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日本経営システム学会

第 45 回全国研究発表大会のご案内

日本経営システム学会第 45 回全国研究発表大会は、平成 22 年 11 月 20 日（土）,21 日（日）に、香川
大学で開催されます。つきましては、多くの方のご参加をお願い申し上げます。
記
開 催 日：平成 22 年 11 月 20 日（土）、21 日（日）
開催場所：香川大学

幸町南キャンパス（経済学部キャンパス）1 号館

〒760-8523 香川県高松市幸町 2-1
http://www.kagawa-u.ac.jp/access/saiwai/
連 絡 先：香川大学大学院

地域マネジメント研究科

TEL:087-832-1872

板倉宏昭研究室

FAX：087-832-1872

中山

E-mail：office@italabo.com

http://www.italabo.com/html/jams.html
共

催：香川大学大学院地域マネジメント研究科

後

援：（財）高松観光コンベンション・ビューロー

統一論題：「地域力創出の経営システム」
基調講演：加藤 元彦 氏（経済産業省 四国経済産業局長）
「四国経済が果たすべき役割－四国から日本の課題を考える－」
特別講演：橋本 康男 氏（日本手袋工業組合副会長・株式会社ハシセン 代表取締役会長）
「東かがわ手袋産業の変遷と特色」
参 加 費：会員 5,000 円、非会員 6,000 円、学生会員 3,000 円（当日支払いは 1,000 円高）
非会員の学生は当日支払いの学生会員と同額の 4,000 円
懇親会費：会員 5,000 円、非会員 6,000 円、学生 5,000 円（当日支払いは 1,000 円高）
昼

食：20 日（土）、21 日（日）ともに大学生協食堂が利用できます。周辺にもうどん店等があります

のでご利用ください。
宿 泊 等：ＪＲ高松駅周辺などに、多くのホテルがございますのでご利用ください。（「宿泊のご案内」
を参照の上、各自お申込下さい）
参加申込：本 JAMS NEWS に同封の振込用紙にて、11 月 12 日（金）までに上記金額をお振り込みくだ
さい。期限後に振込みされた方は、当日振込用紙の控えまたはコピーをお持ちください。
■発表者の方へ（会場設備について）
すべての発表会場にはノート PC とプロジェクタが設置していますので、会場の設備をご利用ください。
OS は，Windows 7 またはＸＰ，PowerPoint のバージョンは 2007 です。デジタルデータ（CD-R、USB
フラッシュメモリー）をお持ちください。ノート PC をお持ち込みいただくことも可能です。
■学会発表に関する原則について
当学会では、口頭発表に関して 10 ページに示すような原則に従って運営しています。口頭発表の前に、
ぜひご確認ください。
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■大学院生の方へ（学生発表優秀賞について）
学生セッションでは、優秀な発表を審査して学生発表優秀賞を授与しています。大学院生であれば、正
会員・学生会員に関係なく学生セッションにエントリーすれば審査の対象となります。ただし学生セッシ
ョンの発表原稿は、会員の種別に関係なく 2 ページとなります。不明な点がございましたら、学会事務局
へお問い合わせください。
■大会会場へのアクセス
 JR 高松駅（瀬戸大橋線、予讃線、
高徳線、土讃線）下車、車で約
5 分。徒歩 25 分。
 高松空港から、車で約 30 分。高
松空港リムジンバス「県庁通り
中央公園前」下車。徒歩 10 分。
 JR 昭和町駅（高徳線）下車。徒
歩 5 分。
 高速道路から
（東方面よりお越しの場合）高
松中央 IC（高松道）から車で
約 20 分。
（西方面よりお越しの場合）高
松西 IC（高松道）から車で約
20 分。

