
　　　   　第３３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16年10月30日（土）、31日（日）　会　場：明治大学　駿河台校舎 ）

   　　　　　            　　　　　統一論題「日本企業における改善と改革」

【10月30日（土）】受付開始10:30（リバティタワー１１Ｆ）  

時　　間

11:00～12:10 理事会（1115教室）

12:15～12:55 評議員会（1114教室）

昼    食

Ａ会場（1124教室）

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

13:10～13:50 臨時会員総会

13:50～14:00 休　　　憩

14:00～15:20 基調講演･特別講義：日本的改革の探求 明治大学

 －グローバルパラドクス時代における日本企業の再設計とは－ 山下　洋史 10

（株）NTTデータ経営研究所／明治大学特別招聘教授　小笠原　泰
15:20～15:30 休　　　憩

15:30～16:00 統一論題：改善と改革のための「個人と組織の学習」フレームワーク 日本大学

　＊明治大学　山下　洋史 小田部　明 16

　（株）NTTデータ　中川慶一郎

　（株）NTTデータ　高橋　彰子

16:00～16:30 統一論題：顧客接点における一体化度形成プロセス 日本大学

  －Global e-SCMの「触覚」機能モデル（2）－ 小田部　明 20

＊（株）三菱総合研究所　為本　吉彦

　明治大学　山下　洋史

　山梨学院大学　金子　勝一

16:30～16:40 休　　　憩

16:40～17:10 統一論題：政策評価のバイアス分類フレームワーク 横浜市立大学 24

＊明治大学　渡邊　直一 野々山隆幸

17:10～17:40 統一論題：IS専門家の「早期模倣行動」に関する研究 横浜市立大学 28

＊明治大学　山下　洋史 野々山隆幸

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会 （リバティタワー２３F)

 （ Ｂ会場 午後の部 ：1123教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

16:40～17:10 携帯電話利用者を中心としたサービスマーケティング NTTデータ 34

＊韓国東西大学校　中村伊知郎 高橋　彰子

17:10～17:40 広域情報流通における無意コードの必然性 NTTデータ 38

＊（株）データ総研　長谷川泰司 高橋　彰子

　千葉工業大学　西尾　雅年

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会 （リバティタワー２３F)

（ Ｃ会場 午後の部 ：1126教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

16:40～17:00 色によるチャット式感情交換の一手法 大阪工業大学

　東海大学　小野田　誠 　下左近多喜男 42

　東海大学　野地　　保

　東海大学　木下　善皓

＊東海大学　松浦　純士

17:00～17:20 哀情報システムにおける情報収集の一手法 大阪工業大学

＊東海大学　木下　善皓 　下左近多喜男 44

　東海大学　野地　　保

　東海大学　朝比奈丈仁

17:20～17:40 中国企業の格付け研究 大阪工業大学

＊東海大学　兪　　　勒 　下左近多喜男 46

　東海大学　松丸　正延

　早稲田大学　常田　　稔

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会 （リバティタワー２３F)



【10月30日（土）】

（　Ｄ会場 午後の部 ：1125教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

16:40～17:00 遺伝的アルゴリズムによる問題解決手法の表計算ソフトエクセルへの実装 明治大学

 －ソフトコンピューティングの表計算ソフト上での実現－ 松田　　健 48

＊駿河台大学　佐野　太郎

　駿河台大学　岡部　建次

17:00～17:20 ユニバーサル・デザインに関する簡易尺度の提案と経営評価 明治大学

＊長岡技術科学大学　長谷川貢也 松田　　健 50

　長岡技術科学大学　紺田　陽一

　長岡技術科学大学　淺井　達雄

17:20～17:40 An Analysis of Veture Capital and CEO Non Duality 明治大学 52

＊北海道大学　べルナーキルクラク 松田　　健

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会 （リバティタワー２３F)

【10月31日（日）】受付開始9:30（アカデミーコモン9Ｆ）

　（ Ａ 会 場 ：9F-C教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 日本の製薬企業の研究開発における競争戦略 中央学院大学

