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所員の研究活動状況（2002年１月～12月）

掲載は50音順による

分類記号は下記の通り

[Ａ]単著　[Ｂ]共著　[Ｃ]論文

[Ｄ]ノート・資料・その他　[Ｅ]学会報告

○　穐　山　幹　夫

　［Ｄ］その他「会計人はなお一層の意識構造改革を―米国エンロン事件を教訓に―」

『旬刊経理情報』第480号、p.１（中央経済社、2002年４月１日）

　［Ｄ］書評「野村健太郎著・連結経営と構造改革―環境激変への処方箋―」『産業経

理』第62巻第２号、pp.84―85（産業経理協会、2002年７月）

○　秋　本　敏　男

　［Ｃ］「優良企業を評価するための諸指標」『経営研究所論集』第25号、pp.35―54

（東洋大学経営研究所、2002年３月）

　［Ｃ］「企業評価の一手法としての債券格付け」『経営論集』第55号、pp.33―40（東

洋大学経営学部、2002年３月）

○　旭　　　貴　朗

　［Ｅ］｢戦略の分割としての動的計画法」（経営情報学会、秋期全国大会、於金沢、

2002年11月17日）

○　天　野　倫　文

　［Ｃ］「国際分業と事業構造の変革」『日本経営学会誌』（日本経営学会､2002年３

月）

　［Ｃ］「海外生産シフトと事業雇用の構造調整」『国際ビジネス研究学会年報』（国

際ビジネス研究学会、2002年10月）

○　飯　原　慶　雄

　［Ｃ］「オプション・ペイオフの期待値計算とその応用」『経営論集』第55号、pp.41

―50（東洋大学経営学部、2002年３月）

　［Ｃ］「確率的利子率でのプロジェクト評価」（董晶輝との共同論文）『日本経営数

学会誌』第24巻第２号、pp.60―69（日本経営数学会、2002年11月）

　［Ｃ］「商品先物価格の連動性について」（加藤英明･徳永俊史との共同論文）『先物
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取引研究』第７巻第１号、pp.15―23（日本商品先物振興協会、2002年12月）