高松空港リムジンバス「県庁通り中央公園前」から香川大学幸町南キャンパスまでのアクセス
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■観光のご案内：
下記ＨＰでご紹介する観光施設は、（財）高松観光コンベンション・ビューロー発行の 「文化観光施設
入場割引券」にて割引料金が適用になります（大会参加者のみ）。一般観光客の方は「四国で得するパス
ポート」をご利用ください。また、観光モデルコースもご参考に。
http://www.takamatsu.or.jp/infor/index.html
■宿泊のご案内：高松コンベンション・ビューローから協力をいただいております。
宿泊施設の予約につきましては、下記の宿泊先をご利用くださるようにご協力をお願いします。大会当
日、受付にて学会スタッフがどちらのホテルに何泊したかをお伺させて頂きます。ご協力をお願い致しま
す。
会場周辺には宿泊施設はありませんので、高松空港からのアクセスも便利なＪＲ高松駅地区(会場から車で
5 分、徒歩 25 分)のホテルをお勧めします。
ご予約につきましては、各自でご手配ください。http://www.italabo.com/html/jams.html
施設名
宿泊料金(一室)
連絡先
シングル
ツイン
交通と住所
TEL
全日空ホテルクレメント高松
¥10,800～ ¥19,000～ 香川大学から車で 5 分
087-811-1111
http://www.anaclement.com/
（徒歩 25 分）
※JR 高松駅、高松空港へのア
JR 高松駅から徒歩 1 分
クセスは最も便利な高松最大
高松市浜ノ町 1-1
のホテル
リーガホテルゼスト高松
¥6,800～
¥13,500～ 香川大学から車で 5 分
087-822-3555
http://www.rihga-takamatsu.
（徒歩 20 分）
co.jp/
JR 高松駅から徒歩 10 分
高松市古新町 9-1
高松東急イン
¥7,300～
¥8,200～
香川大学から車で 5 分
087-821-0109
http://www.takamatsu-i.toky
（徒歩 20 分）
uhotels.co.jp/ja/index.html
JR 高松駅から徒歩 7 分
高松市兵庫町 9-9
ホテルニューフロンティア
¥6,930～
¥11,550～ 香川大学から車で 5 分
087-851-1088
http://frontier-hotel.jp/
（徒歩 20 分）
JR 高松駅から徒歩 3 分
高松市西の丸町 14-7
高松ターミナルホテル
¥6,400～
¥11,500～ 香川大学から車で 5 分
087-822-3731
http://www.webterminal.co.jp
（徒歩 25 分）
/
JR 高松駅から徒歩 3 分
高松市西の丸町 10-17
ホテル川六・エルステージ
¥5,880～
¥10,710～ 香川大学から徒歩 15 分
087-821-5666
http://www.kawaroku.co.jp/
JR 高松駅から徒歩 12 分
高松市百間町 1-2
高松ステーションホテル
¥4,700～
¥10,500～ 香川大学から車で 5 分
087-821-6989
http://www.takamatsu-statio
（徒歩 25 分）
nhotel.com/
JR 高松駅から徒歩 2 分
高松市寿町 1-1
高松シティホテル
¥4,200～
¥7,000～
香川大学から徒歩 10 分
087-834-3345
http://www.city-hotel.co.jp/
JR 高松駅から車で 5 分
（徒歩 25 分）
高松市亀井町 8-13
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第45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22年11月20日(土)、21日(日)

会場：香川大学幸町南（経済学部）キャンパス)

統一論題「地域力創出の経営システム」
【11月20日(土)】 受付開始10：30(場所：香川大学幸町南（経済学部）キャンパス1号館1階入口)
時 間
11：30～12：30

