
　　　   　第３２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：16年6月5日（土）、6日（日）　会　場：県立長崎シーボルト大学 ）

　　　　　　　　　　　　　　統一論題「知識社会のイノベーション」

【6月5日（土）】受付開始9:30

　時　　間

10:00～10：30 評議員会（西棟　4Ｆ　会議室）

10：40～12：20 理 事 会（西棟　4Ｆ　会議室）

12：30～13：00 会員総会 Ａ会場（M１０３）

 （ Ａ会場 午後の部 ：M１０３ ）

時　　間 テーマおよび講演者・発表者 司　会　者 頁

13:10～13:20 実行委員長挨拶

会長挨拶

13:20～14:10 基調講演 拓殖大学

電子自治体実現の障壁と戦略 高橋　敏夫 11

摂南大学　島田　達巳

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～15:10 特別講演 日本大学

ブランド立ち上げの大義と地場の思惑にまみれながら 小田部　明 19

株式会社素兵衛屋　永川　幸樹

15:10～15:20 休　　　憩

 （ Ａ会場 午後の部 ：M２０１ ）

15:20～15:50 統一論題：知識社会における国際地域間連携構想 横浜市立大学
　－長崎県佐世保市と中国福建省廈門市を事例として－ 野々山隆幸 25

＊長崎県立大学　稲永　明久

15:50～16:20 統一論題：技術知識の情報管理：環境技術データを例にして 横浜市立大学

＊駿河台大学　高垣　行男 野々山隆幸 29

16:20～16:30 休　　　憩

16:30～17:00 統一論題：企業の社会的責任から企業群の社会的責任へ 横浜商科大学

＊愛知淑徳大学　上原　　衛 立川　丈夫 33

17:00～17:30 統一論題：知は誰のものか－営利と非営利の葛藤と融合－ 横浜商科大学

＊明治大学　中西　　晶 立川　丈夫 37

18:30～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

 （ Ｂ会場 午後の部 ：M２０３ ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:20～15:50 ベンチマーキングにおける模倣分類フレームワーク 豊橋創造大学

＊山梨学院大学　金子　勝一 今井　正文 43

明治大学　山下　洋史

15:50～16:20 コンピューターウイルス被害に関するくさびのカタストロフィー・モデル 豊橋創造大学

　　　　　　＊ネットワンシステムズ（株）　川中　孝章 今井　正文 47

明治大学　山下　洋史

16:20～16:30 休　　　憩

16:30～17:00 アンラーニングとリラーニングのタイムラグに関する研究 九州国際大学

＊明治大学　永倉　淳市 杉野　　周 51

明治大学　山下　洋史

17:00～17:30 ジュニアアントレプレナーの養成 九州国際大学

＊横浜市立大学　野々山隆幸 杉野　　周 55

　＊横浜商科大学　柳田　義繼

（ Ｃ会場 午後の部 ：M２０６ ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:50～16:20 ファジィ線形回帰分析に関する一考察 愛知工業大学

＊東海大学　石原　辰雄 小田　哲久 59

16:20～16:30 休　　　憩

16:30～17:00 ファジィネットワーク上の最適化問題とその応用 愛知工業大学

＊兵庫県庁　森田　　晃 小田　哲久 63

大阪大学　石井　博昭

17:00～17:30
ファジィ移動平均モデルの構築 ＊大阪工業大学 豊浦 由
浩

愛知工業大学

下関市立大学　藪内　賢之 小田　哲久 65

　早稲田大学　和多田淳三



【6月5日（土）】

（　Ｄ会場 午後の部 ：M１０４ ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:50～16:10 セット販売を考慮した生鮮食品の在庫管理に関する研究 宮崎産業経営大学

＊大阪工業大学　金　　紅花 浅井　重和 69

大阪工業大学　中島　健一

　大阪工業大学　能勢　豊一

16:10～16:30 戦略的連携に関する一考察　（九州の事例を中心として） 宮崎産業経営大学

＊中村学園大学　井上　裕介 浅井　重和 73

　中村学園大学　山田　啓一

16:30～16:40 休　　　憩

16:40～17:00 逆工程における問題点抽出・改善方向性導出の体系化 明治大学

　＊早稲田大学　鈴木　広人 林　　　　誠 77

早稲田大学　田上　裕起

　早稲田大学　伊藤　博志

　早稲田大学　大野　髙裕

　早稲田大学　高田　祥三

17:00～17:20 ウエブサイトの感性情報に関する消費者行動分析 明治大学

　＊東海大学　野口　真希 林　　　　誠 81

東海大学　町谷　　洋

東海大学　根木　佐一

18:30～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

【6月6日（日）】受付開始9:30

　（ Ａ 会 場 ：M２０１）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 循環型社会における生産物の価値に関するカタストロフィー・モデル 三菱総合研究所

