
　　　　　第３１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：15年11月22日（土）、23日（日）　会　場：豊橋創造大学 ）

統一論題「経営システムとグローバリゼーション　－創造的システムと成熟社会－」

【11月22日（土）】受付開始12:00

　時　　間

11:40～12:20  理 事 会：図書館3F会議室

    　　　　　　　　　　　   （ Ｅ 会 場 ）

時　　間 テーマおよび講演者・発表者 司　会　者 頁

12:30～12:50 会員総会

13:00～13:10 実行委員長挨拶

会長挨拶

13:10～14:10 基調講演 拓殖大学

グローバル競争とスタンダード 高橋　敏夫

早稲田大学　山田　英夫

14:10～14:20 　　　　　　　　　　休　　　憩

14:20～15:20 特別講演 摂南大学

技術変革に伴う企業形態のモデル化の方向-その俯瞰的側面から- 島田　達巳

流通経済大学　西川　智登

15:20～15:30 　　　　　　　　　　休　　　憩

15:30～16:00 統一論題：企業群間競争におけるWWW 大阪工業大学

アライアンスとタッキング・マネジメント 能勢　豊一

＊山梨学院大学　金子　勝一

明治大学　山下　洋史

東海大学　松丸　正延

16：00～16:30 タッキング･マネジメントと柔らかいSCM 大阪工業大学

＊明治大学　山下　洋史 能勢　豊一

東海大学　松丸　正延

日本大学　小田部　明

16:30～17:00 タッキングSCMの概念 大阪工業大学

＊東海大学　松丸　正延 能勢　豊一

明治大学　山下　洋史

山梨学院大学　金子　勝一

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

15:30～16:00 統一論題：シンクロニシティ 経営の試論 朝日大学

多摩大学　原田　　保 大井　正浩

＊東京都立科学技術大学　中西　　晶

16：00～16:30 インターナルマネジメントにおける高－低エントロピーの循環モデル 朝日大学

＊愛知淑徳大学　上原　　衛 大井　正浩

16:30～17:00 ブル・ウイップ効果におけるリスクの過大評価 朝日大学

＊愛知淑徳大学　上原　　衛 大井　正浩

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

15:30～16:00 中小企業における会計情報システムの発展の研究 北海学園大学

＊東海大学　内田 直仁 石田　修一

16：00～16:30 ＩＴ関連企業が多用する「ソリューション」言語効力の研究　 北海学園大学

＊横浜国立大学　坂本　和子 石田　修一

16:30～17:00 企業情報ネットワークにおけるコンピュータウイルス 北海学園大学

拡散防止に関する研究　 石田　修一

＊ネットワンシステムズ㈱　川中　孝章

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会



【11月22日（土）】

（　Ｄ 会 場 午 後 の 部 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:30～16:00 ニューラルネットワークによる日経平均株価予測の研究　 大阪工業大学

＊東海大学　陳　　　剣 椎原　正次

東海大学　松丸　正延

早稲田大学　常田　　稔

16：00～16:30 ボラティリティ変動を考慮したアメリカン・プット・オプションの 大阪工業大学

プライシングモデル　  　　　　　＊早稲田大学　鈴木　大輔 椎原　正次

東京富士大学　田畑　智章

早稲田大学　大野　髙裕

16:30～17:00 TQM促進要因についての考察 大阪工業大学

＊関西大学　佐藤　栄俊 椎原　正次

関西大学　宮下　文彬

関西大学　泉井　　力

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

【11月23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 若年労働者の現状と課題～進路不決断尺度の再検証を通じて～ 香川大学

