
　　　　　第26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13年５月12日（土）、13日（日）　会　場：産能大学 自由ヶ丘キャンパス ）

　　統一論題「ＩＴ革新と経営システムの課題と展望」
【５月1２日（土）】受付開始9:30

（ 午 前 の 部 ）
　時　　間
10:00～10:15  評議員会：E会場
10:20～11:20  会員総会：Ａ会場
11:25～12:00  理 事 会：Ｄ会場

    　　　   （ Ａ 会 場 午 後 の 部 ）
　時　　間 テーマおよび講演者・発表者 　司　会　者 頁
13:00～13:10 実行委員長挨拶

会長挨拶
13:10～14:10 特別講演「IT時代における経営革新と人的資源管理の課題」 豊橋創造大学 9

（株）日立インフォメーションアカデミー 西川  智登
　代表取締役社長 小宮　登

14:10～14:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:20～15:20 特別講演「ＩＴ時代におけるベンチャー企業の経営戦略」 大阪工業大学 9

　　　　　　―三協フロンティアの実践を通じて　 能勢  豊一
  三協フロンティア（株）                代表取締役社長 長妻　和男

15:20～15:30 　　　　　　　　　　休　　　憩
15:30～16:00 基調講演「ＩＴの進展と企業経営の変貌　―経営者の 日本大学 11

　　　　　役割と大学の使命　―その変化と展望」 三浦  智徳
産能大学 経営学部長  内藤　洋介

16:00～16:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
16:10～16:40 エンタープライズ・マニュファクチャリング・サービスの展開 北海学園大学 15

＊流通科学大学　古賀  広志 石田　修一
16:40～17:10 ＭＴＭマトリクス：戦略同盟に対する新しいツール 香川大学 19

＊学振研究員　Majid KASMAI 板倉　宏昭
東京工業大学　飯島  淳一

17:20～19:00 　　　　　　　　　　懇　親　会

   　　　    （ Ｂ 会 場 午 後 の 部 ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
16:10～16:40 情報家電と生活環境情報システムの研究 東京経営短期大学 25

＊大阪工業大学　下左近多喜男 木暮    仁
甲子園短期大学　竹本賢太郎

16:40～17:10 ウェブページの設計アプローチ　　　　＊大阪工業大学　藤田  弘典 都立科学技術大学 29
摂南大学　栗山仙之助 島田  達巳

大阪工業大学　中島  健一
大阪工業大学　能勢  豊一

    　　　   （ Ｃ 会 場 午 後 の 部 ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
16:10～16:40 機械負荷のばらつきを考慮した優先規則法とロット 松商学園短期大学 35

分割によるスケジューリング　　　 　　　＊大阪工業大学　椎原  正次 林　　昌孝
摂南大学　栗山仙之助

大阪工業大学　能勢  豊一
16:40～17:10 正弦波周期運動を用いた組織内資金フローのモデル化 東海大学 39

＊日産自動車（株）　三浦  吉孝 野村　弘光

  　　　     （　Ｄ 会 場 午 後 の 部 ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
16:10～16:30 リーダーシップに関する管理―支援フレームワーク 山梨学院大学 45

＊明治大学　岩岡  元樹 三浦　康彦
明治大学　山下  洋史

 東海大学　松丸  正延
16:30～16:50 消費者の考慮集合概念を用いた競争市場構造モデル 山梨学院大学 49

＊早稲田大学　高野     稔 三浦　康彦
 早稲田大学　田畑  智章
早稲田大学　金     建河
早稲田大学　大野  高裕

16:50～17:10 市場におけるブランドの影響　　　　　　　＊早稲田大学　國重  哲平 山梨学院大学 53
早稲田大学　金     建河 三浦　康彦
早稲田大学　田畑  智章
早稲田大学　大野  高裕
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【５月１３日（日）】受付開始9:30
　　　　　　　　　　（ Ａ 会 場 ）

　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
10:00～10:30 協調的行為を分析するためのノウハウのモデル 日本大学 59

＊筑波大学　高田     昭 村田　光一
10:30～11:00 ベンチャー企業の安定市場の打破とリスクの高い新製品 日本大学 63

への特化―Ｓ社の事例から― 村田　光一
＊京都大学　山口  陽子

11:00～11:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
11:10～11:40 意思決定支援におけるひとつの概念フレームワーク 日本大学 67