　　　　　　　　　　　　　＊山梨学院大学　金子　勝一 為本　吉彦 87

明治大学　山下　洋史

10:30～11:00 環境対策の効率性評価に関する研究 三菱総合研究所

＊大阪工業大学　中島　健一 為本　吉彦 91

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 不確実性下の土地開発問題 明治大学

＊香川大学　郭　　沛俊 中西　　晶 95

11:40～12:10 自治体のWebサイトにおける構造の評価と更新作業による影響のモデル化 明治大学

　　　　　　　　　＊摂南大学　久保　貞也 中西　　晶 99

摂南大学　吉田　雅史

摂南大学　栗山仙之助

12:10～13:00 昼　　　食

13:00～13:30 組織はいかに学習し知識を獲得するか－ナレッジ・ロジスティクスの展開 関西大学

＊中村学園大学　山田　啓一 宮下　文彬 103

13:30～14:00 組織間関係論における制度化パースペクティブの研究 関西大学

＊中村学園大学　山田　啓一 宮下　文彬 107

14:00～14:30 企業における組織知識創造に関する一考察 関西大学

＊長崎県立大学　石本　英一 宮下　文彬 111

14:30～14:40 休　　　憩

14:40～15:10 会計基準の国際的統一の基礎概念　－不完備契約理論の視座から－ 宮崎産業経営大学

＊明治大学　中野　雅史 森田　英二 115

15:10～15:40
中小企業における原価管理の諸問題（－自動車部品の事例をもとにして
－）

宮崎産業経営大学

＊愛知工業大学　橋本　大輔 森田　英二 119

　愛知工業大学　井上　博進

　愛知工業大学　小田　哲久



【6月6日（日）】受付開始9:30

　（ Ｂ 会 場 ：M２０３ ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 数量化Ⅲ類によるフレキシブル経営アーキテクチャ 長崎総合科学大学

＊大阪工業大学　能勢　豊一 大﨑　孝徳 123

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

10:30～11:00 獲得情報量を用いた一因子情報路モデル 長崎総合科学大学

＊明治大学　山下　洋史 大﨑　孝徳 127

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 BSCにおけるコラボレーション戦略マップ　　　　　＊明治大学　山下　洋史 東京富士大学

　NTTデータ　中川慶一郎 田畑　智章 131

　NTTデータ　高橋　彰子

11:40～12:10 BSC「学習と成長の視点」の概念フレームワークと分析モデルの提案 東京富士大学

＊NTTデータ　高橋　彰子 田畑　智章 135

　NTTデータ　中川慶一郎

明治大学　山下　洋史

12:10～13:00 昼　　　食

13:00～13:30 情報技術の戦略的利用（－ピップトウキョウ（株）の事例を中心に－） 長崎県立大学

＊ピップトウキョウ（株）　中地　　中 稲永　明久 139

摂南大学　島田　達巳

13:30～14:00 製造業と通信販売 長崎県立大学

＊関東学院大学　荒川　峰彦 稲永　明久 143

14:00～14:30 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 長崎県立大学

＊応用技術総合研究所　池田　　茂 稲永　明久 147

14:30～14:40 休　　　憩

14:40～15:10 伊万里市黒川町における痴呆予防推進事業 大阪工業大学

＊県立長崎シーボルト大学　野口　房子 中桐　大壽 151

15:10～15:40 医療の質を高めるための組織横断的チーム活動 大阪工業大学

＊（独）国立病院機構　内海　文子 中桐　大壽 155

　（ Ｃ 会 場 ：M２０６ ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 自律協働システムの概念 熊本学園大学

＊釧路公立大学　西村　友幸 米川　　清 159

10:30～11:00 段取り回数を考慮した場合のロット分割と遺伝アルゴリズムによる 熊本学園大学

スケジューリング　　　　　　　　　 　　　　　　　＊大阪工業大学　椎原　正次 米川　　清 163

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 認知情報としての看板に関する調査研究  　＊千葉工業大学　大田　　勉 多摩大学

