
　　第２９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：14年11月23日（土・祝）、24日（日）　会　場：関西大学　100周年記念会館 ）

　　　　　 　　統一論題「循環型社会における経営システムの役割」

【１１月２３日（土）】受付開始１２：３０
　時　　間
12:00～12:40  理 事 会：第１特別会議室

    　　　　　　　　　　　   （ Ａ 会 場 ）
　時　　間 テーマおよび講演者・発表者 　司　会　者 頁
12:50～13:00 実行委員長挨拶

会長挨拶
13:00～14:00 特別講演：『企業は、なぜ「環境」を意識すべきか 大阪工業大学

　　　　　　－ジャーナリズムの視点から－』 能勢　豊一 11
朝日新聞社 本社　科学医療部長　尾 関  章

14:00～14:30 統一論題：環境調和型社会の構築 流通経済大学
東京情報大学　岡本　眞一 西川　智登 17

14:30～14:40 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:40～15:10 リスクの連鎖を管理する 流通経済大学

＊朝日大学 大井　正浩 関　　宏幸 23
15:10～15:40 経営システムと知的ロボットの活用 流通経済大学

＊大阪工業大学　下左近多喜男 関　　宏幸 27
甲子園短期大学　竹本賢太郎

15:40～16:10 中部地区における情報関連産業のコア・コンピタンス 早稲田大学
＊名古屋工業大学　山口　陽子 尾関　　守 31

16:10～16:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
16:20～16:50 鶏孵化場への製造業の近代的生産管理手法導入の研究 大阪工業大学

＊駿河台大学　岡部　建次 椎原　正次 35
駿河台大学　塩沢　哲時
駿河台大学　井上　貴司
駿河台大学　福田　拓也
駿河台大学　吉田　英臣

16:50～17:20 製薬企業における研究者のジレンマに関する考察 北海学園大学
　＊北陸先端科学技術大学院大学 向井　高広 石田　修一 39

17:30～ 　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

   　　　　　　　　　　　    （ Ｂ 会 場 ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
14:40～17:20 特別セッション 大阪工業大学

能勢　豊一
Global e-SCMにおける情報・知識・行動

＊明治大学　山下　洋史 45

知識と情報に関する概念フレームワーク
＊明治大学　山下　洋史 47

TOCに関する低エントロピー源フレームワーク
＊明治大学　山下　洋史 51

　
SCMにおける生産性と評価

＊東海大学　松丸　正延 55
明治大学　山下　洋史

SCMにおける合意形成の脆弱性に関する研究
＊東海大学　松丸　正延 59

明治大学　山下　洋史

ガバナンスチェーン・マネジメント（GCM）に関する研究
＊人事院　渡邊　直一 63
明治大学　山下　洋史



【１１月２３日（土）】

    　　　　　　　　　　  　 （ Ｃ 会 場 ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
14:40～15:10 耐久性部品に関する設計寿命の決定法 愛知工業大学

＊龍谷大学　今野　　勤 寺本　和幸 69
　大阪大学　石井　博昭

15:10～15:40 非線形損益分岐点分析に関する考察 駿河台大学
＊流通経済大学　西川　智登 橋本　義一 73

流通経済大学　小野崎恒夫
共栄大学　清水　静江

　豊橋創造大学　今井　正文
15:40～16:10 施設の勧誘力と距離感を考慮した競合施設配置問題 大阪工業大学

＊神戸芸術工科大学　大角　盛広 住吉　和司 77
神戸学院大学　塩出　省吾

16:10～16:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
16:20～16:50 業務プロセスのインターネット統合を 東海大学

　支援する経営情報システム 高橋　　進 81
＊同志社大学　北村　　浩

16:50～17:20 新製品開発におけるコラボレーション 東海大学
　のシミュレーション分析 高橋　　進 85

＊愛知学院大学　武藤　明則

  　　　    　　　　　　　　 （　Ｄ 会 場  ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
14:50～15:10 組織における知識創造とITの寄与についての考察 愛知工業大学

　　　＊関西大学　佐藤　栄俊 小田　哲久 91
関西大学　貝本　浩章
関西大学　宮下　文彬
関西大学　泉井　　力

15:10～15:30 教育機関マーケティングにおけるハフモデル適用に関する研究 愛知工業大学
＊十文字学園女子大学　栗原　隆史 小田　哲久 95

東京情報大学　岡本　眞一
15:30～15:50 環境リスクに対する選択と危機 愛知工業大学

＊東京情報大学　嶋村　幸仁 小田　哲久 99
東京情報大学　岡本　眞一

15:50～16:10 VRMLによる生産システムのプロトタイピング開発手法 愛知工業大学
＊東海大学　西岡　幸英 小田　哲久 103

東海大学　小林　　洋
16:10～16:20 　　　　　　　　　　休　　　憩
16:20～16:40 製品ライフサイクルを考慮したDEAによる効率評価 東京三菱銀行

　＊大阪工業大学　松本　和史 上原　　衛 107
大阪工業大学　中島　健一
大阪工業大学　能勢　豊一

16:40～17:00 MRPを用いた循環型生産システムの設計 東京三菱銀行
＊大阪工業大学　足立　　章 上原　　衛 111

大阪工業大学　有光　大幸
大阪工業大学　中島　健一
大阪工業大学　能勢　豊一

17:00～17:20 ビジネス分野における創造事例の体系化に関する研究 東京三菱銀行
　千葉工業大学　河本　篤思 上原　　衛 115

千葉工業大学　菅谷　和博
＊千葉工業大学　鈴木　美香

千葉工業大学　大田　　勉
千葉工業大学　小野修一郎



【１１月２４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 戦略的経営分析に資する企業情報の開示 横浜商科大学