 －ニッチ・マーケットとモジュール化について－ 河野　一郎 56

＊IBMビジネスコンサルティングサービス（株）　小野亜矢子

　（株）応用技術総合研究所　池田　　茂

10:30～11:00 製品ライフサイクルマネジメントによる技術開発戦略 中央学院大学 60

＊（株）応用技術総合研究所　池田　　茂 河野　一郎

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 投資行動の新表現手法 －地域情報の相互関係の表現－ 立命館大学

＊城西大学　藤本孝一郎 石田　修一 64

　宮城大学　坂本眞一郎

　東海短期大学　内田　直仁

11:40～12:10

発表中止

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 コンテクスト型ビジネスモデル －進化するビジネスモデル－ 早稲田大学 68

＊多摩大学　原田　　保 常田　　稔

13:40～14:10 生産システムにおける資源の有効利用モデル 早稲田大学 72

＊東京大学　木全　　晃 常田　　稔

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 組織エコロジーと組織間関係 東海大学 76

＊中村学園大学　山田　啓一 羽田　隆男

14:50～15:20 地方自治体における情報システムの分割発注方式の導入条件 東海大学 80

　＊慶應義塾大学　林　　幹人 羽田　隆男

【10月31日（日）】受付開始9:30（アカデミーコモン9Ｆ）

　（ Ｂ 会 場 ：9F-Ｄ教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 コンピュータウイルス対策に関するバタフライのカタストロフィー・モデル 大阪工業大学 84

＊ネットワンシステムズ（株）　川中　孝章 中桐　大壽

10:30～11:00 ハーニタモデルを使用したコンジョイント分析の属性分析 大阪工業大学

＊愛知工業大学　山田　洋巳 中桐　大壽 88

　愛知工業大学　宇佐美貴史

　愛知工業大学　寺本　和幸

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 ファジィ数の最大・最小値を得る演算法とその応用 愛知工業大学 92

＊東海大学　石原　辰雄 小田　哲久

11:40～12:10 ３重の重みを考慮したグラフ最適化問題について 愛知工業大学 96

＊大阪工業大学　一森　哲男 小田　哲久

12:10～13:10 昼　　　食



　（ Ｂ 会 場 午後の部：9F-Ｄ教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

13:10～13:40 高齢化社会を迎えた韓国社会の家族制度 人事院 100

＊県立長崎シーボルト大学　国武　和子 渡邊　直一

13:40～14:10 地域住民の自律への認識の変化と行動の要因となるもの 人事院

 －痴呆予防推進事業を通してボランティア活動の推進－ 渡邊　直一 104

＊県立長崎シーボルト大学　野口　房子

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 経営トップをコーディネーターとする全員参加型のナレッジ・マネジメント 駿河台大学

 －ゆらぎ・自己言及性・自己組織化のフィードバック・ループ－ 橋本　義一 108

＊（株）サトー　藤田東久夫

14:50～15:20 会計上の見積りと利益管理　－我が国の退職給付会計と実証理論－ 駿河台大学 112

＊明治大学　中野　雅史 橋本　義一

【10月31日（日）】受付開始9:30（アカデミーコモン9Ｆ）

　（ Ｃ 会 場 ：9F-Ｅ教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～12:10 特別セッション：学術フロンティア推進事業

『先端的グローバル・ビジネスとITマネジメント』

10:00～10:30 「分散化された低エントロピー源」としてのTOC 中央大学

　　　　＊明治大学　西　　剛広 大井　正浩 118

　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

10:30～11:00 マルチ・ドメスティック情報システムとマトリクス縮小デザイン 中央大学 122

　＊明治大学　山下　洋史 大井　正浩

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:30 GCMにおけるマネジャーの役割に関する「管理－支援」の研究 中央大学

　＊明治大学　佐藤　佑樹 大井　正浩 126

　明治大学　渡邊　直一

明治大学　山下　洋史

　日本大学　小田部　明

11:30～11:50 シームレスなライン優位組織に関する研究 中央大学

＊明治大学　永倉　淳市 大井　正浩 128

　明治大学　高橋　典子

　明治大学　山下　洋史

11:50～12:10 個人情報保護に対する組織メンバーの活性化に関する研究 中央大学

　＊明治大学　折戸　洋子 大井　正浩 130

　明治大学　山下　洋史

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 インターンシップ導入大学の増加要因に関する研究 長崎県立シーボルト大学

