
目 次                     2010.3.13～2010.3.14 

統一論題『サービス組織の生産性向上とマネジメント』 

 
基調講演  13 日(土) 13：00～13：55（W103 教室） 

 旭山動物園のマネジメント 

  旭山動物園前園長 小菅 正夫 氏 1 

 

特別講演Ⅰ 13 日(土) 14：00～14：50（W103 教室） 

 北海道グリーンファンドのマネジメント 

  北海道グリーンファンド事務局長 鈴木 亨 氏 2 

 
特別講演Ⅱ 13 日(土) 15：00～15：50（W103 教室） 

 小樽商科大学ビジネススクールの現状 

  小樽商科大学 教授 奥田 和重 氏 12 

 
記念講演 13 日(土) 16：00～16：50（W103 教室） 

 組織現象の実証研究―営利，非営利，そして協働  

  北海道大学 教授 小島 廣光 氏 18 

 

3 月 14 日(日) 

第 1会場 午前／午後 統一課題「サービス・組織マネジメント」 

1.1 介護業界のマネジメント 

  法政 MBA コンサルティングファーム 岡田 勇雄 27 

1.2 航空保安検査会社のマネジメント 

  H.O.I.総合研究所 林  良隆 31 

1.3 ネットオークションにおける出品者の広告出稿に関する行動分析 

  近畿大学 桑城 克教、山田 祐規、森山 真光 35 

1.4 マンガビジネスの分析視角 

  北海道大学 岡田 美弥子 39 

1.5 マツダのターンアラウンド・マネジメント 

  県立広島大学 平野  実 43 

1.6 サービス・イノベーションの方向性と課題 

  日本福祉大学 張  淑梅 47 

1.7 フリーランス・クリエイターを巡るコンテンツ産業の構造 

－その現状と課題－ 

  北海道大学 宇田 忠司 51 

1.8 非営利組織の規模と管理者要素 

－経時的分析－ 

  釧路公立大学 西村 友幸 55 



1.9 NPO・政府・企業間の協働過程における参加者間の相互作用 

  北海道大学 相原 基大 59 

1.10 企業事故研究の構図と課題 

  北海道大学 谷口 勇仁 63 

1.11 サプライチェーンの最適化行動と小売業態の動態 

  北海道大学 坂川 裕司 67 

 

第 2 会場 午前／午後 統一課題「サービス・組織マネジメント」 

2.1 モバイル機器の文字入力の現状と課題 

  広島国際大学 丁井 雅美、大塚 正雄 71 

2.2 プレミアム商品の開発と育成 

－食パンの事例を中心として－ 

  名城大学 大﨑 孝徳 75 

2.3 優先券販売方式を用いた病院の外来患者待ち時間短縮の一提案 

  岡山大学 紀 永儒、柳川 佳也、宮崎 茂次 79 

2.4 コンテナ貨物の輸送時安定性を検証するシミュレーションに関する研究  

  近畿大学 西薗 和希、森山 真光 83 

2.5 輸送用梱包材リユースシステムにおける多期間配送計画に関する一考察 

  大島商船高等専門学校 石原 良晃  

  広島修道大学 平木 秀作  

  愛媛大学 徐  祝淇  

  別府大学 宿  元明 87 

2.6 設計プロセス評価モデル(DPAM)による問題解決アプローチ 

  株式会社富士通総研 郷 保直、白石 一洋、齋木 雅弘 91 

2.7 生産計画からスケジューリングまでを同時に全体最適化する方法 

  株式会社Ｏ２Ｏ 村松 健児 95 

2.8 語彙の出現頻度に基づく講演間の関連性抽出と講演順序編成 

  岡山大学 高尾 祥平、大久保 寛基、柳川 佳也、宮崎 茂次 97 

2.9 「経済・連結・範囲の経済」の概念の考察 

  名城大学 伊藤 賢次 101 

2.10 インターネット広告と消費者の購買行動 

―AISCEAS モデルの購買プロセスの検討－ 

  NPO 法人環境管理システム研究会 久保田 勝広 105 

2.11 海外子会社の製品開発活動パターンと成果 

  北海道大学大学院 多田 和美 109 

 

