第36回
（開催日

日本経営システム学会

【5月20日（土）】受付開始9:30（場所：東海大学短期大学部 4号館1階）
時 間
Ａ会場（421教室）
Ｂ会場（422教室）
10:00〜11:00

12:20〜12:30
12:30〜13:10

会員総会

13:20〜14:20

記念講演：資本市場におけるリスク概念：株価形成とポートフォリオマネジメント

14:20〜15:20

基調講演：ERM（Enterprise Risk Management)フレームワークの

Ｄ会場（426教室）

時

間

Ｅ会場（415教室）

11:00〜12:20 昼食

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社顧問
構築によるマネジメントのあり方
みずほ総合研究所株式会社主任コンサルタント

若林

利明

坂入

克子

15:20〜15:30
15:30〜16:00

Ｃ会場（425教室）

評議員会（435教室）
理事会（436教室）
（昼食）
実行委員長挨拶・会長挨拶

11:00〜12:20

全国研究発表大会プログラム

： 平成18年5月20日（土），21日（日）
会場：東海大学短期大学部）
統一論題「企業環境の変化と事業リスクへの対応」

休

憩

統一論題：コントロールとサポートの

社会空間ネットワーキングによる

両立によるERMの構築−BSCとWeb

環境保全活動活性化フレームワーク
シンクロナイゼーション
イノベーション−物流子会社の3PL
＊山梨学院大学 金子 勝一
＊明治大学 山下 洋史 事業拡大の成功要因の考察−
＊日本IBM 市川 裕久
明治大学 山下 洋史

ベースのリスク・アセスメント・ツール
による高低エントロピーの循環と

組合せ制約理論（TOCC）とスマート・

15:30〜15:50

ロジスティクスとITにおける

信頼の構築−

「マネジャーによる目標設定」フレームワークに
関する研究
＊ヤマサ商事 佐藤 佑樹
明治大学 山下 洋史

香川大学 板倉 宏昭 15:50〜16:10

企業連携の価値評価の研究

＊愛知淑徳大学 上原 衛
16:00〜16:30

＊東海大学 根岸 博史

CSR評価とSRI投資銘柄選択比率

組織における環境保全の深化

同僚間相互評定と自己評定の

決定方法−ファジィ・エントロピー
に基づく拡大推論の導入−

レベルに関する研究
バイアスに関する研究
コスト分析
＊東京大学 木全 晃
＊明治大学 山下 洋史

＊愛知淑徳大学 上原 衛

明治大学 鄭

東海大学 山田 郁夫

先進情報化自治体のシステム

年皓

東海大学 松丸 正延
＊摂南大学 久保 貞也 16:10〜16:30
摂南大学 仲川 貴清

インターンシップのRH（ランク・ヒエラルキー）
的ジレンマとインターネット活用
＊明治大学 大割 時子

摂南大学 東川 輝久
摂南大学 島田 達巳

明治大学 折戸 洋子
明治大学 柿沼 英樹
明治大学 山下 洋史

16:30〜16:45
16:45〜17:15

休
サプライチェーンにおける
ブルウィップ効果の検証
＊東海大学 水野 浩孝

憩

技術者倫理の形成
中小製造業における「電子市場」の
The Network Structure of The Garbage
立命館大学 石田 修一 現状
Can Model Applied to B-to-B
＊麗澤大学 土井 正 e-Marketplaces
＊松本鐵工所 竹川 勝雄

16:45〜17:05

情報の取り扱いに関する問題構造
フレームワークとコンピュータ・ウイルス
＊明治大学 折戸 洋子

東海大学 羽田 隆男

＊明治大学 Wassim MNIF

明治大学 山下 洋史

東海大学 森山 弘海

明治大学 山下 洋史

ﾈｯﾄﾜﾝｼｽﾃﾑｽﾞ 川中 孝章
東海大学 松丸 正延
17:05〜17:25

17:15〜17:45

日本版SOX法制度対応のための

イギリス民営化企業の

社外交流におけるコミュニケーション

情報管理に関する諸問題
コーポレート･ガバナンス
活動 −社会ネットワーク分析用いた
＊(株)自治体情報研究所 廣田伝次郎
＊明治大学大学院 矢口 義教 対面と電子メールコミュニケーション
活動の比較分析−
＊神戸大学 池田 広男