＊山梨学院大学　金子　勝一 三藤　利雄 134

　明治大学　山下　洋史

　明治大学　松田　　健

　日本大学　小田部　明

13:40～14:10 「サイバー就職コミュニティ」に関する研究 長崎県立シーボルト大学

＊住友化学システムサービス（株）　山本　香織 三藤　利雄 138

　明治大学　山下　洋史

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:40 大学教育市場の二重構造に関する研究 明治大学

＊明治大学　高橋　典子 林　　　誠 142

　明治大学　山下　洋史

14:40～15:00 SCMにおけるネットワークリスクマネジメントに関する研究 明治大学

＊千葉工業大学　森　　知徳 林　　　誠 144

　千葉工業大学　西尾　雅年

15:00～15:20 B to ＳC概念による販売戦略に関する研究　（ゲームソフト販売を例に） 明治大学

＊千葉工業大学　男鹿　尚久 林　　　誠 148

　千葉工業大学　越島　一郎

　千葉工業大学　西尾　雅年



【10月31日（日）】受付開始9:30（アカデミーコモン9Ｆ）

（ Ｄ 会 場 ：9F-Ｆ教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:20 病院の安全性に対する患者意識に関する研究 大阪工業大学

＊早稲田大学　土居ノ内雅史 椎原　正次 152

　早稲田大学　　鈴木　広人

　早稲田大学　　大野　髙裕

10:20～10:40 院内感染に関する経済性評価　－医療プロセスにおける工程分析を用いて－大阪工業大学

＊早稲田大学　大坪　徹也 椎原　正次 154

　早稲田大学　鈴木　広人

　早稲田大学　大野　髙裕

10:40～11:00 再生原料の用途探索アルゴリズムの開発・分析 大阪工業大学

＊早稲田大学　伊藤　博志 椎原　正次 156

　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 特許の専用実施権を考慮した投資意思決定問題 豊橋創造大学

＊早稲田大学　大澤　光國 今井　正文 158

　早稲田大学　後藤　　允

　早稲田大学　大野　髙裕

11:30～11:50 複数債権を考慮した債権償却モデル 豊橋創造大学

＊早稲田大学　三添　明敏 今井　正文 160

　早稲田大学　後藤　　允

　早稲田大学　大野　髙裕

11:50～12:10 不確実性下における技術戦略の最適意思決定 豊橋創造大学

＊早稲田大学　厨　健太郎 今井　正文 162

　早稲田大学　後藤　　允

　早稲田大学　大野　髙裕

12:10～13:00 昼　　　食

13:10～13:30 番号ポータビリティ制度導入における携帯電話会社のブランドスイッチモデル東京情報大学

＊早稲田大学　角田　　淳 池田　幸代 164

　早稲田大学　鈴木　広人

　早稲田大学　大野　髙裕

13:30～13:50 知識経営モデルの構築（その２）　－情報共有の相互作用－ 東京情報大学

＊関西大学　佐藤　栄俊 池田　幸代 166

　関西大学　宮下　文彬

　関西大学　泉井　　力

13:50～14:10 電子商取引に関する改善案の研究 東京情報大学

＊大阪工業大学　　川端　俊介 池田　幸代 168

　大阪工業大学　下左近多喜男

　大阪工業大学　　能勢　豊一

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:40 自治体における情報セキュリティ成熟度モデルの構築 ＮＴＴデータ

＊摂南大学　東川　輝久 中川慶一郎 172

　摂南大学　久保　貞也

　摂南大学　島田　達巳

14:40～15:00 販売価格と寿命を考慮した在庫管理に関する研究 ＮＴＴデータ

＊大阪工業大学　金　　紅花 中川慶一郎 174

　大阪工業大学　中島　健一

　大阪工業大学　能勢　豊一

　大阪大学　石井　博昭

15:00～15:20 ブランド認知に関する実証的研究　-家電製品を対象にして- ＮＴＴデータ

＊東京都立科学技術大学　八坂　和吏 中川慶一郎 176

　明治大学　中西　　晶