＊大阪工業大学　上﨑　智旦 立川　丈夫 121
10:30～11:00 Cross Industry Management Ownership Patterns in Mothers 横浜商科大学

 Stock Exchange Market and Underpricing of IPOs 立川　丈夫 125
*Hokkaido University   S.N.Jehan

Hokkaido University  B.Kirkulak

11:00～11:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
11:10～11:40 基調講演：社会的品質管理の提言 明治大学

関西大学 工学部 システムマネジメント工学科 教授　森　　健一 山下　洋史 131
11:40～12:10 統一論題：地球温暖化問題と政策 早稲田大学

＊摂南大学　金井　謙二 大野　髙裕 137
12:10～13:00 　　　　　　　　　　昼　　　食
13:00～13:30 BtoB型組織間関係とITマネジメント 千葉工業大学

－卸売業者を中心とするサプライチェーンの日米比較－ 佐野　利男 141
＊桃山学院大学 佐々木　宏

13:30～14:00 インターネット・コマースによる企業価値創造の戦略 共栄大学
＊北海道大学　内田　純一 長崎　　等 145

14:00～14:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:10～14:40 自治体経営における情報共有化と行政文書管理システム 摂南大学

＊(株)自治体情報研究所　廣田伝次郎 島田　達己 149

　　　　　        　　　　　（ Ｂ 会 場 ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
10:00～11:00 特別セッション 明治大学

山下　洋史
e-SCMにおける「BtoB&Co」と「BtoCu」フレームワーク

＊山梨学院大学　金子　勝一 155
明治大学　山下　洋史

WWWアライアンスとGlobal e-SCM

＊山梨学院大学　金子　勝一 159
　東海大学　松丸　正延

明治大学　山下　洋史
12:10～13:00 　　　　　　　　　　昼　　　食
13:00～14:40 特別セッション 明治大学

山下　洋史
Global e-KCMに関する研究

＊明治大学　林　　　誠 163
明治大学　山下　洋史

情報社会における顧客分類フレームワークと行動オプション
＊東京三菱銀行　上原　　衛 167

明治大学　山下　洋史

ロット生産方式におけるTOCのジレンマ・モデル
＊明治大学　山下　洋史 171



【１１月２４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 「みずすまし」作業者を導入した生産システムの 拓殖大学

　作業条件の最適化に関する研究 松岡　公二 177
＊名古屋大学　野村　淳一

10:30～11:00 知識ベース戦略の課題 明治大学
＊流通科学大学　古賀　広志 林　　　誠 181

12:10～13:00 　　　　　　　　　　昼　　　食
13:00～13:30 B2Cマーケティングにおけるモバイル・インターネットの可能性 神戸学院大学

＊長崎総合科学大学 大﨑　孝徳 塩出　省吾 185
13:30～14:00 わが国の小中高校における情報教育の進展と課題 神戸学院大学

＊横浜市立大学　野々山隆幸 塩出　省吾 189
14:00～14:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:10～14:30 発表中止

14:30～14:50 顧客知獲得に関する実証的研究 名古屋大学
＊北陸先端科学技術大学院大学　犬塚　　篤 高桑 宗右ヱ門 193

北陸先端科学技術大学院大学　中森　義輝

　　　　　        　　　　　（ Ｄ 会 場 ）
　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
10:00～10:20 ＩＴガバナンスがＳＣＭに及ぼす影響と効果 産能大学

＊関西大学　青木　　誠 原田　雅顕 199
　関西大学　泉井　　力
　関西大学　宮下　文彬

10:20～10:40 純粋ジャンプ過程を用いた不動産スワップの評価 産能大学
　　＊早稲田大学　栗原　広明 原田　雅顕 203

早稲田大学　金　　建河
東京富士大学　田畑　智章

早稲田大学　大野　髙裕
10:40～11:00 長期的・短期的リスクを考慮した融資判断モデル 産能大学

 ＊早稲田大学　山崎　雄也 原田　雅顕 207
早稲田大学　後藤　　允

東京富士大学　田畑　智章
早稲田大学　大野　髙裕

12:10～13:00 　　　　　　　　　　昼　　　食
13:00～13:20 新薬開発プロジェクトの証券化 豊橋創造大学

　　　＊早稲田大学　小林　正憲 鈴田 伊知郎 211
早稲田大学　金　　建河

東京富士大学　田畑　智章
早稲田大学　大野　髙裕

13:20～13:40 Downgrade Protection 評価モデルの構築 豊橋創造大学
　　＊早稲田大学　清水　俊明 鈴田 伊知郎 215

早稲田大学　金　　建河
東京富士大学　田畑　智章

早稲田大学　大野　髙裕
13:40～14:00 価格関与尺度開発に関する研究 豊橋創造大学

＊早稲田大学　葦原  一正 鈴田 伊知郎 219
早稲田大学　金　　建河

東京富士大学　田畑　智章
早稲田大学　大野　髙裕

14:00～14:10 　　　　　　　　　　休　　　憩
14:10～14:30 医療機関におけるマーケティングに関する研究 山梨学院大学

　＊早稲田大学　藤本　智俊 金子　勝一 223
早稲田大学　FAJAR RAHMAT

早稲田大学　金　　建河
早稲田大学　大野　髙裕

14:30～14:50 ブランド拡張に関する研究　　　　　　＊早稲田大学　国重　哲平山梨学院大学
早稲田大学　金　　建河 金子　勝一 227

東京富士大学　田畑　智章
早稲田大学　大野　髙裕
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