理事会

（

会場
又信記念館３階 第１会議室

）

時 間
A会場（２階 E２1教室）
13：00～13：10 実行委員長挨拶(香川大学 板倉 宏昭)・会長挨拶(東海大学 松丸 正延)
13：10～14：10 基調講演：四国経済が果たすべき役割－四国から日本の課題を考える－
経済産業省 四国経済産業局長 加藤 元彦
14：10～14：20
休 憩
14：20～15：20 特別講演：東かがわ手袋産業の変遷と特色
日本手袋工業組合 副理事長・株式会社ハシセン 代表取締役会長 橋本 康男
15：20～15：40
休 憩
15：40～16：00 統一論題(オーガナイズ）：内示情報と生産計画－企業間連携における先行需要情報の活用－
内示情報の生産計画への活用
＊県立広島大学 上野 信行
県立広島大学 角本 清孝
大阪大学 奥原 浩之
16：00～16：20
内示情報を用いた未達率指標に基づく生産計画システム
＊大阪大学 奥原 浩之
県立広島大学 上野 信行
様々な需要分布に従う場合の内示情報を用いた生産計画システム
16：20～16：40
＊広島経済大学 堂本 絵理
大阪大学 奥原 浩之
広島経済大学 村山秀次郎
県立広島大学 上野 信行
16：40～17：00
内示情報とMCPSの特性解析
＊大阪大学 蓮池 隆
大阪大学 奥原 浩之
県立広島大学 上野 信行
17：00～17：10
休 憩
17：10～17：40 統一論題：地域プロデューサーの研究―四国地域の事例を中心として―
＊香川大学 板倉 宏昭
懇 親 会 （幸町北（教育学部）キャンパス大学会館１階）
18：10～
【11月20日(土)】
時 間
Ｂ会場（一般：２階 Ｅ２２教室）
15：40～16：10 成熟度モデルを用いた事業継続性評価の有効性
＊名古屋工業大学 渡辺 研司
16：10～16：40 ユーザ満足度の主成分分析によるウェブページ要因の研究
＊大阪工業大学 藤田 弘典
大阪工業大学 村杉 健
大阪工業大学 能勢 豊一
16：40～16：50
休 憩
16：50～17：20 Ｍｏｏｄｌｅによるビジネスセンターの授業～iPhoneの活用を中心として～
＊横浜商科大学 荒川 峰彦
横浜商科大学 立川 丈夫
横浜市立大学 野々山 隆幸
横浜商科大学 柳田 義続
ﾃｸﾆｶﾙ･ﾕﾆｵﾝ 戸倉 貴史
ﾃｸﾆｶﾙ･ﾕﾆｵﾝ 戸倉 正貴
17：20～17：50 献立提案機能の販売時点管理システムへの統合
＊近畿大学 加島 智子
広島工業大学 松本 慎平
関西学院大学 石井 博昭
懇 親 会 （幸町北（教育学部）キャンパス大学会館１階）
18：10～
【11月20日(土)】
時 間
Ｃ会場（一般：３階 Ｅ３1教室）
15：40～16：00 統一論題(オーガナイズ）：知識発見のためのモデル化と解析手法
運輸業における事故報告書からの知見 －事故再発防止策策定モデルの一考察－
＊広島経済大学 村山 秀次郎
広島経済大学 堂本 絵理
大阪大学 奥原 浩之
16：00～16：20
公共施設の効率性分析による評価と政策概念の提案
＊金沢学院大学 春名 亮
福井県立大学 桑原 美香
同志社大学 塩津 ゆりか
16：20～16：40
統計的手法による消費者行動からの因果ダイアグラム抽出法
＊神戸学院大学 柴田 淳子
大阪大学 奥原 浩之
神戸学院大学 塩出 省吾
16：40～17：00
価値観の分析にもとづく妥協可能な合意の探索メカニズム
＊大阪大学 奥原 浩之
懇 親 会 （幸町北（教育学部）キャンパス大学会館１階）
18：10～
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【11月20日(土)】
時 間
Ｄ会場（一般：３階 Ｅ３2教室）
15：40～16：10 食品製造業収益改善研究会：TOCとABC/ABMを用いた最適なプロダクトミックス構築法の研究
＊文殊システムソリューション 森田 浩一
大阪工業大学 下左近多喜男
フレキシブル混合品種ラインのための汎用設計手続の開発―構造形成遺伝子と個体生存条件を変更
16：10～16：40
する個体分裂アルゴリズムを用いる生産システムの設計法に関する研究（第5報）―
＊近畿大学 木村 有寿
近畿大学 松冨 達夫
近畿大学 大谷 崇
16：40～16：50
休 憩
16：50～17：20 日本企業の技術パフォーマンスと企業戦略
＊新潟大学 藤 祐司
17：20～17：50 電子自治体における成熟度モデルの適用～成熟度向上に向けた分析を中心として～
＊麗澤大学 吉田健一郎
情報ｾｷｭﾘﾃｨ大学院大学 島田 達巳
懇 親 会 （幸町北（教育学部）キャンパス大学会館１階）
18：10～
【11月20日(土)】
時 間
Ｅ会場（学生：２階 Ｅ２３教室）
15：40～16：00 ＣＤＳ価格の予測と金利の期間構造を考慮したシンセティックＣＤＯの価格付け
＊早稲田大学 高田 浩基
早稲田大学 高橋 啓
早稲田大学 大野 髙裕
16：00～16：20 電力小売事業における最適調達戦略に関する研究：市場取引，相対契約，自家発電の最適ミックス
＊早稲田大学 棟近 剛史
早稲田大学 高橋 啓
早稲田大学 大野 髙裕
16：20～17：40 積雪リスク・スワップ取引の評価モデル
＊早稲田大学 大森 友貴
早稲田大学 高橋 啓
早稲田大学 大野 髙裕
16：40～16：50
休 憩
16：50～17：10 “Total Quality Assurance Networking Model, TQA-NM”の創案とその有効性
＊青山学院大学 小島 拓
青山学院大学 天坂 格郎
17：10～17：30 労働作業価値評価モデルの創案とその有効性
＊青山学院大学 角井 将
青山学院大学 天坂 格郎
17：30～17：50 AHP絶対評価法によるユーザーの関心を考慮した環境効率指標の提案
＊青山学院大学 池野 友章
青山学院大学 金子 雅明
青山学院大学 熊谷 敏
懇 親 会 （幸町北（教育学部）キャンパス大学会館１階）
18：10～
【11月20日(土)】
時 間
Ｆ会場（学生：２階 Ｅ２４教室）
15：40～16：00 高齢者福祉施設における品質経営に関する実証論的研究
＊早稲田大学
早稲田大学
早稲田大学