　［Ｄ］ノート「現在価値ルールとリアル・オプション」『経営論集』第57号、pp.105

―112（東洋大学経営学部、2002年11月）

　［Ｅ］「確率的利子率でのプロジェクト評価（共同研究）（日本経営数学会、於神奈

川大学、2002年６月７日）

　［Ｅ］「確率的利子率とリアル・オプション」（共同研究）（日本経営財務研究学会、

於東京大学、2002年10月６日）

○　石　井　　　薫

　［Ａ］『環境監査―自治体版・企業版・家庭版・学校版スーパーＩＳＯ－』（創成社、

2002年11月１日）

　［Ｂ］『記号学大事典』「会計監査」担当、坂本百大他編（柏書房、2002年５月15日）

　［Ｂ］『環境ハンドブック』「学校職場での環境教育」担当、茅・石谷編、（ 産業環

境管理協会、2002年10月10日）

　［Ｂ］『公務員・実務家のための公会計・監査用語辞典』「監査委員他」担当、吉田

寛他編、（ぎょうせい、2002年11月10日）

　［Ｃ］「地方自治体におけるＩＳＯ環境監査と家庭版ＩＳＯ―“私”の家庭マネジメ

ントに向けて―」『経営論集』第56号、pp.107―124（東洋大学経営学部、2002

年３月）

　［Ｃ］「“私”の家庭マネジメントの実践法―家庭版スーパーＩＳＯの実践レポート

(1)(2)―」『地球マネジメント学会通信』(1)第43号、pp.10―21、(2)第47号、

pp.21―31（地球マネジメント学会、(1)2002年２月、(2)2002年10月）

　［Ｃ］「ホリスティック医療とホリスティック教育を統合するホリスティック･マネ

ジメントの視座(1)(2)」『地球マネジメント学会通信』(1)第44号、pp.12―21、

(2)第45号、pp.20―31（地球マネジメント学会、(1)2002年４月、(2)2002年

６月）

　「Ｃ」「学校版スーパーＩＳＯの実践指針―大学の環境ＩＳＯと自治体の学校版Ｉ

ＳＯを視野に入れて―」『地球マネジメント学会通信』第46号、pp.19―28（地

球マネジメント学会、2002年８月）

　［Ｅ］「人間と地球のスピリチュアル・マネジメント―癒しと愛の哲学と実践―」

（地球マネジメント学会、第９回全国大会、於東洋大学白山校舎、2002年７

月14日）
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○　今　泉　　　淳

　［Ｂ］「生産スケジューリング」黒田充、村松健児編、第15章「バッチサイズの決定

とジョブの順序づけを同時に行うスケジューリング」担当（朝倉書店、2002

年２月20日）

　［Ｂ］『生産管理用語辞典』 日本経営『学会編 （ 日本（格協会、 2002年３月25

日）

　［Ｃ］「ジョブの分岐と時間重複生産を許す並列機械フローシップスケジューリン

グ問題におけるジョブの性質」『経営論集』第57号、pp.33―44（東洋大学経

営学部、2002年11月）

　［Ｅ］｢Ｍachine-Based Lagrangian Decomposition for Job Shop Scheduling Problem」

（ International Federation of Operational Research Societies, The Sixteenth

Triennial Conference, University of Edinburgh, Edinburgh, UK, 9 July 2002）

　［Ｅ］「ジョブの分岐と時間重複生産を許すスケジューリング問題のジョブの諸性

質」（ 日本オペレーションズ ・リサーチ学会、秋季研究発表会、於はこだて

未来大学、2002年９月12日）

○　上　野　　　喬

　［Ｄ］翻訳「ヤコブ・サラジン著『商人階級についての考察』―若人のための商人

（業）教育論―」『経営論集』第56号、pp.175―192（東洋大学経営学部、2002

年３月）

○　太　田　辰　幸

　［Ｃ］「経済発展の所与条件の一考察」『経営研究所論集』第25号、pp.105―118（東

洋大学経営研究所、2002年３月）

　［Ｃ］「アジア経済発展における産業政策の展開」『経営論集』第56号、pp.95―106

（東洋大学経営学部、2002年３月）

　［Ｅ］「Economic Development and Transformation of Political Regime in Asia」

（L'Association Tiers-Monde、18回世界大会、Tunis，Tunisia、2002年５月30日）

○　大　坪　宏　至

　［Ｃ］「居宅サービスの介護報酬に関する基礎的考察」『経営研究所論集』第25号、

pp.119―139（東洋大学経営研究所、2002年３月）
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　［Ｃ］「ケアプランに対する満足度に関する基礎的考察―大阪地区を例として―」

『経営論集』第55号、pp.１―18（東洋大学経営学部、2002年３月）

　［Ｃ］「要介護認定及び施設サービスに関する基礎的考察―サービス提供者及び利

用者の視点から―」『経営論集』第56号、pp.１―18（東洋大学経営学部、2002

年３月）

　［Ｃ］「要介護度の状態―大阪地区を例として―」『人間と科学』９号、pp.27―32

（人間と科学研究学会、2002年４月）

　［Ｃ］「認定結果に対する利用者の意識―大阪地区を例として―」『人間と科学』９

号、pp.33―39（人間と科学研究学会、2002年４月）

　［Ｃ］「わが国高齢者の社会活動に関する一考察」『中央学術研究所紀要』31号、

pp.113―133（中央学術研究所、2002年11月）

　［Ｅ］「わが国高齢問題の基礎的考察―生活意識も含めて―」（人間と科学研究学会、

第14回全国大会、於日本青年館、2002年８月25日）

○　小　椋　康　宏

　［Ｂ］『経営学原理（第２版）』「第１章経営学の課題と方法」pp.１―19、「第13章企

業価値評価の経営原理」pp.246―265担当（小椋康宏編著）（学文社、2002年

１月30日）

　［Ｃ］「経営環境とステークホルダー─企業価値創造との関連で─」『経営論集』第

55号（東洋大学経営学部、2002年３月）

○　柿　崎　洋　一

　［Ｂ］『ライフスタイル・マネジメント』「環境経営とライフスタイルの変化」分担、

小松章編著（文眞堂、2002年10月）

　［Ｄ］資料「経営活性化手法としての経営者バイアウト（management buy-outs）『公

営企業』８月号（2002年８月）

　［Ｅ］「循環型社会の経営理念」（日本経営教育学会、全国大会統一論題報告、於日

本大学経済学部、2002年６月２日）

○　幸　田　浩　文

　［Ｂ］『人事管理システム』「第11章賃金制度（水準と形態と体系）」担当、平野文彦

編（全日法（、2002年１月８日）
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　［Ｂ］『経営学史事典』「第二次大戦後のイギリス経営学」他担当、経営学史学会編