第 3 会場 午前／午後 統一課題「情報技術マネジメント」 

3.1 イベントドリブン･スケジューリング研究会活動報告 

  エムエーシー 小林  稔 113 

3.2 生産ラインの稼働率と品目の占有率が最適ロットサイズに及ぼす影響 

  エムエーシー 小林  稔  

  株式会社Ｏ２Ｏ 村松 健児 116 



3.3 ウェブ閲覧行動のデータ取得に関する研究 

  近畿大学 金田 勝、森山 真光 120 

3.4 創発型プロジェクトにおけるメンバー選択のためのマルチエージェント・シミュレーション 

  岡山大学 香川 昌司、大久保 寛基、柳川 佳也、宮崎 茂次 124 

3.5 ウェブアクセシビリティと CSR（２） 

  宮崎公立大学 森部 陽一郎 128 

3.6 メッシュ型ネットワークにおけるインテグレーターの重要性についての考察 

中小企業のメッシュ型ネットワーク参加のための経営戦略的取組みについて－ 

  大阪市立大学大学院 船越  亮 132 

3.7 複数の自律型印刷製造装置モデルにおける総利益最大化バックワード・ 

フォワード・スケジューリング 

―自律型製造装置モデルによる利益最大化を考慮した生産効率化の一提案― 

（第 6報） 

  京都情報大学院大学 柏原 秀明  

  岡山大学 宮崎 茂次 136 

3.8 Hybrid-P2P ネットワークにおける転送効率化手法の提案 

  近畿大学 保田 一樹、森山 真光 140 

3.9 中堅企業向け情報システム開発の合理化（第１報） 

－情報システム開発書類は作成目的別に対応する。－ 

  株式会社ニイタカ 雜賀  努 144 

3.10 Ｊ-ＳＯＸとＩＳＯ（第３報） 

－ＩＳＯの内部監査をＪＳＯＸの運用状況評価で利用する。－ 

  株式会社ニイタカ 雜賀  努 148 

3.11 メタ情報とトランザクション情報の関係 

―トラック事業協同組合における取引仲介の実態調査－ 

  北海学園大学 関  哲人 152 

 

第 4 会場 午前／午後 統一課題「生産マネジメント」 

4.1 ナレッジ・マネジメントとしての改善活動の意義とその運用 

 山田コンサルティング事務所 山田 裕昭  

 名城大学 福田 康明 157 

4.2 BPM とリーンシックスシグマによる BPO マネジメントの考察 

 株式会社オージス総研 宗平 順己 161 

4.3 機能拡張する ERP の実態調査と機能によるグループ分け（横断的分析） 

に関する一考察 

  首都大学東京 顧 俊、渋谷 正弘  

  北海道工業大学 三上 行生 165 

4.4 混合品種組立ライン設計に関する研究 

  愛媛大学 徐  祝淇  

  広島修道大学 平木 秀作  

  大島商船高等専門学校 石原 良晃  

  別府大学 宿  元明 169 



4.5 生産実行システムの MDA 開発におけるコード自動生成 

  九州工業大学 水岡 研二、古賀 雅伸 173 

4.6 農業経営と生産マネジメント 

  椙山女学園大学 澤田 善次郎 177 

4.7 これからの目で見る管理 

  椙山女学園大学 澤田 善次郎 181 

4.8 ナットク現場改善シリーズ「よくわかるポカヨケの本」ポイント解説 

  株式会社経営技術研究所 藤井 春雄 185 

4.9 精密板金工場における高齢者のための生産体制の確立と 

現場力強化に関する研究 

  北海道立工業試験場 飯田 憲一  

  北海道工業大学 三上 行生 191 

4.10 自律分散型生産制御システムにおける有効性分析の研究 

  岡山大学 加藤 宏、大久保 寛基、柳川 佳也、宮﨑 茂次 195 

4.11 生産管理技術習得のためのランドルト環方式 eラーニングシステム 

  北海学園大学 興膳  肇  

  北海道工業大学 三上 行生、北守 一隆 199 

 

