日本経営システム学会第３７回全国研究発表大会のご案内
統一論題：「マネジメントの教育とそのシステムについて考える」
開催日：平成１８年１２月８日(金)～１０日(日)

会

１２月８日(金)

経営(学会連合)フォーラム

１２月９日(土)

特別講演・基調講演・統一論題・一般発表

１２月１０日(日)

統一論題・一般発表

場：１２月８日(金)

インテックス大阪(大阪国際見本市会場)

１２月９日・１０日(土・日)

大阪工業大学

大宮キャンパス

大阪府大阪市旭区大宮 5 丁目 16 番 1 号
受

付：１２月９日(土)
１２月１０日(日)

１号館１階

１２時００分～

２号館３階

８時５０分～

主

催：日本経営システム学会

協

賛：オフィス・オートメーション学会， 日本経営教育学会，
社団法人日本経営工学会， 日本セキュリティ・マネジメント学会

お問い合わせ：e-mail
(大会事務局)

jams37@starfox.is.oit.ac.jp

http://www.is.oit.ac.jp/~shiihara/server/jams37/

【12月９日（土）】受付開始12:00（場所：大阪工業大学 大宮キャンパス１号館１階）
11:00～12:20 理事会（６号館３階職員食堂）
Ａ会場(１号館２階１２１教室)
時 間
13:00～13:10 実行委員長挨拶・会長挨拶
13:10～14:10 特別講演：イノベーションとマネジメント
ダイキン工業株式会社

司

顧問

二宮

清

14:20～15:20 基調講演：生涯に亘る経営教育の道
摂南大学 教授
休
憩

15:20～15:30

奥林

会

頁

大阪工業大学・摂南大学
2
栗山 仙之助
和光大学
14

康司

15:30～16:00 A-1 統一論題：技術経営を効果的にする人材像

者

飫冨

順久

立教大学
＊立命館大学

16:00～16:30 A-2 統一論題：製造中核人材育成のための教育システムについて
＊大阪工業大学
休
憩
16:30～16:40

石田

24

修一

佐々木

宏
28

皆川

健多郎

16:40～17:10 A-3 模擬店を利用した経営学教育
＊東京富士大学 田畑

東海大学短期大学部
智章
成川

50
忠之

17:10～17:40 A-4 伝統工芸における技能教育の課題と展望
18:00～

54

＊関西大学 古賀
懇親会（会場：６号館２階中央食堂）

広志

Ｂ会場(１号館２階多目的室１)
時 間
15:30～16:00 B-1 黄金株制度とコーポレート・ガバナンス

司
麗澤大学

＊明治大学 矢口 義教
16:00～16:30 B-2 パラドックス・アプローチによる取締役会の機能に関する研究
＊明治大学 西 剛広
休
憩
16:30～16:40
16:40～17:10 B-3 製品開発における外部資源活用と知識蓄積

者
倍

頁
58
和博
62

摂南大学

＊立命館大学 田平
17:10～17:40 B-4 ネットワーク視点による地域中小企業連携モデルの考察

由弘

＊中部大学 森岡
懇親会（会場：６号館２階中央食堂）

孝文

18:00～

会

-1-

66
三藤利雄
70

Ｃ会場(１号館２階多目的室2)
時 間
15:30～16:00 C-1 コンセプト・イノベーションと顧客満足
＊明治大学 佐藤
16:00～16:30 C-2 広告効果の動態的モデルに基づく態度変容パターンのシミュレーション実験
＊愛知淑徳大学 諸上
早稲田大学 諸上
休
憩
16:30～16:40
16:40～17:10 C-3 職場における利他的行動が持つ意味の考察－国・文化の影響－
＊大阪国際大学 奥井
17:10～17:40 C-4 組織ユニット間の相互依存
＊釧路公立大学 西村
懇親会（会場：６号館２階中央食堂）
18:00～

司
多摩大学

会

正弘

者
原田

頁
74
保
78

茂光
詩帆
九州産業大学
秀樹

82
稲永健太郎
86

友幸

Ｄ会場(１号館２階多目的室３)
時 間
司
15:30～16:00 D-1 産業構造の変革と知的財産マネジメント
東海大学
＊大阪工業大学 中桐 大壽
大阪工業大学 藤田 弘典
16:00～16:30 D-2 経営理念および労働に関する研究（4）
－女子の職場進出と男子の労働時間について－
＊経営労働教育研究所 平田 孝行
休
憩
16:30～16:40
16:40～17:10 D-3 組織間PMフレームワークとJITシステム
拓殖大学
＊明治大学 折戸 洋子
明治大学 鄭 年皓
明治大学 ワシム・ムニフ
明治大学 山下 洋史
17:10～17:40 D-4 自己組織化する都市と産業集積のメカニズムの研究－商業集積の場合－
＊LEC東京リーガルマインド大学 山本 壽夫
懇親会（会場：６号館２階中央食堂）
18:00～

