
    　 　  　第３４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17年５月14日（土）、15日（日）　会 場：麗澤大学 ）

   　　　　　            　　統一論題「21世紀における企業の社会的責任」

【５月14日（土）】受付開始10:30（場所：麗澤大学　1号棟6階）  

時　　間 会　場

10:30～10:45 評議員会（1413教室）

10:50～11:30 理 事 会 （1405教室）

時　　間 Ａ会場（1601教室）

11:30～11:40 実行委員長挨拶・会長挨拶

11:40～12:20 会員総会

12:20～13:20 昼    食

Ａ会場（1601教室）

時　　間 テーマおよび講演者・発表者 司　会　者 頁

13:30～14:30 記念講演：地球環境問題と世界の金融機関 大阪工業大学 12

国連環境計画金融イニシアティブ特別顧問　末吉　竹二郎 能勢　豊一

14:30～15:30 基調講演：経営理念は企業の要 摂南大学 24

麗澤大学国際経済学部名誉教授　工藤　秀幸 島田　達巳

15:30～15:40 休　　　憩

15:40～16:10 統一論題：SRI(社会的責任投資）における評価要素の 宮崎産業経営大学

 ウェイト決定方法に関する研究 浅井　重和 32

＊愛知淑徳大学　上原　　衛

明治大学　山下　洋史

早稲田大学　大野　髙裕

16:10～16:40 ジュニアアントレプレナーの養成 宮崎産業経営大学

 －ビジネスゲーム体験講座と起業体験ワークショップ－ 浅井　重和 38

＊横浜市立大学　野々山隆幸

＊横浜市立大学　成川  忠之

16:40～16:50 休　　　憩

16:50～17:20 保証型システム監査の社会的・経済的意義と機能 宮崎産業経営大学 42

＊大阪成蹊大学　石島　　隆 森田　英二

17:20～17:50 部会報告：インターンシップ受入企業の誘因と貢献 宮崎産業経営大学

        ＊山梨学院大学　金子　勝一 森田　英二 46

明治大学　山下　洋史

日本大学　小田部　明

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　  懇 親 会（れいたくキャンパスプラザ）

 （ Ｂ会場 午後の部 ：1602教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:40～16:10 イノベーション・プロセスに関わる動力学的モデルの提案 拓殖大学 50

＊県立長崎シーボルト大学　三藤　利雄 松岡　公二

16:10～16:40 イノベーション・プロセス・モデルからみたイノベーション戦略 拓殖大学 54

＊県立長崎シーボルト大学　三藤　利雄 松岡　公二

16:40～16:50 休　　　憩

16:50～17:20 百貨店再生への経営的課題 豊橋創造大学 58

＊横浜国立大学　坪井　晋也 今井　正文

17:20～17:50 ベンチャー企業の成長戦略に関する一考察：アンケート調査を踏まえて 豊橋創造大学 62

＊中村学園大学　山田　啓一 今井　正文

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　  懇 親 会（れいたくキャンパスプラザ）
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（ Ｃ会場 午後の部 ：1501教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:40～16:10 製品開発におけるローテクのハイテクに関する一考察 金融情報ﾈｯﾄﾜｰｸ運営協会