＊早稲田大学　常田     稔 小田部　明
11:40～12:10 発表中止

＊経営知略研究所　日野　三十四
12:10～13:00 　　　　　　　　　　昼　　　食
13:00～13:30 統一論題：　IT時代における中小企業経営の課題と展望 産能大学 71

＊産能大学  増田　辰弘 村上　良三
13:30～14:00 統一論題：経営ツールとしてのIT革新 産能大学 73

＊日立電子サービス(株）　平出　　洸 村上　良三
14:00～14:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:10～14:40 人的資源戦略の形成と実行の過程における部門間連携の重要性 関西大学 77

＊(学)産業能率大学　腰塚  弘久 泉井　　力
14:40～15:10 組織活性化の多重構造に関する研究＊山梨学院大学　金子　勝一 関西大学 81

愛知学泉大学　鈴木　麻美 泉井　　力
明治大学　山下　洋史

15:10～15:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
15:20～15:50 チーム活動におけるコミュニケーション・メディアの役割 産業能率大学 85

＊東京都立短期大学　中西     晶 澤口　　学
15:50～16:20 新規事業における意志決定ツールの開発 産業能率大学 89

―ストラテジック・プロポーションモニタリングの提案― 澤口　　学
＊早稲田大学　古谷     公

【５月１３日（日）】受付開始9:30
　　　　　　　　　　（ Ｂ 会 場 ）

　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
10:00～10:30 ソリューションプロバイダーのナレッジマネージメント 摂南大学 95

＊NECｿﾌﾄｳｴｱ中国　芦田  壮平 中桐　大壽
10:30～11:00 銀行のEコマース 摂南大学 99

＊朝日大学　大井  正浩 中桐　大壽
11:00～11:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
11:10～11:40 Ｗｅｂを活用した遠隔教育情報システムに関する研究 明治大学 103

＊京都大学　山口  陽子 山下　洋史
大阪工業大学　下左近多喜男

11:40～12:10 テレワーク環境下におけるマネジメントに関する考察 明治大学 107
＊キャノン（株）　佐堀  大輔 山下　洋史

12:10～13:00 　　　　　　　　　　昼　　　食
13:00～13:30

13:30～14:00

14:00～14:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:10～14:40 サプライチェーンの関係マネジメント： 横浜商科大学 111

トータルサプライ観と二者間取引観の違い 立川　丈夫
＊早稲田大学　根来  龍之  

14:40～15:10 授業を円滑に進行するための出欠管理 横浜商科大学 115
・進捗状況把握支援システム 立川　丈夫

＊早稲田大学　長崎     等
15:10～15:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
15:20～15:50 ＩＴとＩＳの「暗黙信仰性」に関する研究 産能大学 119

＊明治大学  山下  洋史 石原　辰雄
15:50～16:20 リサイクルにおけるコスト評価の二面性 産能大学 123

＊東京大学　木全     晃 勝田　　悟
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【５月１３日（日）】受付開始9:30
　　　　　　　　　　（ Ｃ 会 場 ）

　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
10:00～10:30 一次偏差を用いた寄与率による主成分分析 東京経済大学 129

＊東海大学　高橋     進 若尾　良男
早稲田大学　尾関     守

10:30～11:00 ファジィ数の四則演算に関する一提案 東京経済大学 133
＊産能大学　石原  辰雄 若尾　良男

11:00～11:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
11:10～11:40 ラグランジュ・ヒューリスティック法に基づく 共栄大学 137

階層型集線装置配置問題の解法　　    　＊東海大学　森山  弘海 清水　静江
  東海大学　久保  雅利
  東海大学　羽田  隆男

11:40～12:10 ネットワークを活用したビジネス・ゲームの開発 共栄大学 141
＊産能大学　小柴  達美 清水　静江

産能大学　斎藤     文
産能大学　長岡     健

12:10～13:00 　　　　　　　　　　昼　　　食
13:00～13:30

13:30～14:00

14:00～14:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:10～14:40 ハロー効果の想定によるリスク評価の寛大化傾向 朝日大学 145

＊東京三菱銀行　上原     衛 大井　正浩
明治大学　山下　洋史

14:40～15:10 オペレーショナルリスクにおける「第三のリスク」の存在 朝日大学 149
＊東京三菱銀行　上原     衛 大井　正浩

15:10～15:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
15:20～15:40 リアクティブシステムにおけるシナリオとGUIの 豊橋創造大学 153