会

E会場(１号館３階１３２教室)
時 間
司
摂南大学
15:30～15:50 E-1 文化の違いが情報セキュリティ管理策に及ぼす影響－タイと日本の文化的差異の影響－
＊長岡技術科学大学 SIRIPUKDEE SASIPAN
長岡技術科学大学 LISKA WALUYAN 東海大学
長岡技術科学大学 淺井 達雄
15:50～16:10 E-2 情報セキュリティ管理指標の開発
＊長岡技術科学大学 坂上 達紀
長岡技術科学大学 淺井 達雄
16：10～16：30 E-3 労働紛争相談システムの要件定義
長岡技術科学大学 淺井 達雄
＊長岡技術科学大学 小幡 陽輔
休
憩
16:30～16:40
16：40～17：00 E-4 まちづくりにおけるUD配慮度合い評価尺度の開発－公共施設のUD度－
東海大学
＊長岡技術科学大学 小池 惇二
長岡技術科学大学 淺井 達雄 摂南大学
17：00～17：20 E-5 経営のUD度が企業価値に与える影響
＊長岡技術科学大学 長谷川貢也
長岡技術科学大学 淺井 達雄
17：20～17：40 E-6 飲料市場における特定保健用食品の消費者ニーズに関する分析
＊愛知工業大学 菅沼 直宏
愛知工業大学 寺本 和幸
懇親会（会場：６号館２階中央食堂）
18:00～

会

者
羽田隆男

94

98
松岡公二

102

者

頁
106

金井謙二
石原辰雄
108

110

112
石原辰雄
金井謙二 114

F会場(１号館３階１３３教室)
時 間
司 会 者
15:30～15:50 F-1 消費者の飽きと商品間の影響を考慮したブランド選択モデル
大阪大学大学院
＊早稲田大学 上田 陽介
石井博昭
早稲田大学 鈴木 広人 神戸学院大学
早稲田大学 大野 髙裕
柴田淳子
15:50～16:10 F-2 非整数ブラウン運動を用いた気温オプションのプライシング
＊早稲田大学 小林 広樹
早稲田大学 後藤 允
早稲田大学 大野 髙裕
16：10～16：30 F-3 クリニカルパスを用いた医療機関の標準原価算定法の構築
＊早稲田大学 佐々木 美怜
早稲田大学 ファジャル・ラフマット
早稲田大学 大野 髙裕
休
憩
16:30～16:40
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頁
90

116

頁
118

120

122

16：40～17：00 F-4 想起集合を考慮した娯楽選択モデル

神戸学院大学
＊早稲田大学 香山 雄一朗
早稲田大学 鈴木 広人 大阪大学大学院
早稲田大学 大野 髙裕
東京富士大学 田畑 智章
17：00～17：20 F-5 Pricing of Emission Allowance Contingent Claims with Regime Switching
＊早稲田大学 皆藤 正好
早稲田大学 後藤 允
早稲田大学 大野 髙裕
17：20～17：40 F-6 ディスクロージャーネットワーク実現に向けた財務報告の役割
＊麗澤大学 臼田 貴之
懇親会（会場：６号館２階中央食堂）
18:00～

124
柴田淳子
石井博昭
126

128

【12月１０日（日）】受付開始８:50（場所：大阪工業大学 大宮キャンパス２号館３階）
時 間
9:20～9:50

9:50～10:20
10:20～10:30
10:30～11:00
11:00～11:30
11:30～11:40
11:40～12:10
12:10～12:40

