
　　　　　第28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14年５月11日（土）、12日（日）　会　場：横浜商科大学 つるみキャンパス ）

統一論題「経営システムのパラダイムシフト―共生と循環型社会を求めて―」
主　催：日本経営システム学会
後　援：横浜市、横浜商工会議所、神奈川新聞社

【５月11日（土）】受付開始9:30
（ 午 前 の 部 ）

時　　間
10:00～10:15  評議員会：　会場（１号館２Ｆ１２２教室）
10:20～11:20  会員総会：　Ａ会場
11:25～12:00  理 事 会：　会場（１号館２Ｆ１２２教室）

（ 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 摂南大学
経営システム改革の実践　―ピップトウキョウの挑戦― 島田　達巳

ピップトウキョウ(株)　常務取締役　中地　中
14:10～14:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:20～15:20 特別講演 流通経済大学

社会システムとしての企業 西川　智登
横浜商科大学　学長　宮原　義友

15:20～15:30 　　　　　　　　　　休　　　憩
15:30～16:00 基調講演 大阪工業大学

ｅ-Ｊａｐａｎ戦略としての電子政府システム―スウエーデンとの比較 能勢　豊一
摂南大学　島田　達巳

16:00～16:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
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 中小企業におけるＢtoBの対応に関する研究 早稲田大学
＊関東学院大学　花岡　菖 根来　龍之

16:40～17:10 鉄鋼業におけるBtoBの進展にともなう人事労務管理の変化 東京経営短期大学
＊エヌケーケープラント建設（株）　井上　靖之 木暮　　仁

（ 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 デイサービスの顧客満足度に関する因果モデル 千葉工業大学
―共分散構造分析による構造化― 太田　　勉

＊東京情報大学　宮城　好郎
 東京情報大学　岡本　眞一

16:40～17:10 ベンチャービジネスのためのビジネス・デザイン 日本大学
＊大阪工業大学　能勢　豊一 小田部　明

大阪工業大学　椎原　正次
大阪工業大学　中島　健一

摂南大学　栗山仙之助

（　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 ｅマーケットプレイスの役割とＡＳＰ、Ｗｅｂサービスの活用 拓殖大学
＊横浜市立大学　柳田　義継 高橋　敏夫

16:30～16:50 ライン優位組織における二重構造に関する研究 拓殖大学
＊明治大学　永倉　淳市 松岡　公二

   明治大学　山下　洋史
16:50～17:10 学級経営における二段階の管理―支援モデル 都立科学技術大学

＊早稲田大学　仲　　俊介 中西　　晶
明治大学　山下　洋史
東海大学　松丸　正延



【５月１2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 ＷＷＷアライアンスに関する研究 北海学園大学

＊明治大学　山下　洋史 石田　修一

10:30～11:00 ＩＴ，ＩＳの「暗黙信仰性」と米国追従志向 桃山学院大学
＊明治大学 山下　洋史 佐々木　宏

   東京三菱銀行 上原　　衛
11:00～11:10 休　　　憩
11:10～11:40 組織参加者のファジィ集合における顧客分類フレームワーク 豊橋創造大学

＊明治大学　山下　洋史 今井　正文

11:40～12:10 非適性配置と活性人モデル　 　　　　　　　　＊人事院　渡邉　直一 成城大学
明治大学　澤田　　段 岩崎　尚人
明治大学　山下　洋史

12:10～13:00 昼　　　食
13:00～13:30 ｅ-ナレッジチェーン・マネジメント  　　　　＊明治大学　林　　　誠 大阪工業大学

（e-KCM）に関する研究　　　　　　　　明治大学　山下　洋史 下左近多喜男
山梨学院大学　金子　勝一

13:30～14:00 組織の動機づけ要因と衛生要因 大阪工業大学
＊山梨学院大学　金子　勝一 下左近多喜男

明治大学　山下　洋史
東京三菱銀行　上原　　衛

14:00～14:10 休　　　憩
14:10～14:40 e-businessにおける「第三のリスク」 朝日大学

＊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 情報社会における「第三のリスク」のカタストロフィー・モデルマネックス証券
＊東京三菱銀行　上原　　衛 南波　幸雄

明治大学　山下　洋史

【５月１2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 企業のマーケティング環境調査へのFCR法の適用 新日鉄ソリューションズ