大浦 絢子
山路 学
扇原 淳

16：00～16：20 地域活性化における地方財政経営評価

16：20～17：40
16：40～16：50
16：50～17：10

17：10～17：30

17：30～17：50

18：10～

＊青山学院大学 久我 光馬
青山学院大学 金子 雅明
青山学院大学 熊谷 敏
知的資産経営報告書から見る知的資産経営への取り組みの違い
＊京都工芸繊維大学 篠原 亨
京都工芸繊維大学 川北 眞史
休 憩
Multi-level perspectiveを用いたTVセットメーカーの戦略的ビジネスモデル構築
＊立命館大学 鈴木 麻子
立命館大学 石田 修一
大阪大学 池田 順治
立命館大学 長野 寛之
PDP業界における技術の決定過程に関する研究
＊立命館大学 牛田 高輔
立命館大学 石田 修一
大阪大学 池田 順治
立命館大学 長野 寛之
建設工事の品質確保のための公共発注者の役割‐韓国の鉄道駅舎の建築事例分析‐
＊立命館大学 宗 在鎰
京都大学 古阪 秀三
立命館大学 石田 修一
懇 親 会 （幸町北（教育学部）キャンパス大学会館１階）
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【11月21日(日)】 受付開始9：30(場所：香川大学幸町南キャンパス1号館１階入口)
時 間
10：00～10：30

10：30～11：00

11：00～11：10
11：１0～11：40

11：40～12：10

12：10～13：10
13：10～13：40
13：40～14：10
14：10～14：20

A会場（一般：２階 Ｅ２１教室）
ファジィランダム需要を伴う競合施設配置問題に対する戦略的振動に基づくタブー探索アプローチの提
案
＊徳島大学 宇野 剛史
広島大学 片桐 英樹
広島大学 加藤 浩介
消費者ネットワークにおける流行を考慮したマーケティング戦略分析のためのシミュレーション
＊広島大学 林田 智弘
広島大学 西﨑 一郎
広島大学 片桐 英樹
広島大学 後藤 嵩允
休 憩
ビジネスゲームによる学習効果のモデルと評価
＊福島大学 布宮 拓
福島大学 小出 由起夫
福島大学 樋口 良之
一対比較法を用いたコムリーの恒常和法で得られる選好度の推定
＊愛知工業大学 宇佐美貴史
ノースアジア大学 山田 洋巳
愛知工業大学 寺本 和幸
昼 食
科学準拠型産業における科学知識蓄積と市場形成の関係に関する研究
＊ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 品川 啓介
立命館大学 阿部 惇
緊急通報システムに対する介護者の認知度とニーズに関する調査
＊東海大学 西口 宏美
休 憩

14：20～14：50 医療分野における質マネジメントシステムモデルの開発とその応用
＊青山学院大学
14：50～15：20 ロット分割を考慮したスケジューリングのため遺伝的アルゴリズム
＊大阪工業大学