検証ツールの研究      　　　　　　            東海大学　奥井  宏治 鈴田伊知郎
   ＊東海大学　小林     洋 　

15:40～16:00 債券を考慮したポートフォリオの構築  ＊東海大学　成田     徹 豊橋創造大学 157
 東海大学　松丸  正延 鈴田伊知郎

【５月１３日（日）】受付開始9:30
　　　　　　　　　　（ Ｄ 会 場  午 前 の 部）

　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
10:00～10:20 ティーム・ティーチングに関するイノベーション・フレームワーク 流通科学大学 163

＊明治大学　仲     俊介 古賀　広志
明治大学　山下  洋史

10:20～10:40 クロス・カリキュラムに関するマトリックス組織拡張モデル 流通科学大学 167
　＊明治大学　仲　　　俊介 古賀　広志

明治大学　山下  洋史
10:40～11:00 消費者の環境意識・行動を考慮した選好構造分析 流通科学大学 171

　　＊早稲田大学　阿部純一郎 古賀　広志
早稲田大学　田畑  智章
早稲田大学　大野  高裕

11:00～11:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
11:10～11:30 戦略情報システム構築の際の意思決定基準に関する研究 早稲田大学 175

＊千葉工業大学　柿木     健 根来  龍之
千葉工業大学　西尾  雅年

11:30～11:50 ＩＴガバナンスがＥＤＩへ及ぼす影響と効果 早稲田大学 179
―情報化戦略パターンの視点から― 根来  龍之

＊関西大学　竹田     司
関西大学　水口  将吾
関西大学　泉井     力
関西大学　宮下  文彬

11:50～12:10 ＩＳＯ形骸化とＴＱＭによる再構築 早稲田大学 183
＊関西大学　熊本     司 根来  龍之

関西大学　泉井     力
関西大学　宮下  文彬
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　　　　　　　　　　（ Ｄ 会 場  午 後 の 部 ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
12:10～13:00 　　　　　　　　　　昼　　　食
13:00～13:20 モチベーション理論からみたネットワーク組織の有効性の検討 東京都立短期大学 187

＊関西大学　水口　 将吾 　中西     晶
関西大学　竹田     司
関西大学　泉井     力
関西大学　宮下  文彬

13:20～13:40 組織における問題探索エネルギーに関する研究 東京都立短期大学 191
　＊三井住友カード（株）　赤城  健一 　中西     晶

明治大学　澤田     段
明治大学  山下  洋史

13:40～14:00 組織における高－低エントロピーの循環モデル 東京都立短期大学 195
＊明治大学　澤田     段 　中西     晶

明治大学  山下  洋史
14:00～14:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:10～14:30 デフォルトリスクを考慮した金利スワップの評価 産能大学 199

＊早稲田大学　中西  秀行 鈴木 博夫
早稲田大学　田畑  智章
早稲田大学　大野  高裕

14:30～14:50 リアルオプションを用いた持株会社制の評価に関する研究　 産能大学 203
＊朝日監査法人　渡邊     崇 鈴木 博夫

早稲田大学　田畑  智章
早稲田大学　大野  高裕

14:50～15:10 勃興期のｅマーケットプレイスへの提言―対象資材と製品特徴の 産能大学 207
違いによるｅマーケットプレイスの必要提供機能 鈴木 博夫

　＊（株）ビー・リンク　大野  富彦
早稲田大学　根来  龍之

15:10～15:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
15:20～15:40 環境税導入時における企業行動に関する研究 流通経済大学 211

＊早稲田大学　植田  裕士 関　　宏幸
早稲田大学　大野  高裕
早稲田大学　田畑  智章

15:40～16:00 「勝ち組」・「負け組」に関する研究 流通経済大学 215
＊早稲田大学　後藤　　允 関　　宏幸
早稲田大学　菅野 良太郎

早稲田大学　田畑  智章
早稲田大学　大野  高裕

16:00～16:20 インターネットマーケティングに関する研究 流通経済大学 219
＊早稲田大学　藤本　智俊 関　　宏幸

早稲田大学　金　　 建河
早稲田大学　田畑  智章
早稲田大学　大野  高裕
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