＊愛知工業大学　小田　哲久 川幡　公章
愛知工業大学　寺本　和幸
愛知工業大学　野村　重信

10:30～11:00 戦略的人的資源管理―日本企業の現状と課題 新日鉄ソリューションズ

＊（学）産業能率大学　腰塚　弘久 川幡　公章

11:00～11:10 休　　　憩
11:10～11:40 ＢtoBにおける情報システム評価に関する研究 東海大学

＊湘南国際女子短期大学　横溝　一浩 高橋　進

11:40～12:10 ポスト情報社会研究の視点 横浜市立大学
＊浜松大学　小沢　行正 野々山　隆幸

12:10～13:00 昼　　　食
13:00～13:30 初心者用ビジネスゲームの開発と活用 東海短期大学

＊横浜市立大学　野々山　隆幸 内田　直仁

13:30～14:00 会計情報システムの形成： 明治学院大学
ベンチャー投資家とベンチャー企業の関係-相互関係アプローチ 神田　　良

＊北海道大学　S.N.JEHAN
14:00～14:10 休　　　憩
14:10～14:40 簿記会計のビジュアル化 麗澤大学

＊愛知工業大学　岡崎　一浩 倍　　和博

14:40～15:10 政策金融のグラントエレメントに関する一考察 東海大学
―企業、産業、地域中心― 松丸　正延

＊日本大学 亀谷　祥治



【５月１2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 テレワークの組織的導入 神奈川大学

―ステップとしての模擬テレワークに関する研究― 穂積　和子
＊東京工業大学　佐堀　大輔

10:30～11:00 情報収集の容易性に着目した自治体のホームページに関する研究 産能大学
＊摂南大学　久保　貞也 石原　辰雄

   摂南大学　栗山仙之助
11:00～11:10 休　　　憩
11:10～11:40 中小企業グループのネットワーキングを促進する 大阪工業大学

電子コミュニケーション 椎原　正次
＊学習院大学　伊東　俊彦

11:40～12:10 電子商取引に対する課税 静岡理工科大学
―デジタルプロダクト・ダウンロードへの課税― 渡辺　俊幸

＊駿台電子情報専門学校　佐藤　充紀
駿河台大学　橋本　義一

12:10～13:00 昼　　　食
13:00～13:30 エクセルの映画館座席シミュレーションと 関西大学

古文書空間データベースへの応用 宮下　文彬
＊駿河台大学　塩沢　哲時

   駿河台大学　岡部　建次
13:30～14:00 新しい情報技術を活用した小さな教務システムの作成 豊橋創造大学

＊駿河台大学　岡部　建次 石田　宏之
駿河台大学　塩沢　哲時

14:00～14:10 休　　　憩
14:10～14:40 顧客サービス品質のアンケート調査についての研究 東海大学

＊東京情報大学　菱木　近義 山田智恵子
東京情報大学　岡本　眞一

14:40～15:10 製品のライフサイクルを考慮したプロダクトミックスの効率評価 東海大学
＊大阪工業大学　松本　和史 山田智恵子

大阪工業大学　中島　健一
大阪工業大学　能勢　豊一

【５月１2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 環境対応の評価モデルに関する研究 東京大学

＊早稲田大学　林　　哲也 木全　　晃
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

10:20～10:40 医療サービスにおける満足度と口コミの関係に関する研究 神奈川大学
＊早稲田大学　矢野　友絵 行川一郎

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

10:40～11:00 確定拠出年金における運用商品選択アドバイスシステムの構築 神奈川大学
＊早稲田大学　星野　　聡 行川一郎

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



（ Ｄ 会 場  午 前 の 部）
　時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁
11:10～11:30 環境対応に対する評価モデル 摂南大学

＊早稲田大学　山下　綾子 中桐　大壽
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

11:30～11:50 家電リサイクル法下におけるリサイクルシミュレーション 摂南大学
＊早稲田大学　杉山　昌子 中桐　大壽

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

11:50～12:10 動的な広告戦略に関する研究 山梨学院大学
＊早稲田大学　岡部　信也 三浦　康彦

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

（ 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 ポートフォリオを用いた投資分析 中央学院大学

＊東海大学　兪　　　勒 河野　一郎
東海大学　松丸　正延

13:20～13:40 動態的ポートフォリオ 日本大学
＊東海大学　陳　　雪珍 村田光一

東海大学　松丸　正延
13:40～14:00 時間概念を考慮した新規出店地評価モデル 日本大学

＊早稲田大学　石黒　伯和 村田光一
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

14:00～14:10 休　　　憩
14:10～14:30 環境対応効果を考慮した企業のプライシングモデル 東海大学

＊早稲田大学　菅野良太郎 野村　弘光
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

14:30～14:50 キャラクター商品の新商品開発に関する研究 道都大学
＊早稲田大学　高橋　寿崇 藤原栄喜

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

14:50～15:10