金子 雅明
椎原 正次

【11月21日(日)】 受付開始9：30(場所：香川大学幸町南キャンパス1号館１階入口)
時 間
Ｂ会場（一般：２階 Ｅ２２教室）
10：00～10：30 勤続期間と従業員の利他性―日本的経営の再評価にむけた試論―
＊大阪国際大学 奥井 秀樹
10：30～11：00 先発者の優位性と消費者の知覚に関する研究～特定保健用食品市場を事例として
＊北海学園大学 角田 美千江
11：00～11：10
休 憩
11：10～11：40 内省経験が変革型リーダーシップに与える影響
＊香川大学 八木 陽一郎
11：40～12：10 論文著者の所属分析に現れる企業のR&D国際化戦略
＊文科省 吉永 孝司
12：10～13：10
昼 食
13：10～13：40 近隣型商店街の存在意義
＊明星大学 片野 浩一
13：40～14：10 マ-ケティング・インサイト -事業定義の第3の方法＊釧路公立大学 西村 友幸
14：10～14：20
休 憩
14：20～14：50 わがままの効用
＊九州大学 藤井 資子
14：50～15：20 リーダーによる部下への傾聴とその効果に関する研究～部下のストレス低減とLMXの観点から～
＊四国ビジネスアシスト 塚元 千恵美
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【11月21日(日)】 受付開始9：30(場所：香川大学幸町南キャンパス1号館１階入口)
時 間
Ｃ会場（一般：３階 Ｅ３1教室）
10：00～10：30 経営品質科学研究部会：銚子市の地方活性化と銚子電鉄
10：30～11：00

11：00～11：10
11：10～11：40

11：40～12：00

12：00～13：00
13：00～13：20

13：20～13：50

13：50～14：00
14：00～14：30

14：30～15：00

15：00～15：10
15：10～15：40

＊山梨学院大学 金子 勝一
明治大学 山下 洋史
経営品質科学研究部会：オープン・システムとしての資源循環の概念モデル
＊明治大学 山下 洋史
明治大学 村山 賢哉
東海大学 松丸 正延
休 憩
経営品質科学研究部会：多様性エントロピーと多様性吸収エネルギー
＊明治大学 山下 洋史
明治大学 村山 賢哉
経営品質科学研究部会(学生)：公害問題における社会科学的研究課題の重要性－足尾銅山鉱毒事件
と水俣病の事例研究－
＊明治大学 坂井 俊祐
明治大学 鄭 年皓
明治大学 山下 洋史
昼 食
経営品質科学研究部会(学生)：行動オプションに関する「強硬性・重要性フレームワーク」
＊明治大学 坂井 俊祐
明治大学 村山 賢哉
明治大学 山下 洋史
経営品質科学研究部会：日本企業の特殊訓練コストに関する研究
＊明治大学 村山 賢哉
明治大学 鄭 年皓
明治大学 山下 洋史
休 憩
経営品質科学研究部会：環境志向型行動における「社会的受容性」の分析
＊明治大学 村山 賢哉
明治大学 山下 洋史
東海大学 松丸 正延
経営品質科学研究部会：情報管理の開放性・分権性フレームワーク
＊山梨学院大学 金子 勝一
明治大学 鄭 年皓
明治大学 山下 洋史
休 憩
経営品質科学研究部会：大都市近郊自治体における観光・経済・環境の間のトレードオフとシナジー
－三浦市と横須賀市の事例研究－
＊明治大学 鄭 年皓
明治大学 山下 洋史
明治大学 西 剛広
山梨学院大学 金子 勝一

【11月21日(日)】 受付開始9：30(場所：香川大学幸町南キャンパス1号館１階入口)
時 間
Ｄ会場（一般：３階 Ｅ３2教室）
10：00～10：30 生産システムにおける資源有効利用の実際
＊香川大学

木全 晃

10：30～11：00 クラウド・サ-ビスの活用を前提とした経営戦略論の探求
11：00～11：10
11：10～11：40

11：40～12：10
12：10～13：10
13：10～13：40
13：40～14：10
14：10～14：20
14：20～14：50
14：50～15：20