 －ローテク型とハイテク型を売り物として見せる－ 島田　浩志 66

＊早稲田大学　山本　　靖

16:10～16:40 日本における再生定義に関する一考察 金融情報ﾈｯﾄﾜｰｸ運営協会 68

＊神戸大学　田中　恭子 島田　浩志

16:40～16:50 休　　　憩

16:50～17:10 製造企業におけるCSRの取組について 東海大学短期大学部

＊関西大学　原　　将教 吉田　健一郎 72

関西大学　泉井　　力

関西大学　宮下　文彬

17:10～17:30 UD経営度の開発 東海大学短期大学部

＊長岡技術科学大学　山本　　渉 吉田 健一郎 74

長岡技術科学大学　紺田　陽一

長岡技術科学大学　淺井　達雄

17:30～17:50 環境配慮商品に対する消費者の意識について 東海大学短期大学部

＊東京情報大学　堀江　則之 吉田 健一郎 76

東京情報大学　岡本　眞一

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　  懇 親 会（れいたくキャンパスプラザ）

（　Ｄ会場 午後の部 ：1502教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

15:40～16:00 生産計画における設備と部材構成の標準化に関する研究 応用技術総合研究所

＊大阪工業大学　佐藤　由典 池田　　茂 78

大阪工業大学　中島　健一

大阪工業大学　能勢　豊一

16:00～16:20 シームレスな組織間関係と法令情報活性化フレームワーク 応用技術総合研究所

 ＊明治大学　高橋　典子 池田　　茂 80

明治大学　折戸　洋子

明治大学　山下　洋史

16:20～16:40 リアルなサイバー空間の二面性とコンピュータ・グラフィックス 応用技術総合研究所

＊明治大学　折戸　洋子 池田　　茂 82

明治大学　山下　洋史

16:40～16:50 休　　　憩

16:50～17:10 個人情報管理制度における「有機的分散監査」 横浜商科大学

        ＊明治大学　折戸　洋子 柳田　義継 84

エーアイシステム　河野　賢一

明治大学　山下　洋史

17:10～17:30 ｢知識活性化」に関する研究 横浜商科大学

＊明治大学　樋上　達雄 柳田　義継 86

明治大学　高橋　典子

明治大学　折戸　洋子

明治大学　山下　洋史

17:30～17:50 中小企業のロボット生産における生産管理システムの改善 横浜商科大学

　＊東海大学　野村　高城 柳田　義継 88

東海大学　松丸　正延

早稲田大学　常田　　稔

18:00～ 　　　　　　　　　　　　　　  懇 親 会（れいたくキャンパスプラザ）
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【５月１5日（日）】受付開始9:30 （場所：麗澤大学　1号棟6階）

Ａ会場（1601教室）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 部会報告：エデュケーションチェーン・マネジメント(ECM)に関する研究 多摩大学

＊明治大学　山下　洋史 原田　　保 92

明治大学　折戸　洋子

10:30～11:00 部会報告：インターンシップの凖アウトソーシングと凖インハウスソーシング 多摩大学

に関する研究                          ＊明治大学　山下　洋史 原田　　保 96

明治大学　松田　  健

山梨学院大学　金子　勝一

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 部会報告：インターンシップに対する学生評価の分析モデル 東海大学短期大学部

＊明治大学　山本　彩子 内田　直仁 100

明治大学　佐藤　佑樹

明治大学　松田　　健

明治大学　山下　洋史

山梨学院大学　金子　勝一

日本大学　小田部　明

11:40～12:10 部会報告：採用活動におけるインターンシップとインターネット 東海大学短期大学部

 －採用活動の二極化傾向フレームワーク：その倫理的視点－ 内田　直仁 102

明治大学　松田　　健

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 MRPシステムとMAPS-TOC（TOCにもとづく基準生産計画）の比較 麗澤大学

                       ＊明治大学　西　　剛広 土井　　正 106

明治大学　佐藤　正弘

明治大学　折戸　洋子

明治大学　佐藤　佑樹

13:40～14:10 コンピュータウイルス対策とe－ナレッジチェーン・マネジメント（e-KCM） 麗澤大学

に関する研究                          ＊ネットワンシステムズ（株）川中　孝章 土井　　正 110

明治大学　山下　洋史

戦略経営システム研究所　林　　　誠

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 ネットワークとしてのSCMとチェーンとしてのJITシステム 宮崎産業経営大学 114

＊明治大学　山下　洋史 森田　英二

14:50～15:20 小売業におけるCEMの展開－マーケットバスケット分析を用いた 宮崎産業経営大学

データマイニングの一考察－ 森田　英二 118

東海大学　根木　佐一

 　 　＊東海大学　野口　真希

【５月１5日（日）】受付開始9:30 （場所：麗澤大学　1号棟6階）

　（ Ｂ会場午前の部 ：1602教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 生産財取引におけるインターネット活用ビジネス・モデル ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ㈱ 122

＊麗澤大学　土井　　正 小野 亜矢子

10:30～11:00 新しいマハラノビス型距離の提案 ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ㈱ 126

＊東海大学　高橋　　進 小野 亜矢子

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 企業における調達行動の逆一因子情報路モデル 宮城大学 130

＊明治大学　山下　洋史 坂本 眞一郎

11:40～12:10 同僚間相互評定と自己評定の評定傾向に関する研究 宮城大学 134

＊明治大学　山下　洋史 坂本 眞一郎
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　（ Ｂ会場 午後の部：1602教室 ）

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 自治体の情報化における発展段階に関する一考察 横浜市立大学

＊摂南大学　久保　貞也 成川　忠之 138

摂南大学　東川　輝久

摂南大学　島田　達巳

13:40～14:10 「ハロー効果事象の確率」に関する定量的分析モデル 横浜市立大学 142

＊明治大学　渡邊　直一 成川　忠之

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 情報共有と情報セキュリティに関する行動エントロピー・モデル 応用技術総合研究所 146