12:40～13:30
13:30～14:00
14:00～14:30

14:30～14:40
14:40～15:10
15:10～15:40

時 間
9:20～9:50

9:50～10:20

10:20～10:30
10:30～11:00

11:00～11:30

11:30～11:40

Ａ会場(２号館３階２３１教室)
司 会 者
A-5 企業グループの学習の活性化要因の検討
大阪電気通信大学
－積水ハウスグループの品質管理活動を対象として－
今野 勤
＊京都大学 秋山 高志
A-6 改善アプローチの構造について－ピレネー・ストーリーの中間報告－
＊流通科学大学 野口 博司
休
憩
A-7 技術発展過程のフレームワーク提案
日本大学
＊産業能率大学 金 建河
村田光一
A-8 CSR会計と環境会計－環境的側面の定量化に向けて－
＊宮崎産業経営大学 森田 英二
休
憩
A-9 統一論題：子どもの現状と堺の教育改革
大東文化大学
＊堺市教育委員会 石井 雅彦
貫 隆夫
A-10 統一論題：LCA大学院大学のMBA教育理念と教育システム
株式会社日本エル・シー・エー 久保 裕滋
＊LCA大学院大学 住吉 和司
昼
食(評議員会・９号館２階技術マネジメント学科会議室)
A-11 統一論題：学習スタイル・個人特性のビジネスゲームへの影響
横浜市立大学
＊東京経済大学 佐藤 修
野々山 隆幸
A-12 統一論題：会計大学院の補完教育用eラーニング・コンテンツ
開発作業の管理について
＊東北大学 伊東 俊彦
休
憩
A-13 インターンシップにおける教育的効果
麗澤大学
＊明治大学 松田 健
吉田健一郎
A-14 インターンシップによる社会的格差是正の可能性
＊明治大学 浅井 亮子

頁
132

136

140
144

32
36

40
44

148
152

Ｂ会場(２号館３階２３２教室)
司 会 者
頁
B-5 研究部会報告：「経営情報学的ネットワーク研究」試論
横浜商科大学
156
インターンシップおよび大学教育改革GP研究部会
＊山梨学院大学 金子 勝一
柳田義継
明治大学 山下 洋史
明治大学 鄭 年皓
B-6 研究部会報告：「低賃金アルバイト的インターンシップ」に関する研究
160
インターンシップおよび大学教育改革GP研究部会
＊山梨学院大学 金子 勝一
明治大学 山下 洋史
休
憩
B-7 A Study on the Role of B to B e-Marketplaces in Supply Chain
神戸学院大学
164
＊明治大学 Wassim MNIF
毛利進太郎
明治大学 山下 洋史
B-8 日本における「泣き寝入り解」の二面性に関する研究
168
＊明治大学 Wassim MNIF
明治大学 鄭 年皓
明治大学 山下 洋史
休
憩
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11:40～12:10 B-9 研究部会報告：「カレーの街よこすか」のジレンマに関する事例研究
神戸学院大学
インターンシップおよび大学教育改革GP研究部会
塩出省吾
＊明治大学 山下 洋史
明治大学 西 剛広
12:10～12:40 B-10 「２つの証拠」を用いたファジィ･エントロピー最大化モデル
＊明治大学 山下 洋史
昼
食(評議員会・９号館２階技術マネジメント学科会議室)
12:40～13:30
13:30～14:00 B-11 職場のメンバーと管理者との間の相互PMフレームワーク
東海大学短期大学部
＊明治大学 鄭 年皓
内田直仁
明治大学 山下 洋史
14:00～14:30 B-12 組織におけるゲートキーパーの特性に関する研究
＊明治大学 鄭 年皓
休
憩
14:30～14:40
14:40～15:10 B-13 組織における内部統制の役割－倫理に適った組織運営の実現－
関西学院大学
＊株式会社松本鉄工所 竹川 勝雄
福井幸男
立命館大学 阿部 惇
立命館大学 石田 修一
時 間
9:20～9:50

9:50～10:20

10:20～10:30
10:30～11:00
11:00～11:30
11:30～11:40
11:40～12:10
12:10～12:40
12:40～13:30
13:30～14:00
14:00～14:30
14:30～14:40
14:40～15:10
15:10～15:40

172

176

180

184

188

Ｃ会場(２号館３階２３３教室)
司 会 者
頁
C-5 情報セキュリティにおけるリスクアセスメントに関する一提案
横浜商科大学
192
＊長岡技術科学大学 大賀 公二
立川丈夫
長岡技術科学大学 淺井 達雄
C-6 自治体の情報システムコストに関する一考察
196
摂南大学 久保 貞也
＊摂南大学 東川 輝久
摂南大学 島田 達巳
休
憩
C-7 ケータイ文字入力速度の集団計測方法について
共栄大学
200
＊広島国際大学 丁井 雅美
長崎 等
C-8 モバイルクリエイター養成カリキュラムの構築
204
＊広島国際大学 丁井 雅美
休
憩
C-9 情報セキュリティインシデントの発生メカニズムと対策
大阪芸術大学
208
＊東京情報大学 畠中 伸敏
武村泰宏
C-10 情報セキュリティにおける「ペイル・マネジメント」の概念
212
＊ネットワンシステムズ株式会社 川中 孝章
昼
食(評議員会・９号館２階技術マネジメント学科会議室)
C-11 大規模多重レベル多目的計画問題に対する対話型ファジィ双対分解手法
早稲田大学
216
＊名古屋市立大学 矢野 均
和多田淳三
C-12 境界確率変数を用いたファジィ数順位付け法
220
＊東海大学 石原 辰雄
休
憩
C-13 ラフ集合理論によるデータマイニングシステムの開発及びマーケティングへの応用 愛知工業大学
224
＊香川大学 郭 沛俊
小田哲久
C-14 ラフ集合理論による高齢者生活満足度分析について
228
＊香川大学 郭 沛俊
香川大学 李 暁偉
香川大学 本田 道夫