*北海道大学 内田 純一
休 憩
オントロジーを考慮した販売戦略立案アルゴリズムにおけるターゲツト顧客層の評価～主成分分析を用
いた属性選択による顧客層変化のシミュレーション～
＊東京都市大学 河南 一志
東京都市大学 内藤 裕太郎
東京都市大学 中野 広基
青山学院大学 熊谷 敏
若手社員のキャリア形成と組織コミットメント
＊経営コンサルタント協会 森 仁
昼 食
マルチエ-ジェントによる情報セキュリティの脅威・脆弱性モデル
＊東京大学 川中 孝章
東京大学 六川 修一
中小企業における情報活用の実態調査の研究
＊横浜市立大学 仲野 友樹
休 憩
地域活性化と四国地域における遠隔教育について：香川大学ビジネススク-ルでの実践事例
＊香川大学 長尾 敦史
モバイル機器の文字入力の使いやすさ－文字入力速度の比較検討－
＊広島国際大学 丁井 雅美
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【11月21日(日)】 受付開始9：30(場所：香川大学幸町南キャンパス1号館)
時 間
Ｅ会場（学生：２階 Ｅ２３教室）
10：00～10：20 大学のUD経営度と大学経営指標との相関関係
＊長岡技術科学大学
長岡技術科学大学

Batnasan Batchuluun
淺井 達雄

10：20～10：40 製品事故件数と製品保証支払額との関係
10：40～11：00
11：00～11：10
11：10～11：30
11：30～11：50
11：50～12：10
12：10～13：10
13：10～13：30

13：30～13：50

13：50～14：10

14：10～14：20
14：20～14：40

14：40～15：00

15：00～15：20

15：20～15：40

＊長岡技術科学大学 塚田 美奈
長岡技術科学大学 淺井 達雄
経営におけるUD度評価尺度の国際化との適用例－自動車産業の場合－
＊長岡技術科学大学 結城 光平
長岡技術科学大学 淺井 達雄
休 憩
災害時における港湾物流の役割と事業継続マネジメント
＊長岡技術科学大学 木佐貫 聖
名古屋工業大学 渡辺 研司
地域企業のＢＣＰ策定における防災挌付融資活用の有効性
＊長岡技術科学大学 平井 拓次
名古屋工業大学 渡辺 研司
拡張ファジィ論理における IFSとHLSの比較－HLSの推論結果が非IFS領城に入る場合－
＊愛知工業大学 黄 暁鈺
愛知工業大学 小田 哲久
昼 食
多目的施設レイアウト問題へのGAの適用
＊近畿大学 玉重 浩平
近畿大学 松冨 達夫
近畿大学 木村 有寿
評価者相を持つメンバーシップ値のトランクィリティ
＊早稲田大学 臧 巍
明治大学 山下 洋史
東海大学 松丸 正延
早稲田大学 大野 髙裕
店舗における熱湯感ぬるま湯感の一対比較モデル
＊早稲田大学 臧 巍
明治大学 坂井 俊祐
明治大学 山下 洋史
早稲田大学 大野 髙裕
休 憩
ベンダー企業とバイヤー企業の統合在庫システムにおけるコスト低減モデル
＊東海大学 ルーサーゴンシリ クライウィン
東海大学 ピンパボン プンサクダ
東海大学 松丸 正延
ファジイエントロピーを用いたサプライチェ―ンネットワーク均衡モデル
＊東海大学 野口 真希
東海大学 松丸 正延
明治大学 山下 洋史
在庫運搬経路問題の近似解法
＊東海大学 寺崎 明
東海大学 森山 弘海
東海大学 水野 浩孝
鉱山開発会社の戦略的アライアンスに向けたリアルオプションの研究
東海大学 根木 佐一
東海大学 三村 祐喜
＊東海大学 坂下 廣一
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【11月21日(日)】 受付開始9：30(場所：香川大学幸町南キャンパス1号館１階入口)
時 間
Ｆ会場（学生：２階 Ｅ２４教室）
10：00～10：20 地方自治体における地域ブランドや安心・安全に関する情報公開の手段の特性
＊摂南大学 中川 佳子
摂南大学 久保 貞也
10：20～10：40 自治体職員の育成における協働の場の成立要因に関する研究
＊摂南大学 明部 朝英
摂南大学 久保 貞也
10：40～11：00 異業種交流会の技術革新力（八尾と大邱の比較研究）
＊立命館大学 李 垠周
11：00～11：10
休 憩
11：10～11：30 販売組織情報流の変革による価値イノベーションの創生～利他主義的価値への励起～
＊立命館大学 大久保 史晃
立命館大学 石田 修一
大阪大学 池田 順治
立命館大学 長野 寛之
11：30～11：50 イノべーションの起点におけるスペシャリストの思考と行動
＊立命館大学 下村 拓滋
大阪大学 池田 順治
立命館大学 石田 修一
11：50～12：10 組織パフォ-マンスを維持する組織学習に関する研究（ものづくり企業を事例として）
＊立命館大学 佐賀 正樹
立命館大学 石田 修一
大阪大学 池田 順治
12：10～13：10
昼 食
13：10～13：30 Determinants that enhance university based venture creation. The influence of social capital networks.
＊立命館大学

