較

休　　　　憩

Zoom総会ルーム

【5月22日（土）】　開場 10:30～

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        明治大学　        山下 洋史

休　　　　憩

Zoom A-1ルーム Zoom C-1ルームZoom B-1ルーム Zoom D-1ルーム

統一論題：「情報引力の強化と抑制に関する社会的課題」
15:05～

15:45

発表：25分

質疑：15分

総会

論文奨励賞表彰式

第66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：令和3年5月22日（土）、23日（日）　会場：Zoom開催　主催校：共愛学園前橋国際大学）

Zoom各ルーム

休　　　　憩

評議員会（Zoom評議員会ルーム）

理事会（Zoom理事会ルーム）



時　　間 時　　間

13:00～13:30 13:00～13:20

＊神奈川大学 佐藤　夏輝

　神奈川大学 小村　亜唯子

＊社会情報大学院大学 田原　祐子 ＊国際基督教大学 中野　雅史 ＊東北大学 田中　邦典 ＊明治大学 富岡　禎司 　神奈川大学 平井　裕久

　東北大学 石田　修一

13:30～14:00 ＊神奈川大学 譚　西子

　神奈川大学 小村　亜唯子

　神奈川大学 平井　裕久

＊芝浦工業大学 平田　貞代 ＊ビジネス・ブレークスルー大学 栗山　敏 ＊愛媛大学 中川　勝吾 ＊産業能率大学 高坂　一郎

　開志専門職大学 向　正道 　三重大学 八神　寿徳 　明治大学 山下　洋史

14:00～14:15

時　　間 時　　間

14:15～14:45 14:15～14:35

＊東洋大学 高　エンニ

＊気象予報士 栗原　剛 　東洋大学 島田　裕次

　東京大学 川中　孝章

14:45～15:15 ＊東京大学 葛木　美紀

　東京大学 田中　謙司

＊大阪大学 三森　八重子

新型コロナウィルスワクチン：日

本の開発動向と課題

司会：岡田公治（東京都市大学） 司会：藤祐司（東京工業大学） 司会：成川忠之（東海大学）

14:35～14:55 オンライン教育サービスにおける

解約予測分析―生徒の進路に影響

を与える要素の調査―

司会：仲野友樹（千葉商科大学）

司会：櫻井聡（千葉商科大学）

司会：櫻井聡（千葉商科大学）

司会：仲野友樹（千葉商科大学）

司会：馮晏（共栄大学）

経営品質科学研究部会：

平準化レベルに関する評価指標と

平準化モデルの比較分析

中国人の百貨店に対する意識の研

究

休　　　　憩

Zoom A-3ルーム Zoom B-3ルーム Zoom D-3ルームZoom C-3ルーム
Zoom E-3ルーム

（学生セッション）

ITの流行と普及のメカニズムに関

する考察

業務に着目した大学における商標

出願と活用に関する一考察

COVID-19によるテレワーク普及に

よる働き方の変化の実態調査

Zoom D-3ルームZoom C-3ルーム

我が国研究力の向上に有効な中

堅・若手研究者支援策のあり方

経営品質科学研究部会：

熟練労働者訓練カリキュラムの配

分モデル

司会：馮晏（共栄大学 司会：岡田公治（東京都市大学） 司会：藤祐司（東京工業大学） 司会：成川忠之（東海大学）

13:20～13:40 CCCと短期運転資本管理

司会：永松陽明（横浜市立大学）

司会：永松陽明（横浜市立大学）

Digital Transformation and IT

Audit Framework

経営品質科学研究部会：

日本の労働市場における雇用形態

の二極化について

【5月23日（日）午後】　13:00～

Zoom A-3ルーム Zoom B-3ルーム

機械学習による不正会計の検知ニューノーマル時代「非対面・遠

隔」のナレッジ・マネジメント～

フレーム＆ワークモジュール法を

活用した「暗黙知の形式知化」、

および「バーチャルOJT」による

人材組織開発・知の共有・創造～

Zoom E-3ルーム

（学生セッション）


