
　　　　　第30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15年５月17日（土）、18日（日）　会　場：拓殖大学　文京キャンパス ）
　　　　　　　 　統一論題「経営システムとインテリジェンス―グローバルＩＣＴ時代をふまえて―」

【５月17日（土）】受付開始9:30
（ 午 前 の 部 ）

時　　間
10:00～10:15  評議員会：　会　場（Ｄ館6Ｆ　第4会議室） 
10:20～11:20  会員総会：　Ａ会場（Ｓ館4Ｆ　401号室）
11:25～12:00  理 事 会：　会　場（Ｄ館6Ｆ　第2会議室）

（ 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 基調講演：グローバルＩＣＴ時代の経営システム 流通経済大学
　　　　　　－トヨタグループの取り組み－ 西川　智登

（株）トヨタデジタルクルーズ 取締役相談役 戸田　雅章
14:10～14:20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　　　憩
14:20～15:00 特別講演：モバイル・ビジネス戦略とモバイル経営システム 拓殖大学

　　　　　　－グローバルＩＣＴ時代を踏まえて－ 高橋　敏夫
東京理科大学大学院経営学研究科 教授　東邦　仁虎

15:00～15:40 統一論題：グローバルＩＣＴ時代に求められるビジネスモデル 拓殖大学
明治大学　林　　　誠 高橋　敏夫

15:40～15:50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　　　憩

 （ Ａ 会 場 午 後 の 部 ）
時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:50～16:20 統一論題：グローバルＩＣＴへの変遷 摂南大学
　　　　－モバイルからユビキタスコンピューティングに向けて－ 島田　達巳

拓殖大学　松岡　公二
16:20～16:50 Webアンケートによる遠隔教育コンテンツの改善研究 摂南大学

＊大阪工業大学　下左近多喜男 島田　達巳
甲子園大学　　竹本健太郎

16:50～17:20 組織内知識のフローとストック 摂南大学
島田　達巳

＊北陸先端科学技術大学院大学　犬塚 　篤
17:30～19:00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

15:50～16:20 ホフステッドのフレームワークの再検討 都立科学技術大学
＊香川大学　ロン・リム 中西　　晶

香川大学　板倉　宏昭
16:20～16:50 日本企業におけるＴＭＴ構成と組織パフォーマンスの関係： 都立科学技術大学

社長－メンバー間異質性の変化に注目した比較ケーススタディ 中西　　晶
＊北海学園大学　佐藤　大輔

16:50～17:20 コンベンション概念の展開 都立科学技術大学
＊道都大学　藤原　榮喜 中西　　晶

17:30～19:00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

（ Ｃ 会 場 午 後 の 部 ）
時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:50～16:20 ジョブ・インターンシップにおける「相互準アウトソーシングの二面性」 北海学園大学
＊山梨学院大学　金子　勝一 石田　修一

人事院　渡邊　直一
明治大学　山下　洋史

16:20～16:50 「タッキング・マネジメント」に関する研究 北海学園大学
＊明治大学　山下　洋史 石田　修一

東海大学　松丸　正延
16:50～17:20 「柔らかいSCM」の概念 北海学園大学

＊東海大学　松丸　正延 石田　修一
明治大学　山下　洋史

17:30～19:00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会



【５月17日（土）】
（　Ｄ 会 場 午 後 の 部 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁
15:50～16:10 日経２２５におけるカオス性の検証と予測 松本大学

＊東海大学　藤野　健治 林　　昌孝
東海大学　松丸　正延

16:10～16:30 店舗位置設定と消費者行動モデルの研究 松本大学
＊東海大学　木村　正宏 林　　昌孝

東海大学　松丸　正延
16:30～16:50 因果グラフを適用した組織における知識創造とITの寄与について 松本大学

＊関西大学　佐藤　栄俊 林　　昌孝
関西大学　宮下　文彬
関西大学　泉井　　力

16:50～17:10 ITガバナンスがCRMへ及ぼす効果－情報化戦略パターンを通して－ 松本大学
＊関西大学　岡田　正樹 林　　昌孝

関西大学　泉井　　力
関西大学　宮下　文彬

17:30～19:00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

【５月１8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 ITアウトソーシング採用の意図と経営戦略の関連性について 東京経済大学