第 5 会場 午前 統一課題「環境および食品ビジネス」 

 午後 統一課題「組織マネジメント」 

5.1 グリーン SCM の現状と企業間の情報共有に関する一考察 

  宇部工業高等専門学校 松野 成悟、伊藤 孝夫  

  福岡工業大学 挾間 雅義 205 

5.2 屋上床面の断熱塗料処理による省エネ対策  

  福岡工業大学 上田 文人、豊福 泰子 209 

5.3 製造から見たＥＵ環境法の歴史 

  株式会社アイリーシステム  入江 安孝 213 

5.4 食品リサイクルループ構築の成功要因と課題についての研究 

  名古屋工業大学 小林 常晃 217 

5.5 食品製造業の最適製品構成策定法の研究 

－厳しい経済状況下で食品製造業の収益性改善を実現するために－ 

  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 221 

5.6 法人営業イノベーションと クラウドＣＲＭシステムの活用 

  法政大学 西川 功一 225 

5.7 ARCS モデルによる動機づけ要因と学習成果の関連性の検討 

－高等教育機関における横断的考察－ 

  NPO 法人環境管理システム研究会 久保田 勝広  

  西南女学院大学 谷崎  太 229 

5.8 国際会計基準の導入に伴う内部統制へのインパクト 

  法政大学  石島  隆 233 

 



5.9 垂直統合における専門性と柔軟性 

  椙山女学園大学 石井 圭介 237 

5.10 戦略的協働の本質 

－北海道グリーンファンドの事例分析－ 

  北海道大学 平本 健太 241 

 

第６会場 午前 統一課題「中国ビジネス」 

 午後 統一課題「中国ビジネスと標準化」 

6.1 中国における日系企業のイノベーション管理 

  北海道大学 岩田 智 245 

6.2 日本企業の中国における研究開発管理 

  北海道大学大学院  時   鍵 249 

6.3 中国薄型テレビ市場における日本企業の製品戦略 

  北海道大学大学院 中川  充 253 

6.4 中国における地域間格差問題に関する一考察 

－経済格差の実態と要因－ 

  福岡工業大学 党 慧敏、赤木 文男 257 

6.5 中国における外資系企業と民族系企業のコーポレート・ガバナンス 

に関する比較研究 

  九州産業大学大学院 小山田泰洋 261 

6.6 中国におけるサービス品質マネジメントの課題 

－「顧客満足」意識の共有へ－ 

  尾道大学 邵   忠 265 

6.7 中国日系自動車部品関連企業の現状と課題 

－天津地区を中心に－ 

  名古屋工業大学 池谷 淳、俵 菊生、小竹 暢隆 269 

6.8 標準化教育に関する一考察 

  財団法人日本規格協会 星野  裕 273 

6.9 ものづくりとマーケティング感性 

  大阪工業大学 椋田 政春、下左近 多喜男 277 

6.10 生物を模倣する遺伝子プログラムによる身体部位ロボット・人工生命の作成 

  駿河台大学 岡部 建次  

  法政大学 石島  隆  

  筑波技術大学 隈  正雄  

  日立東日本ソリューションズ 丹治 秀明  

  富士通総研 郷  保直  

  管理工学研究所 永田  大 281 

 

 

 

 



第７会場 統一課題「英語セッション地域産業マネジメント」 

7.1 Comparison Analysis of Management Improvement 

in the Chemicals Industry 

  Kochi University of Technology  Shintaro Katsura 285 

7.2 Supply Chain Management in the Paper & Pulp Industry 

  Kochi University of Technology  Shintaro Katsura 289 

7.3 Transmitting a New Global Management Standard from Japan 

－Criticism of Global Management Standard Principles－ 

  Taisei Gakuin University  Heizaburo Turushima 293 

7.4 An Analysis of Japanese and Chinese Automobile Enterprises Based on DEA 

  Fukuoka Institute of Technology LI Bin, SONG Yu 299 

7.5 日本の自動車産業･･･現状と今後の展望 

  福井工業大学 正本 順三 303 

7.6 産業連関表による産業クラスターの経済分析 

  岡山大学大学院 山口 陽子  

  岡山大学 宮崎 茂次 307 

7.7 大学を中核とした地域ビジネスの起業・事業化プロセスと 

地域活性化に関する研究 

  高知工科大学 桂 信太郎 311 

7.8 専用船による完成車の輸送に関する研究 

  広島修道大学 平木秀作 315 

7.9 東海地域の航空宇宙産業と中小企業の取り組み 

  名古屋工業大学 小竹 暢隆、趙 翠萍 319 

7.10 CSR を事業に取り込んだ中小企業 

－S社の事例より－ 

  名古屋工業大学 藤井 智子、小竹暢隆 323 

7.11 付加価値創出のための次世代型生産ネットワーク構造 

  北海道工業大学 川上 敬、湯川 恵子 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