オティエノ フランシス

＊立命館大学

谷藤 真琴

13：30～13：50 地域プロジェクトにおけるアントレプレナーシップの役割
13：50～14：10 LED照明のよる二酸化炭素の排出低減効果
＊千葉工業大学
千葉工業大学
千葉工業大学
千葉工業大学
千葉工業大学
千葉工業大学

伊藤
佐野
西﨑
大田
小野
原

浩司
利男
泰
勉
浩之
洋平

14：10～14：20
休 憩
14：20～14：40 中国の産業連関表によるエネルギ-・環境の分析
＊東海大学
東海大学
東海大学

生沼 貴彦
那 昱
根木 佐一

＊愛知工業大学
愛知工業大学
愛知工業大学

王 麗
陸 倩影
小田 哲久

＊愛知工業大学
愛知工業大学

孫 志偉
小田 哲久

＊香川大学

岡田 秀文

14：40～15：00 ウオルマートとセブンイレブンの経営戦略

15：00～15：20 大学生のアパシーに関する日中比較
15：20～15：40 金毘羅街道に注目した地域活性化について
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学会発表に関する原則について

当学会では、研究発表大会をスムーズに運営するために、口頭発表に関して次のような原則に従って運
営しています。口頭発表を申し込まれる前に、ぜひご確認ください。なお、この原則は、大会委員会およ
び大会実行委員会により運用されます。不明な点がございましたら、学会事務局へお問い合わせください。
１．セッションの種類と発表の資格
一般セッションでは、正会員だけが口頭発表できます。学生セッションは、大学院生であれば、正会員・
学生会員ともに口頭発表できます。
２．学生会員の発表条件
学生会員は正会員と連名でなくては、どのセッションでも発表できません。
３．連名者の資格
研究発表の連名者は、全員会員でなくてはなりません。また、大会当日は、連名者も大会に参加するこ
とを原則とします。
４．発表件数の制約
同一のファースト・オーサーによる研究発表は、３件目からは１件あたり 5,000 円を徴収します。
５．口頭発表者の参加費支払い
口頭発表者は、発表原稿の提出時に参加費を支払うものとします。
６．参加費の返還について
既納の参加費は、理由のいかんを問わず返還しませんのでご注意ください。
７．発表のキャンセルと無断欠席
大会直前に発表キャンセルや無断欠席をされた場合には、次回以降の発表をお断りすることがあります
ので、十分ご注意ください。

学会役員（会長ならびに被選出常任理事）の改選について

日本経営システム学会では平成 17 年 4 月就任の学会役員より、選挙による選出制度をスタートさせま
した。この制度のもとに第 4 期学会役員の改選を迎える時期となりました。この役員選出を滞りなく実施
するために、下記のごとく役員選出委員会が組織され、9 月 14 日の理事会において承認を受けました。今
後、学会会則ならびに役員選出規定に則りまして役員選挙の告示（11 月頃），候補者の募集，投票等を順
次実施してまいります。会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
なお、本学会では選挙によって 15 名の被選出常任理事を選び、さらに、この中から会長を互選によっ
て選出いたします。この、被選出常任理事の候補者は正会員（正会員の推薦者 1 名を要す）のどなたでも
結構です。学会活動にご理解ある方々のご応募をお待ちしております。
役員選出委員会 委員
金子 勝一（委員長・山梨学院大学）
松岡 公二（副委員長・拓殖大学）
林
誠（愛知淑徳大学）
森田 英二（宮崎産業経営大学）
川中 孝章（東京大学）
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JAMS 学生研究発表優秀賞について

表彰委員長

田畑

智章

平成 22 年度第 44 回全国研究発表大会（於：東海大学高輪キャンパス）終了後、表彰委員会を開催し、
司会者のご意見を聴取しながら慎重に表彰候補者を選考いたしました。
その後、理事会の審議を経て今回の学生研究発表優秀賞は該当者無しと決定しましたのでご報告いたし
ます。