（文眞堂、2002年６月１日）

　［Ｃ］『戦後わが国にみる賃金体系合理化の史的展開(1)―職務給のいわゆる日本的

修正を中心として―』『経営論集』第56号、pp.79―93（東洋大学経営学部、

2002年３月）

○　小　嶌　正　稔

　［Ｄ］訳書（共訳）『フランチャイジング』（まほろば書房、2002年６月）

　［Ｄ］その他「米国におけるフランチャイズ進展の一形態」（共著）『フランチャイ

ズ経営の有効性と問題点に関する研究』（科研報告書、pp.121―143、2002年

３月）

○　斎　藤　弘　行

　［Ｃ］「マネジメントおよび組織論の本質についての検討」『東洋大学大学院紀要』

第38集、pp.211―224（東洋大学大学院、2002年２月）

　［Ｃ］「ＩＴ化およびＩＴビジネスの社会・文化的考察」『経営研究所論集』第25号、

pp.71―85（東洋大学経営研究所、2002年２月）

　［Ｃ］「リーダーシップのカリスマ性」『経営論集』第55号、pp.19―32（東洋大学経

営学部、2002年３月）

　［Ｃ］「組織における信頼性のタイプ」『経営論集』第56号、pp.31―44（東洋大学経

営学部、2002年３月）

　［Ｃ］「組織論的基盤としての哲学的人間学」『経営論集』第57号、pp.57―74（東洋

大学経営学部、2002年11月）

○　菅　原　　　計

　［Ｃ］「税務行政に対する裁量権の縮小化と覊束性の原理」『経営論集』第56号、

pp.45―60（東洋大学経営学部、2002年３月）

○　住　谷　　　宏

　［Ｂ］『商学通論［五訂版］』久保村隆祐編、pp.77―120、pp.159―178担当（同文舘、

2002年３月20日）

　［Ｃ］「地域金融機関のマーケティングに関する一考察」『経営研究所論集』（東洋
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大学経営研究所、2002年２月）

○　茅　根　　　聡

　［Ｂ］『現代会計研究』第６章 pp.65―74、現代会計研究会編（白桃書房、2002年７

月）

　［Ｅ］「リース会計の新展開」（経営行動研究学会、第12回全国大会、於山梨学院大

学、2002年７月27日）

○　　田　朋　子

　［Ｃ］「労働集約的産業にとっての1990年代」『経営論集』第56号、pp.61―77（東洋

大学経営学部、2002年３月）

　［Ｃ］「日暮里繊維街における服生地類のサイバーマーケティングの可能性」『経営

研究所論集』第25号、pp.55－70（東洋大学経営研究所、2002年３月）

　［Ｅ］｢Fabric Wholesalers in Nippori, Tokyo：1945―2000」（University of Edinburgh

Workshop：Retailing, Fashion and Style, 1700―2000，University of Edinburgh,

2002年２月11日）

○　寺　畑　正　英

　［Ｃ］「企業戦略と人的資源管理システムの相互作用」『経営論集』第57号、pp.45

―56（東洋大学経営学部、2002年11月）

　［Ｅ］「人事考課における客観的評価と昇進・昇格システム」（経営行動科学学会、

第５回年次大会、於広島大学、2002年11月16日）

○　中　村　久　人

　［Ａ］『グローバル経営の理論と実態』（同文舘出版、2002年４月15日）

　［Ｃ］「企業間電子商取引（ＢtoＢ）―Ｅマーケット・プレイスと企業間関係の変化

―」『経営研究所論集』第25号、pp.13―34（東洋大学経営研究所、2002年３

月）

　［Ｃ］The Corporate Citizenship of Japanese-Affiliated Companies in the U.S.A., Complete

Best Papers Proceedings, pp.105-128, Association of Japanese Business Studies,

15th Annual Conference, St. Louis, U.S.A., June 6-9, 2002.

　［Ｃ］「ニュー・アジアにおけるグローバル小売競争（その１）」『経営論集』第57
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号、pp.17―31（東洋大学経営学部、2002年11月）

　［Ｅ］The Corporate Citizenship of Japanese-Affiliated Companies in the U.S.A.,〔AJBS

(Association of Japanese Business Studies), 15th Annual Conference, St.Louis,

U.S.A., 2002年６月７日〕

　［Ｅ］「在米日系企業の企業市民活動に関する実証研究」（国際ビジネス研究学会、

第９回全国大会、於神戸商科大学、2002年10月12日）

○　西　村　優　子

　［Ｃ］「戦略に関連する知的資産の測定」『会計』第161巻第４号（森山書店、2002

年４月）

　［Ｅ］「研究開発投資と企業価値」（日本管理会計学会、2002年度全国大学統一論題、

於横浜市立大学、2002年９月９日）

○　疋　田　　　聰

　［Ｂ］『平成14年度　広告に携わる人の総合講座』「第４講　広告倫理を考える」担

当（日経広告研究所、2002年２月25日）

　［Ｃ］「広告倫理についての研究」『日経広告研究所報』202号、pp.38―41（日経広

告研究所、2002年４月１日）

○　平　田　光　弘

　［Ａ］『企業統治論の構築』（非売品、平成12年度～平成13年度科学研究費補助金基

盤研究(C)(2)研究成果報告書、2002年３月）

　［Ｃ］「日米企業の不祥事とコーポレート・ガバナンス」『経営論集』第57号、pp.