D会場(２号館３階２３４教室)
時 間
司
10:30～11:00 D-7 ビール用プラスチック箱とプラスチックパレットのライフサイクルアセスメント
香川大学
＊サッポロビール株式会社 門奈 哲也
千葉工業大学 小野 修一郎
千葉工業大学 大田 勉
11:00～11:30 D-8 製品ライフサイクルマネジメントにおけるBOMの統合に関する一考察
＊法政大学 池田 茂
休
憩
11:30～11:40
11:40～12:10 D-9 リアルオプションアプローチに基づく不動産投資の分析
東海大学
＊早稲田大学 和多田 淳三
12:10～12:40 D-10 株式投資におけるSRIのダウンサイド・リスク抑制機能
－テイル・リスクを増大させる第三のリスク－
＊愛知淑徳大学 上原 衛
昼
食(評議員会・９号館２階技術マネジメント学科会議室)
12:40～13:30
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会

者

頁
232

木全 晃

236

240
高橋

進
244

13:30～14:00 D-11 色彩の効果による販売戦略の一考察
京都創成大学
－コンパクトカーのボデイカラーを一例として－
＊日本ペイント株式会社 佐竹 いづみ
14:00～14:30 D-12 デザイン分野の創造性に関する事例研究
千葉工業大学 大田 勉
千葉工業大学 佐野 利夫
＊千葉工業大学 小野 修一郎
千葉工業大学 成毛 博幸
休
憩
14:30～14:40
14:40～15:10 D-13 ARMAモデルによるシステムパラメータ間距離を用いた簡易設備診断方法
大阪工業大学
大阪府立大学 竹安 数博
＊阪急電鉄株式会社 石井 康夫
15:10～15:40 D-14 オンラインパラメータ推定時における時系列複数データ処理方法
大阪府立大学 竹安 数博
＊阪急電鉄株式会社 石井 康夫
時 間
9:20～9:40

9:40～10:00

10:00～10:20

10:20～10:30
10:30～10:50

10:50～11:10

11:10～11:30

11:30～11:40
11:40～12:00

12:00～12:20

12：20～12：40

12:40～13:30
13：30～13：50
13：50～14：10

14：10～14：30

14：30～14：50

248
中井秀樹
252

256
一森哲男

E会場(２号館４階２４１教室)
司 会 者
E-7 セル型ものづくりマネジメントに関する研究
早稲田大学
－数量化Ⅲ類を用いた作業・工程の改善－
常田 稔
＊大阪工業大学 五百蔵 晃嗣 宮崎産業経営大学
大阪工業大学 皆川 健多郎
浅井重和
大阪工業大学 中島 健一
大阪工業大学 能勢 豊一
E-8 環境負荷を考慮した先手管理オペレーション・マネジメントに関する研究
＊大阪工業大学 平田 大
大阪工業大学 皆川 健多郎
大阪工業大学 中島 健一
大阪工業大学 能勢 豊一
E-9 仕事の総滞留時間最小化を狙った納期遵守型ジョブショップスケジューリング問題
＊慶應義塾大学 高柳 和貴
慶應義塾大学 稲田 周平
休
憩
E-10 ビジネスモデルの比較研究－デルの新旧ビジネスモデルの比較－
宮崎産業経営大学
＊立命館大学 柳川 剛三
浅井重和
立命館大学 阿部 惇 早稲田大学
立命館大学 石田 修一
常田 稔
E-11 栄養成分名のブランド化が購買行動に及ぼす影響について
－商品カテゴリー間の比較による実証的研究－
＊京都工芸繊維大学 萩森 香織
京都工芸繊維大学 坂本 和子
E-12 産業集積における中心的企業の役割
＊京都工芸繊維大学 稲田 幸
京都工芸繊維大学 坂本 和子
休
憩
E-13 回収システムにおけるデポジット価格決定に関する研究
山梨学院大学
＊大阪工業大学 永田 耕一郎
金子勝一
大阪工業大学 皆川 健多郎 日本大学
大阪工業大学 中島 健一
小田部 明
大阪工業大学 能勢 豊一
E-14 寿命に制約のある食品の最適発注政策
＊大阪工業大学 榎本 賢吾
大阪工業大学 皆川 健多郎
大阪工業大学 中島 健一
大阪工業大学 能勢 豊一
E-15 コスト削減による医療用ホルダーの価格決定
＊愛知工業大学 四居 裕輔
愛知工業大学 寺本 和幸
昼
食(評議員会・９号館２階技術マネジメント学科会議室)
E-16 研究開発組織における業績評価のあり方
日本大学
＊立命館大学 在郷 俊介
小田部 明
E-17 新事業創造を効果的にする組織
山梨学院大学
＊立命館大学 西村 一彦
金子勝一
立命館大学 石田 修一
E-18 技術系ベンチャー企業の資金調達と成長戦略
－資源補完型資金調達モデルに基づく事例研究－
＊立命館大学 古谷 尚樹
立命館大学 田尾 啓一
立命館大学 石田 修一
E-19 意思決定における判断不全の特徴
＊立命館大学 谷藤 真琴
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頁
264