千葉工業大学　小野修一郎 原田　　保 167

千葉工業大学　佐野　利男

11:40～12:10 電子申告と電子帳簿の実務的矛盾点               ＊東海大学　内田　直仁 多摩大学

横浜市立大学　成川　忠之 原田　　保 171

12:10～13:00 昼　　　食

13:00～13:30 循環型SCMにおける「環境の内部化のKCMフレームワーク」の提案 拓殖大学

＊明治大学　折戸　洋子 松岡　公二 175

　明治大学　山下　洋史

13:30～14:00 サプライチェーン内の企業間調整における取締役会の役割 拓殖大学

＊明治大学　西　　剛広 松岡　公二 179

14:00～14:30 TOCに基づく基準生産計画作成システム（MAPS-TOC）の概要 拓殖大学

＊明治大学　西　　剛広 松岡　公二 183

　明治大学　山下　洋史

山梨学院大学　金子　勝一

　明治大学　松田　健、永倉　淳市

14:30～14:40 休　　　憩

14:40～15:10 ハロー効果研究の課題 早稲田大学

＊明治大学　渡邊　直一 常田　　稔 187

15:10～15:40 政策評価におけるハロー効果メカニズムの研究 早稲田大学

＊明治大学　渡邊　直一 常田　　稔 191



（ Ｄ 会 場 ：M１０４ ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:20 市町村合併におけるシステム統合ついて 東海大学

＊摂南大学　佐合　紀和 高橋　　進 195

　摂南大学　久保　貞也

　摂南大学　島田　達巳

10:20～10:40 自治体と住民との関係構築におけるパブリックコメントの意義に関する研究 東海大学

＊摂南大学　吉田　雅史 高橋　　進 199

　摂南大学　久保　貞也

　摂南大学　島田　達巳

10:40～11:00 自治体の情報セキュリティポリシーに関する一考察 東海大学

＊摂南大学　東川　輝久 高橋　　進 203

　摂南大学　久保　貞也

　摂南大学　島田　達巳

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 知識経営モデルの構築（その１）－情報共有と組織有効性との関係－ 中村学園大学

＊関西大学　佐藤　栄俊 山田　啓一 207

関西大学　宮下　文彬

関西大学　泉井　　力

11:30～11:50 知識共有プロセスにおけるマネジャーの役割に関する研究 中村学園大学

＊明治大学　佐藤　佑樹 山田　啓一 211

　明治大学　永倉　淳市

　明治大学　山下　洋史

　日本大学　小田部　明

11:50～12:10 最適なネーミング決定手法の考察            ＊愛知工業大学　許　　　卉 中村学園大学

　愛知工業大学　寺本　和幸 山田　啓一 215

12:10～13:00 昼　　　食

13:00～13:20 インターネットショッピングモールの設計 －事業計画－　 県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学

＊愛知工業大学　下村　大祐 河島　崇明 219

　愛知工業大学　寺本　和幸

13:20～13:40 A Study on Environmental Risk Cost Analysis 県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学

＊東京情報大学　嶋村　幸仁 河島　崇明 223

　東京情報大学　岡本　眞一

13:40～14:00 Mixed Logitモデルと多項プロビットモデルの使い分けに関する研究 県立長崎ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学

＊早稲田大学　小川　竜一 河島　崇明 227

　早稲田大学　鈴木　悠哉

　早稲田大学　後藤　　允

　早稲田大学　大野　髙裕

14:00～14:20 貸倒引当金設定のための倒産確率算定モデル 駿河台大学

＊早稲田大学　三添　明敏 橋本　義一 231

　早稲田大学　石黒　伯和

　早稲田大学　大野　髙裕

14:20～14:40 FuzzyVARIMAとFuzzyGARCHとオプションを用いたポートフォリオの構築 駿河台大学

＊東海大学　李　　省勲 橋本　義一 235

東海大学　松丸　正延

14:40～14:50 休　　　憩

14:50～15:10 リアルオプション価格算出におけるボラティリティ推定方法の研究 中央大学

＊東海大学　李　　容圭 大井　正浩 239

　東海大学　根木　佐一

15:10～15:30 リアルオプション・アプローチによる高速道路建設投資の評価 中央大学

＊早稲田大学　中村　壮伸 大井　正浩 243

　早稲田大学　鈴木　悠哉

　早稲田大学　後藤　　允

　早稲田大学　大野　髙裕

15:30～15:50 ジャンプ変動による市場の非完備性を考慮したオプションプライシング 中央大学

　＊早稲田大学　北村竜太郎 大井　正浩 247

　早稲田大学　厨　健太郎

　早稲田大学　Fajar Rahmat

　早稲田大学　大野　髙裕