大学教育市場の二重構造と
モチベーション･モデル
＊明治大学 柿沼 英樹

個人情報保護のための高−低

明治大学 佐藤 佑樹

エントロピー・フレームワーク
＊明治大学 折戸 洋子
明治大学 久保

明治大学 鄭

敏

明治大学 山下 洋史 17:25〜17:45

年皓

明治大学 山下 洋史
自治体CRMにおけるコールセンタの役割
について
＊摂南大学 仲川 貴清
摂南大学 久保 貞也
摂南大学 島田 達巳

18:00〜

懇親会（会場：4号館地下「コメドール」）

【5月21日（日）】受付開始8:30（場所：東海大学短期大学部 4号館1階）

時

間

9:00〜9:30

Ａ会場（421教室）

Ｂ会場（422教室）

インターンシップにおけるインターネット
活用フレームワーク

Ｃ会場（425教室）

Ｄ会場（426教室）

ベンチャー企業における効率性と正当性 SCMとコーポレート・ガバナンス
＊中村学園大学 山田 啓一 -企業間ネットワーク

CSRコンシャス審査及び環境

時

間

9:00〜9:20

オプションのプライシング

ファイナンスに関する一考察
＊日本大学 亀谷 祥治
＊明治大学 西 剛広

＊山梨学院大学 金子 勝一

Ｅ会場（415教室）
季節性を考慮したスパークスプレッド・
＊早稲田大学 小笠原卓志
早稲田大学 後藤 允
早稲田大学 大野 高裕

9:20〜9:40

女性の社会進出と女性労働
に関する一考察

9:30〜10:00

インターンシップにおける「バーチャルな 企業の成長・発展段階モデル―
リアル空間」の概念フレームワーク
ソフトバンクの4段階モデルを中心として
＊山梨学院大学 金子 勝一