＊台湾義守大学　呉　　有龍 安藤　明之
台湾義守大学　林　　楊育
台湾義守大学　林　　英玲

10:30～11:00 P2Mによる学生主導型DOA教育プロジェクトの実践 東京経済大学
＊千葉工業大学　細川晋太郎 安藤　明之

千葉工業大学　西尾　雅年
千葉工業大学　竹本　篤郎

11:00～11:10 休　　　憩
11:10～11:40 ビジネスデザイン研究部会報告－Excel機能を活用したデザイン支援－ 横浜商科大学

＊大阪工業大学　能勢　豊一 立川　丈夫
大阪工業大学　西田　正明
大阪工業大学　中島　健一
大阪工業大学　椎原　正次

摂南大学　栗山仙之助
神戸学院大学　塩出　省吾

11:40～12:10 トレーサビリティを考慮した経営情報システムに関する研究 横浜商科大学
＊大阪工業大学　能勢　豊一 立川　丈夫

大阪工業大学　中島　健一
大阪工業大学　椎原　正次
大阪工業大学　藤田　弘典

摂南大学　栗山仙之助
12:10～13:00 昼　　　食
13:00～13:30 アウトソーシングと付加価値利益率の間の曲線パラメータの推定モデル 流通経済大学

＊明治大学　山下　洋史 関　宏幸
13:30～14:00 愛知県のITベンチャー企業において輸送機器産業集積内の取引関係 流通経済大学

と競争優位の関係性についての研究 関　宏幸
＊名古屋工業大学　山口　陽子

名古屋工業大学　堀越　哲美
14:00～14:10 休　　　憩
14:10～14:40 利他的行動研究－そのメカニズムと組織論的展開－ 日本大学

＊神戸大学　奥井　秀樹 小田部　明
14:40～15:10 SEのキャリアアップと経営戦略 日本大学

＊テクノバンク（株）　豊谷　　純 小田部　明
日本大学　渡邊　昭廣

15:10～15:20 休　　　憩
15:20～15:50 特許法102条における個別固定費の取扱い 駿河台大学

＊愛知工業大学　岡崎　一浩 橋本　義一
15:50～16:20 特許法102条と計算鑑定人制度の動向 駿河台大学

＊愛知工業大学　岡崎　一浩 橋本　義一



【５月１8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 組織における知識と情報の共有モデル 流通経済大学

＊明治大学　山下  洋史 内桶　誠二
10:30～11:00 情報技術革新と経営システムの変化 流通経済大学

＊流通経済大学　西川　智登 内桶　誠二
11:00～11:10 休　　　憩
11:10～11:40 Global e-SCMにおける「ネガティブ・ベンチマーキング」 神奈川大学

＊キャプラン(株) 後藤　智之 穂積　和子
明治大学　山下　洋史

11:40～12:10 ネガティブ・ベンチマーキングと「第三のリスク」 神奈川大学
＊愛知淑徳大学　上原　　衛 穂積　和子

キャプラン　後藤　智之
明治大学　山下　洋史

12:10～13:00 昼　　　食
13:00～13:30 インターナル・コントロールから「インターナル・マネジメント」へ 流通経済大学

－内部統制におけるコントロールとサポートの共存－ 蜂谷　　博
＊愛知淑徳大学　上原　　衛

13:30～14:00 e-SCMにおける個客満足と個客活性化 流通経済大学
＊明治大学　永倉　淳市 蜂谷　　博

明治大学　山下　洋史
山梨学院大学　金子　勝一

14:00～14:10 休　　　憩
14:10～14:40 e-SCMにおけるユーザー・イノベーション・フレームワーク 関西大学

＊明治大学　林　　　誠 古賀　広志
明治大学　山下　洋史

山梨学院大学　金子　勝一
14:40～15:10 Global e-SCMにおけるグローバル化と情報化のシナジー 関西大学

とジレンマ　　　　　　　　 　　＊三菱総合研究所　為本　吉彦 古賀　広志
山梨学院大学　金子　勝一

明治大学　山下　洋史
明治大学　永倉　淳市

15:10～15:20 休　　　憩
15:20～15:50 インターナル・マネジメントにおける高－低エントロピー 朝日大学

の両立フレームワーク 大井　正浩
＊愛知淑徳大学　上原　　衛

15:50～16:20 低エントロピー源としての経営倫理と「第三のリスク」 朝日大学
＊愛知淑徳大学　上原　　衛 大井　正浩

明治大学　山下　洋史

【５月１8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 自治体のウエブサイトにおける現状の分析と運営・設計に関する提案 産能大学