経営モデル研究部会のお知らせ
開催日予定日時：2010 年 10 月 30 日（土） 15：00-17：00
開 催 場 所：早稲田大学 14 号館 1060 号室 10F
発 表 予 定 者：野口 真希 氏（東海大学大学院）
「サプライチェーン・ネットワークにおける 業者選択問題と均衡モデル」
連絡先（幹事）：田畑 智章（東京富士大学） Tel.03-3368-2154 E-Mail:tabata@fuji.ac.jp
金子 勝一（山梨学院大学） Tel.055-224-1337 E-mail:shoichi@ygu.ac.jp

ヒューマン・リソース研究部会のお知らせ
開催日予定日時：2010 年 12 月 25 日（土） 15：00-17：00
開 催 場 所：日本大学 生産工学部 30 号館 5F 小田部研究室
津田沼キャンパス：千葉県習志野市泉 1-2-1
京成大久保 北口から北へ直進 徒歩約 10 分
校舎の地図は下記 URL をご覧ください（津田沼キャンパス）。
http://www.cit.nihon-u.ac.jp/syomu/6-map.html
発 表 予 定 者：未定
連絡先（幹事）：金子 勝一（山梨学院大学） Tel.055-224-1337 E-mail:shoichi@ygu.ac.jp

入会者リスト

（2009.11.26～2010.9.14）

１．正会員入会者
氏
伊波

名
和恵

所
属
東京富士大学

氏
松本

名
慎平

所
属
広島工業大学

石橋

貞人

明星大学

金子

雅明

青山学院大学

大北

勝久

西川

功一

ビジネスイノベーションアソシエイツ

八代

律子

ユナイテッド・パーセル・サー
ビス・カンパニー
名古屋市立大学病院

大北

健一

香川大学

中野

広基

ニフティ（株）

北神

慎司

名古屋大学
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永松

陽明

（株）日立製作所

志方

宣之

パナソニック電工（株）

福田

雄一

東北大学

大学院

李

省勳

慶星大学校

藤

祐司

新潟大学

大学院

仲野

友樹

横浜市立大学

開沼

泰隆

首都大学東京

加島

智子

近畿大学

廣岡

圭

廣岡圭シンクタンク事務所

川北

眞史

京都工芸繊維大学

横浜市立大学

蓮池

隆

馮

晏

大学院

大阪大学

大学院
大学院

大学院

２．学生会員入会者
氏
名
阿部
仁
井鍋 祐太
牛田 高輔
大久保 史晃
大森 友貴
金森 孝浩
加島 智子
小島
拓
近藤 哲也
坂井 俊祐
周
鳴谕
鈴木 麻子
蘇
成杰

所
属
東北大学 大学院
千葉工業大学 大学院
立命館大学 大学院
立命館大学 大学院
早稲田大学 大学院
横浜市立大学
大阪大学
青山学院大学 大学院
豊橋創造大学 大学院
明治大学 大学院
早稲田大学 大学院
立命館大学 大学院
豊橋創造大学 大学院

髙橋
田中

早稲田大学 大学院
東海大学 大学院

正樹
優

氏
名
角井
将
唐 璐 昕
長井 大輔
永里 賢治
中島 宏治
夏川 隆資
野崎 翔也
林
由圭里
細田 貴明
棟近 剛史
寄崎 舞音
陸
倩影
ルーサーゴンシリ
クライウィン
鷲田 貴裕
角井
将

所
属
青山学院大学 大学院
愛知工業大学 大学院
早稲田大学 大学院
東京工業大学 大学院
早稲田大学 大学院
立命館大学 大学院
早稲田大学 大学院
摂南大学
早稲田大学 大学院
早稲田大学 大学院
首都大学東京 大学院
愛知工業大学
東海大学 大学院
東海大学 大学院
青山学院大学 大学院

３．学生会員から正会員に変更
氏
小口
森下

名
奈子
俊一郎

諸上

詩帆

所
属
氏
名
（株）山広
花井 雅史
日 本 ヒ ュ ー レ ッ ト ・ パ ッ カ ー ド 小野木 正人
（株）
横浜商科大学
加島 智子

所
属
テクノシステム（株）
立命館大学 MOT 大学院
近畿大学

４．正会員から学生会員に変更
氏
野口

名
真希

所
属
東海大学

氏

名

所

属
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