＊中村学園大学 山田 啓一

残業生産を考慮した多品目容量
最小化アルゴリズムの設計 制約付きロットサイズ決定問題の解法

＊明治大学 浅井 亮子

離散配分における変動係数

＊大阪工業大学 一森 哲男

9:40〜10:00

システムの妥当性検証

＊東海大学 前川 浩司

明治大学 山下 洋史

東海大学 森山 弘海

日本大学 小田部 明

東海大学 羽田 隆男

医療向けチャット式哀情報収集
＊東海大学 松浦 純士
東海大学 野地 保
東海大学 北岡 功二

10:00〜10:15
10:15〜10:45

休
インターンシップ普及と制度整備

複数回答データの解析法に
＊明治大学 浅井 亮子 関する一提案
＊東海大学 石原 辰雄

憩

ファジィー・エントロピーを用いた
カレーの銘柄選択行動に関する研究
＊笛木醤油（株） 笛木 正司
明治大学 西

周期的アトラクタを用いた投資回収
モデルの検討

10:15〜10:35

病院におけるTQMと知識創造
活動との関連性
＊関西大学 細川 修一

＊日産自動車（株） 三浦 吉孝

剛広

関西大学 泉井 力

明治大学 清水 一之

関西大学 宮下 文彬
10:35〜10:55

明治大学 ワシムムニフ

自治体における情報化に関する
活動についての研究

10:45〜11:15

大学教育とインターンシップ
回転を考慮したMin-Max型
−二極化傾向フレームワークを踏まえて 運搬経路問題の準最適解法
＊明治大学 松田

健

＊東海大学 小村 和彦

ベンチマーキングによる合理的模倣と
ベスト・プラクティスのネットワーク
＊山梨学院大学 金子 勝一

ナイーブ・ベイズ法を用いた特許情報の
分類に関する研究
＊大阪工業大学 杉山 典正

＊摂南大学 東川 輝久
摂南大学 久保 貞也
摂南大学 島田 達巳

東海大学 羽田 隆男

大阪工業大学 藤田 弘典 10:55〜11:15

企業再生における施策とその効果の

東海大学 森山 弘海

大阪工業大学 中桐 大壽

違い−事例研究を通じて−
＊神戸大学 田中 恭子

11:15〜12:15

昼

食

【5月21日（日）】午後の部

時

間

12:15〜12:45

Ａ会場（421教室）
アメーバ経営の国際移転に
関する研究
＊神戸大学 劉 建英

Ｂ会場（422教室）
身近な文具の扱いやすさの比較に
対するVE･IE手法の活用
＊日本大学 村田 光一

Ｃ会場（425教室）

時

間

12:15〜12:35

ベンチマーキングとタッキング・
マネジメントに基づくEAモデリング

＊大阪工業大学 能勢 豊一

日本企業のMOT教育に関する研究
- モノづくりに関する調査 を通して-

明治大学 折戸 洋子

誠

プロセスの顧客満足
＊明治大学 佐藤 正弘

リーダーシップとコーチングの小集団
への影響に関する実証的研究

大阪工業大学 中島 健一

休
利害関係者の多様化と「対話」概念
＊明治大学 松田 健

＊東海大学 野村 高城
東海大学 松丸 正延

現流品製造プロセスにおけるTOCと
新製品開発プロセスにおけるKCM
年皓

＊早稲田大学 岸田 一彌

明治大学 山下 洋史

早稲田大学 後藤 允

東海大学 松丸 正延

早稲田大学 大野 高裕

13:30〜13:50

＊経営労働教育研究所 平田 孝行

LCAを考慮したサプライチェーン
マネジメントに関する研究

GAを利用した最近隣法による
短期予測に関する一考察

＊琉球大学 志村 健一

＊大阪工業大学 平田 大

＊愛知工業大学 大庭 章裕

琉球大学 石本可南子

大阪工業大学 中島 健一

豊橋創造大学 今井 正文

琉球大学 福里 芽衣

大阪工業大学 能勢 豊一
製造業におけるCSR活動推進の
ための方針策定

アメリカ大リーグ130年:innovationの歴史 企業組織と利他性
＊関西学院大学 福井幸男 〜日中の国際比較調査を通じて〜

経営理念と労働に関する研究（3）

関西大学

＊経営労働教育研究所 平田 孝行

泉井 力

労使関係に関するバタフライの
カタストロフィー・モデル
＊明治大学 ワシムムニフ
明治大学 山下 洋史

集合レベルの基本戦略

会計基準の国際的統一の実証理論
＊釧路公立大学 西村友幸 −我が国のストック・オプション会計
を中心として−
＊税理士 中野 雅史

＊東海大学 王 春明
東海大学 根木 佐一

関西大学 宮下 文彬
14:10〜14:30

＊大阪国際大学 奥井 秀樹

愛知工業大学 小田 哲久
中国における家計の食料消費
再構築特性の統計分析

＊関西大学 浅田 純平

14:30〜15:00

東海大学 高澤 賢治
平均回帰過程を用いた発電所
建設投資決定モデル

憩

経営理念と労働に関する研究（2）

13:50〜14:10

14:00〜14:30

情報共有とコスト削減を考慮した
サプライチェーンマネジメントの研究

関西大学 泉井 力

＊明治大学 鄭

13:15〜13:30

年皓

＊関西大学 衣川 洋輔
関西大学 宮下 文彬
12:55〜13:15

＊産業能率大学 澤口 学

＊明治大学 鄭

明治大学 山下 洋史

大阪工業大学 栗山仙之助

マーチの相互学習モデルについて
の一考察

「非対称性」

明治大学 山下 洋史

大阪工業大学 椎原 正次

13:30〜14:00

マスコミの役割
＊明治大学 池田 洸一

12:35〜12:55

日本の製造業の歴史的変遷と
アウトソーシング

Ｅ会場（415教室）
情報と知識の価値の変化と

＊明治大学 衣鳩 公正
愛知淑徳大学 林

12:45〜13:15

Ｄ会場（426教室）
「社会のゲートキーパー」としての

企業の粉飾決算・利益操作に関する研究
＊東海大学 郡山 元
東海大学 松丸 正延