＊摂南大学　久保　貞也 原田　雅顕
摂南大学　島田　達巳
摂南大学　栗山仙之助

10:30～11:00 ロット分割と遺伝アルゴリズムによるスケジューリングに関する研究 産能大学
＊大阪工業大学　椎原　正次 原田　雅顕

摂南大学　栗山仙之助
大阪工業大学　能勢　豊一

11:00～11:10 休　　　憩
11:10～11:40 カオス時系列データの予測における再構成とＧＡ-ニューロシステムの 千葉工業大学

適用に関する考察 小野修一郎
＊豊橋創造大学　今井　正文

11:40～12:10 施設規模を考慮したシュタッケルベルグ均衡配置問題 千葉工業大学
＊神戸学院大学　塩出　省吾 小野修一郎

12:10～13:00 昼　　　食
13:00～13:30 ハマラノビス距離による判別の幾何学的研究 東京経済大学

＊東海大学　高橋　　進 若尾　良男
13:30～14:00 部品取り替えによる直列システム信頼度向上について 東京経済大学

＊大阪工業大学　一森　哲男 若尾　良男



14:00～14:10 休　　　憩
14:10～14:40 二項・切断正規分布に準拠する回帰変換・発注量比率補正型 東海大学

在庫モデルの提案  ＊東京都立科学技術大学　村瀬康比古 森山　弘海
東京都立科学技術大学　増田　士朗
東京都立科学技術大学　福田　収一

14:40～15:10 量基準安全係数による回帰変換・発注量比率補正型在庫モデルの提案 東海大学
＊東京都立科学技術大学　村瀬康比古 森山　弘海

東京都立科学技術大学　増田　士朗
東京都立科学技術大学　福田　収一

15:10～15:20 休　　　憩
15:20～15:50 ファジィ反応パターン行列を対象とした数量化理論３類法の活用 東海大学

＊産能大学　石原　辰雄 羽田　隆男
15:50～16:20 フローとストックを用いた経営指標の再記述と次元整合に関する検討 東海大学

＊日産自動車　三浦　吉孝 羽田　隆男

【５月１8日（日）】受付開始9:30
（ Ｄ 会 場   ）

　時　　間 テーマおよび発表者 　司　会　者 頁
10:00～10:20 株式公開買付における買収プレミアムの算出モデル 流通経済大学

＊早稲田大学　伊藤　博志 小野﨑　恒夫
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

10:20～10:40 新株予約権を用いた企業買収の評価に関する研究 流通経済大学
＊早稲田大学　厨　健太郎 小野﨑　恒夫

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 遺族割戻を考慮したリバース・モーゲージ制度に関する研究 流通経済大学

＊早稲田大学　小野塚康爾 小野﨑　恒夫
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

11:00～11:10 休　　　憩
11:10～11:30 店舗規模を考慮した最適立地モデル 早稲田大学

＊早稲田大学　丸山　貴浩 常田　　稔
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

11:30～11:50 環境リスク対応のマネジメント 早稲田大学
＊東京情報大学　嶋村　幸仁 常田　　稔

東京情報大学　岡本　眞一
11:50～12:10 カオス時系列データの予測におけるニューロの適用に関する考察 早稲田大学

＊豊橋創造大学　衣輪　和洋 常田　　稔
豊橋創造大学　今井　正文

12:10～13:00 昼　　　食
13:00～13:30 キャリア初期段階の自発的離職行動 産業能率大学

＊神戸大学　小川　憲彦 腰塚　弘久
13:30～14:00 地方自治体における情報共有化に関する諸問題 産業能率大学

＊自治体情報研究所　廣田伝次郎 腰塚　弘久
14:00～14:10 休　　　憩
14:10～14:30 コンジョイント分析によるソフトドリンクの新製品計画 愛知学泉大学

＊愛知工業大学　宇佐美貴史 鈴木　麻美
愛知工業大学　寺本　和幸

14:30～14:50 ハーニタモデルによる選好要因の層別化 愛知学泉大学
＊愛知工業大学　宇佐美貴史 鈴木　麻美

愛知工業大学　寺本　和幸
14:50～15:10 中国市場におけるソフトドリンクのイメージ調査 愛知学泉大学

＊愛知工業大学　下村　大介 鈴木　麻美
愛知工業大学　寺本　和幸

15:10～15:20 休　　　憩
15:20～15:40 総合的学習における高-低エントロピー・フレームワーク 東京大学

＊早稲田大学　仲　　俊介 木全　　晃



明治大学　山下　洋史