＊ネットワンシステムズ（株）川中　孝章 池田　　茂

14:50～15:20 労使関係のカタストロフィー・モデル 応用技術総合研究所 150

＊明治大学　山下　洋史 池田　　茂

【５月１5日（日）】受付開始9:30 （場所：麗澤大学　1号棟6階）

　（ Ｃ 会 場 ：1501教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:30 テクニカル分析手法の応用による予測型在庫モデルの研究 摂南大学

＊東京都立科学技術大学　村瀬康比古 久保　貞也 154

東京都立科学技術大学　増田　士郎

東京都立科学技術大学　福田　収一

10:30～11:00 政策金融の選択肢 摂南大学 158

＊日本大学　亀谷　祥治 久保　貞也

11:00～11:10 休　　　憩

11:10～11:40 Min-Max型の目的関数をもつ非対称運搬経路問題の凖最適解法 県立長崎シーボルト大学

＊東海大学　小村　和彦 三藤　利雄 162

東海大学　森山　弘海

東海大学　羽田　隆男

11:30～11:50 回転を考慮した運搬経路問題のラグランジアン・ヒューリスティック解法 県立長崎シーボルト大学

＊東海大学　森山　弘海 三藤　利雄 166

東海大学　小村　和彦

東海大学　羽田　隆男

12:10～13:10 昼　　　食

13:10～13:40 改善活動における社会学習動学モデルの定着期間に関する予備的考察 東京都生活文化局

琉球大学　ミナジャ･カルメン 峯岸　智行 170

＊琉球大学 　　　　志村　健一

13:40～14:10 中国消費構造の統計分析 東京都生活文化局

＊東海大学　根木　佐一 峯岸　智行 172

東海大学　邢　　　昊

東海大学　邢　　　昱

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:50 ファジィ理論を用いた知的財産関連情報の分析 中村学園大学

＊大阪工業大学　豊浦　由浩 山田　啓一 176

大阪工業大学　藤田　弘典

大阪工業大学　中桐　大壽

14:50～15:20 付加価値を最大にする売価設定に関する一考察 中村学園大学

産能大学　宮　俊一郎 山田　啓一 180

＊東海大学　石原　辰雄
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【５月１5日（日）】受付開始9:30 （場所：麗澤大学　1号棟6階）

（ Ｄ 会 場 ：1502教室 ）

時　　間 テーマおよび発表者 司　会　者 頁

10:00～10:20 主観的データに重きを置いた患者志考型診療録の提案 ＮＴＮ㈱

＊東海大学　木下　善皓 関本　　剛 184

東海大学　野地　　保

10:20～10:40 TQMが知識創造へ及ぼす効果と有効性について ＮＴＮ㈱

　　　＊関西大学　勝田　未来 関本　　剛 186

関西大学　佐藤　栄俊

関西大学　宮下　文彬

関西大学　泉井　　力

10:40～11:00 多群判別分析を用いたＣＶＳの累積利益予測モデル ＮＴＮ㈱

　＊早稲田大学　佐々木美怜 関本　　剛 188

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 採用時における人材評価モデルの構築 税理士法人

＊早稲田大学　香山雄一朗 総合会計事務所 190

早稲田大学　大野　髙裕 甲田　　望

早稲田大学　鈴木　広人

早稲田大学　斉藤　大悟

11:30～11:50 情報技術の利用による自治体の住民サービスに関する一考察 税理士法人

　－Webサイトとコールセンタを用いたCRM－ 総合会計事務所 192

＊摂南大学　仲川　貴清 甲田　　望

摂南大学　島田　達巳

摂南大学　久保　貞也

11:50～12:10 自治体における情報セキュリティ成熟度モデルの検証 税理士法人

＊摂南大学　東川　輝久 総合会計事務所 194

摂南大学　久保　貞也 甲田　　望

摂南大学　島田　達巳

12:10～13:00 昼　　　食

13:10～13:30 A study on ‘Japanese B to B public e-marketplaces’ 関東学院大学

＊明治大学　ワシムムニフ 荒川　峰彦 196

明治大学　　山下　洋史

13:30～13:50 新製品開発組織の構造と開発プロセス 関東学院大学

＊明治大学　鄭  　  年皓 荒川　峰彦 198

明治大学　山下　洋史

東海大学　松丸　正延

13:50～14:10 企業の採用活動における二極化フレームと組織の多様性 関東学院大学 200

＊明治大学　浅井　亮子 荒川　峰彦

14:10～14:20 休　　　憩

14:20～14:40 音声による癒しシステムの携帯電話への応用 横浜市立大学

        ＊東海大学　小野田　誠 成川　忠之 204

東海大学　野地　　保
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