１―15（東洋大学経営学部、2002年11月）

　［Ｃ］「中国企業のコーポレート・ガバナンス」『経営論集』第57号、pp.93―103（東

洋大学経営学部、2002年11月）

　［Ｃ］「日米企業の不祥事を通してコーポレート･ガバナンスを考える」『資本市場』

第205号、pp.23―36（資本市場研究会、2002年９月）

　［Ｃ］「ドイツにおけるコーポレート･ガバナンス（範策定の動き」『経済研究年報』

第27号、pp.67―81（東洋大学グローバルエコノミー研究センター、2002年６

月）

　［Ｃ］「新世紀の日本における企業統治の光と影」『経営行動研究年報』第11号、
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pp.12―15（経営行動研究学会、2002年５月）

　［Ｃ］「日本における企業統治改革の現状と今後の方向」『経営論集』第56号、pp.155

―174（東洋大学経営学部、2002年３月）

　［Ｄ］資料「中国のコーポレート・ガバナンス雑感：南開大学の国際シンポジウム

に参加して」『監査役』第455号、pp.28―32（日本監査役協会、2002年２月）

　［Ｅ］「ＥＵの歩みと日本」（日・ＥＵフレンドシップウィーク、於一橋大学、2002

年５月９日）

　［Ｅ］「経営理念とコーポレート・ガバナンス」（経営哲学学会、関東部会、於東洋

大学、2002年７月６日）

　［Ｅ］「中国企業のコーポレート･ガバナンス」（第18回日中企業管理シンポジウム、

於桜美林大学、2002年９月２日）

　［Ｅ］「コーポレート・ガバナンスの諸問題」（日本経営学会、第76回大会、於明治

大学、2002年９月６日）

○　松　行　康　夫

　［Ｂ］『新地方自治の論点106』第９章102担当、恒松制治監修（時事通信社、2002

年３月）

　［Ｂ］『組織間学習論―知識創発のマネジメント―』第１、５、６、７章担当、松行

彬子共著（白桃書房、2002年５月）

　［Ｂ］『循環型社会の公共政策』第14章３、４担当、山谷修作編著（中央経済社、2002

年９月）

　［Ｃ］「デジタル社会の創出と電子政府の形成」『オフィス・オートメーション』第

22巻第４号、pp.２―８（オフィス・オートメーション学会、2002年１月）

　［Ｃ］「企業間電子商取引（ＢtoＢ）の進展と新しい企業間関係の創発」『経営研究

所論集』第25号、pp.１―12（東洋大学経営研究所、2002年２月）

　［Ｃ］「経営組織体における逸脱増幅過程と進化的現象」『経営論集』第56号、pp.125

―135（東洋大学経営学部、2002年３月）

　［Ｃ］“Alliance Advantage through Collaborative Negotiation in Group Management”

『Japan Negotiation Journal』Vol.12，No.1, pp.４―18（日本交渉学会、March,

2002）

　［Ｃ］「人間と地球のエピステーメとは何か」『地球マネジメント学会通信』第46号、

pp.１―７（地球マネジメント学会、2002年８月）
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　［Ｃ］「開放系としての人間と社会に関する解釈について」『地球マネジメント学会

通信』第46号、pp.12―15（地球マネジメント学会、2002年８月）

　［Ｄ］ノート「住民参加」（金子勇共著）『計画行政』第25巻第１号、pp.48―49（日

本計画行政学会、2002年３月）

　［Ｄ］その他「デジタル社会における人間について」『人間と社会』第13号、pp.１

（東京農『大学、2002年９月)

　［Ｅ］「開放系としての人間と社会に関する解釈について」（地球マネジメント学会、

第９回大会、於東洋大学、2002年７月14日）

　［Ｅ］「循環型社会の形成と環境経営の理念」（現代社会総合研究所、創立記念シン

ポジウム、於東洋大学、2002年12月14日）

○　宮　村　健一郎

　［Ｃ］「地域金融機関のマーケティングに関する一考察」『経営研究所論集』第25号、

pp.87―103（東洋大学経営研究所、2002年２月）

　［Ｃ］「みずほ銀行の今後」『情報系』（オフィス・オートメーション学会、2002年７

月）

　［Ｃ］「アメリカインターネット専業銀行の新ビジネスモデル」『経営論集』第57号、

pp.75―91（東洋大学経営学部、2002年11月）

　［Ｅ］「アメリカインターネット専業銀行の新ビジネスモデル」（オフィス・オート

メーション学会、第45回全国大会、於富山大学、2002年10月22日）

　［Ｅ］「協同組織のコーポレートガバナンス」（金融学会、秋季全国大会、於関西学

院大学、2002年11月24日）