266

268

270

272

274

276

278

280

282
284

286

288

時 間
9:20～9:40

F会場(２号館４階２４２教室)
F-7 債務超過期間を考慮した割引債価格評価モデル

司 会
静岡産業大学
＊早稲田大学 前田 壮一
早稲田大学 後藤 允 大阪大学大学院
早稲田大学 大野 髙裕

9:40～10:00

者
鷲崎早雄
奥原浩之

F-8 Bundle化された商品の最適販売戦略設定モデル

10:00～10:20 F-9

10:20～10:30
10:30～10:50 F-10

10:50～11:10 F-11

11:10～11:30 F-12

11:30～11:40
11:40～12:00 F-13

12:00～12:20 F-14

12：20～12：40 F-15

12:40～13:30
13：30～13：50 F-16

13：50～14：10 F-17

14：10～14：30 F-18

14：30～14：50 F-19

＊早稲田大学 春日 雄太
早稲田大学 鈴木 広人
早稲田大学 大野 髙裕
パチンコ・スロットホールのイベントスケジューリングに関する研究
＊早稲田大学 木内 拓哉
早稲田大学 鈴木 広人
早稲田大学 大野 髙裕
休
憩
格付と企業評価の研究
大阪大学大学院
＊東海大学 根岸 博史
東海大学 松丸 正延 静岡産業大学
在庫水準が企業業績に及ぼす影響についての研究
＊東海大学 野村 高城
東海大学 松丸 正延
鉄道の輸送力をベースにした駅の格付けの試み
＊千葉工業大学 立花 洋平
千葉工業大学 大田 勉
千葉工業大学 小野 修一郎
休
憩
WTO加盟後の中国の本土銀行におけるCRMについて
東京富士大学
＊摂南大学 王 琳
摂南大学 島田 達巳 豊橋創造大学
自治体CRMにおける住民参加の発展段階について
＊摂南大学 仲川 貴清
摂南大学 久保 貞也
摂南大学 島田 達巳
ドイツのコーポレート・ガバナンスと企業の社会的責任
－機関投資家の「受託者責任」について－
＊明治大学 清水 一之
明治大学 松田 健
昼
食(評議員会・９号館２階技術マネジメント学科会議室)
企業におけるナレッジ・イネーブラーが及ぼす効果について
豊橋創造大学
＊関西大学 水永 静一郎
関西大学 勝田 未来 東京富士大学
関西大学 宮下 文彬
関西大学 泉井 力
企業における組織活性の寄与因子について
＊関西大学 勝田 未来
関西大学 宮下 文彬
関西大学 泉井 力
CSR基本方針策定とその効果への状況要因の影響
＊関西大学 浅田 純平
関西大学 泉井 力
関西大学 宮下 文彬
CSRが会計フレームワークに与える影響－CSR活動の「識別」問題を中心に－
＊麗澤大学 山賀 康弘

大会参加費

会員 5,000 円，学生会員 3,000 円，非会員 6,000 円 (当日支払いは 1,000 円高)

懇親会費

会員・学生会員 5,000 円，非会員 6,000 円(当日支払いは 1,000 円高)
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日本経営システム学会(JAMS)
〒169-0073 東京都新宿区百人町１－２０－３ バラードハイム７０３
（TEL）０３－３３７１－５３２４ (E-mail) keieisys@hh.iij4u.or.jp
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