＊神戸大学　奥井　秀樹 板倉　宏昭

南山大学　大里　大助

10:30～11:00 キャリアカウンセリングの効果測定－組織コミットメントと 香川大学

職務満足との関連性　　　　　　　　＊南山大学　大里　大助 板倉　宏昭

神戸大学　奥井　秀樹

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 地球温暖化問題と諸施策　 日本大学

＊摂南大学　金井　謙二 小田部　明

11:40～12:10 日本企業における競争戦略の転換と戦略的人的資源管理 日本大学

＊産業能率大学　腰塚　弘久 小田部　明

12:10～13:00 昼　　　食

13:00～13:30 日本のエレクトロニクス産業における事業戦略と研究開発 東京富士大学

＊応用技術総合研究所　池田　　茂 　田畑　智章

13:30～14:00 リスクが時間変化する場合の最適保険政策について 東京富士大学

＊神戸大学　甲斐　良隆 　田畑　智章

14:00～14:10 休　　　憩

14:10～14:40 ウエーバーの資本主義の精神に関する研究 静岡産業大学

＊東海大学　高橋　　進 鷲崎　早雄

早稲田大学　尾関　　守

14:40～15:10 資本主義の精神に基づく経営体質の分析方法の提案 静岡産業大学

＊東海大学　高橋　　進 鷲崎　早雄

早稲田大学　尾関　　守
15:10～15:40 個客接点における認知・満足・一体感形成プロセス 静岡産業大学

＊三菱総合研究所　為本　吉彦 鷲崎　早雄

明治大学　山下　洋史

山梨学院大学　金子　勝一



【11月23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 エクセル上のビジュアルシミュレーションソフト作成 愛知工業大学

＊駿河台大学　岡部　建二 岡崎　一浩

駿河台大学　小田　景子

駿河台大学　嶋本　雅章

駿河台大学　野口　　宏

10:30～11:00 e-KCMとナレッジコミュニティに関する研究 愛知工業大学

＊明治大学　林　　　誠 岡崎　一浩

明治大学　山下　洋史

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 Ｗｅｂによるアンケートを考慮した遠隔教育システム 明治大学

＊大阪工業大学　下左近多喜男 山下　洋史

甲子園短期大学　　竹本賢太郎

ベレーザコーポレーション　　入江　孝吏

11:40～12:10 ＰＤＡ遠隔監視による生産管理情報システム　 明治大学

＊ベレーザコーポレーション　　入江　孝吏 山下　洋史

大阪工業大学　下左近多喜男

12:10～13:00 昼　　　食

13:00～13:30 ＩＳの「暗黙信仰性」と模倣の拡散　 山梨学院大学

＊明治大学　山下　洋史 金子　勝一

13:30～14:00 イノベーション普及過程の平面上でのシミュレーションの試み 山梨学院大学

＊県立長崎シーボルト大学　三藤　利雄 金子　勝一

14:00～14:10 休　　　憩

14:10～14:40 広帯域な需要モデルに適応するＢ１在庫モデルの改良 産能大学

＊東京都立科学技術大学　村瀬康比古 石原　辰雄

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

東京都立科学技術大学　大塚　哲久

14:40～15:10 ファジィ台形真理値の基本演算について 産能大学

＊愛知工業大学　小田　哲久 石原　辰雄

15:10～15:40 Optimal product designing using conjoint analysis 産能大学

＊愛知工業大学　山田　洋巳 石原　辰雄

愛知工業大学　寺本　和幸

朝日大学　森下伊佐男



【11月23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 被評定者の全般的印象の形成過程分析モデル 早稲田大学

 －ハロー効果の分析モデル（第１報）－　 常田　　稔

＊明治大学　渡邊　直一

明治大学　山下　洋史

10:30～11:00 要素評定に対する全般的印象の介入モデル 早稲田大学

 －ハロー効果の分析モデル（第２報）－　 常田　　稔

＊明治大学　渡邊　直一

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 正規分布割当問題　 愛知工業大学

＊大阪工業大学　一森　哲男 小田　哲久

11:40～12:10 境界確率変数化に基づくファジィ数演算　 愛知工業大学

＊産能大学　石原　辰雄 小田　哲久

12:10～13:00 昼　　　食

13:00～13:20 自治体Webサイトによる住民との情報共有に関する一考察　 東海大学

＊摂南大学　吉田　雅史 高橋　　進

摂南大学　久保　貞也

摂南大学　島田　達巳

13:20～13:40 自治体の個人情報保護と情報倫理に関する一考察　 東海大学

＊摂南大学　東川　輝久 高橋　　進

摂南大学　久保　貞也

摂南大学　島田　達巳

13:40～14:00 企業における個人情報保護に関する一考察 東海大学

　―アンケート調査を中心に―　　　＊摂南大学　佐合　紀和 高橋　　進

摂南大学　久保　貞也

摂南大学　島田　達巳

14:00～14:10 休　　　憩

14:10～14:30 マネジメント・システム　推進体制のあり方 関西大学

＊長岡技術科学大学　福原　尚美 宮下　文彬

長岡技術科学大学　淺井　達雄

14:30～14:50 ライン優位組織における学習の二面性フレームワーク 関西大学

＊明治大学　永倉　淳市 宮下　文彬

明治大学　山下　洋史

14:50～15:10 住民基本台帳ネットワークシステムにおける 関西大学

高-低エントロピーフレームワーク 宮下　文彬

　　　　　　　　　　＊明治大学　永倉　淳市

明治大学　山下　洋史

15:10～15:30 外国為替データの予測における再構成次元数と遅れ時間の 関西大学

関係に関する考察　　　　　　　＊豊橋創造大学　衣輪　和洋 宮下　文彬

豊橋創造大学　今井　正文



【11月23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 医療機関評価モデルの構築 大阪工業大学

＊早稲田大学　山崎　雄也 中桐　大壽

早稲田大学　Fajar Rahmat

早稲田大学　大野　髙裕

10:20～10:40 医療機関の「集患」に関する研究 大阪工業大学

＊早稲田大学　郎　　義渓 中桐　大壽

早稲田大学　Fajar Rahmat

早稲田大学　大野　髙裕

10:40～11:00 公的敷地内の施設配置に用いる人の流れの公的敷地内の施設配置 大阪工業大学

に用いる人の流れのシミュレーションモデル 中桐　大壽

　　　＊早稲田大学　石黒　伯和

早稲田大学　鈴木　広人

早稲田大学　大野　髙裕

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 百貨店におけるロイヤルティ構造に関する研究 千葉工業大学

＊早稲田大学　今井　洋子 大田　　勉

早稲田大学　金　　建河

早稲田大学　大野　髙裕

11:30～11:50 メールマガジンにおけるサイトクリック率に関する研究 千葉工業大学

＊早稲田大学　星野　　聡 大田　　勉

東京富士大学　田畑　智章

早稲田大学　大野　髙裕

11:50～12:10 飲食店における食材の安全在庫及び食材の標準化に関する研究 千葉工業大学

　  ＊大阪工業大学　井手　将貴 大田　　勉

大阪工業大学　中島　健一

大阪工業大学　能勢　豊一

12:10～13:00 昼　　　食

13:00～13:20 生鮮食品販売店における在庫管理に関する研究 三菱総合研究所

＊大阪工業大学　金　　紅花 為本　吉彦

大阪工業大学　中島　健一

大阪工業大学　能勢　豊一

13:20～13:40 不確実性を考慮した循環型MRPシステムに関する研究 三菱総合研究所

＊大阪工業大学　足立　　章 為本　吉彦

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

13:40～14:00 物流企業におけるISO9001とTQMの融合に関する研究 三菱総合研究所

＊大阪工業大学　西山　貴弘 為本　吉彦

大阪工業大学　下左近多喜男

大阪工業大学　能勢　豊一

14:00～14:10 休　　　憩

14:10～14:30 ブランドと社会－今ブランドが注目を集める背景　 中央学院大学

東京都立科学技術大学　中西　　晶 河野　一郎

＊東京都立科学技術大学　八坂　和吏

14:30～14:50 Ｗｅｂサイトを活用した異業種合同ブランド戦略の提案 中央学院大学

＊愛知工業大学　下村　大祐 河野　一郎

愛知工業大学　寺本　和幸

14:50～15:10 中国の都市における生活系廃棄物問題についての一考察 中央学院大学

＊東京情報大学　李　　前喜 河野　一郎

東京情報大学　岡本　眞一


