
標準化研究学会

巻数 号数 通巻 ISSN 分類 題名 著者 頁番号 日付 言語
その他 発刊にあたって 日本語
研究論文 ISOﾏﾈｼ゙ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ体系化に関する一考察 澤田　善次郎 1 日本語
研究論文 ＩＴと国際標準化 梶浦　雅巳 25 日本語
研究論文 工業標準化と規格用途開発 星野　裕 39 日本語

研究論文 作業者の記憶の減衰に関する一考察
國澤　英雄・福田　雅
樹

57 日本語

研究論文 専門家の直観を利用したショートライフサイクル製品の生産計画 石倉　弘樹 75 日本語
その他 標準化研究学会　会則 日本語
その他 標準化研究学会『学芸誌』論文原稿執筆要綱 日本語

1 1 11348-1320

その他 標準化研究学会の履歴及び2003年度予定

2003/3

日本語
その他 発刊にあたって 日本語
研究論文(R) グローバル化時代に於ける社内標準化 星野　裕 1 日本語
研究論文 ビジネス情報の標準化に関する技術及び制度の考察 石島　隆 21 日本語
研究論文 化粧用クリームの手触り品質の客観的評価に関する研究 石倉　弘樹 37 日本語
研究論文 食品安全とＨＡＣＣＰ 藤井　春雄 53 日本語
研究論文 グローバル化時代の規格戦略 澤田　善次郎 67 日本語
その他 標準化研究学会　会則 日本語
その他 標準化研究学会誌投稿規定 日本語

2 1 21348-1320

その他 標準化研究学会『学芸誌』論文原稿執筆要綱

2004/3

日本語
その他 発刊にあたって 日本語
研究論文(R) The Study of Risk Management for Electronic Commerce 下左近　多喜男 1 英語
研究論文(R) A Study of Electronic Commerce between Japan and China 下左近　多喜男 19 英語
研究論文 設計・開発革新のための診断手法 宮野　正克 31 日本語
研究論文 リスクマネジメントに関する一考察 澤田　善次郎 41 日本語
研究論文 ネットワーク外部性効果と経営分析による実証 小幡　祐士 51 日本語
研究論文 日本的経営の諸問題 島　雄 59 日本語

3 1 31348-1320

研究論文 モジュール化と標準化　─ソーイングステーションの例─ 星野　裕・北島　勝弘 69

2004/12

日本語
その他 発刊にあたって 日本語

研究論文
Supposition of hand-values on men's suits with image data by
 university students

石倉　弘樹 1 英語

研究論文
Joint ventures: A survival strategy employed by Japanese Sma
ll and   Medium   Enterprises(SMEs)    with   foreign   busi
nesses penetrating into Japan

鹿島　啓 19 英語

研究論文 Production Strategy in the Global Era 澤田　善次郎 37 英語
研究論文 Instruction of productivity for developing country 家木　幸一 57 英語
研究論文 国際標準と国際市場性 星野　裕 71 日本語

4 1 41348-1320

研究論文
内部統制が有効に機能するための組織のケイパビリティ ─資源ベ
ースアプローチの視点から─

石島　隆 85

2006/3

日本語

その他 発刊にあたって 日本語

研究論文(R)
The Firms of Flexible Specialization Type in Die and Moldrel
ated Industry

小竹　暢隆 1 英語

研究論文 An Observation on Cost  Management 澤田　善次郎 9 英語
研究論文 研究開発・技術開発・事業開発にかける夢 正本　順三 59 日本語
研究論文 国際標準化と知的財産権に関する一考察 星野　裕 75 日本語

5 1 51348-1320

研究論文 紙産業集積における企業成長戦略の比較分析 桂　信太郎 91

2007/3

日本語
その他 発刊にあたって 日本語

研究論文(R)
EXPLODING OF INDUSTRIAL CLUSTER MODELS FOR INNOVATION AND GR
OWTH

山口　陽子 1 英語

研究論文
Relationships betwenn Three-Dimensional Shapes of Clothing a
t the Elbow and Knee the Mechanical Properties of the Fabirc
s Used

石倉　弘樹 19 英語

研究論文 組織・マネジメントと危機管理 桂　信太郎 27 日本語
研究論文 管理項目に関する一考察 澤田　善次郎 37 日本語
研究論文 薄型ディスプレイに見る誕生とそのビジネスの展開 正本　順三 47 日本語

研究論文
生体計測による診断の標準化　～シャント音によるシャント狭窄診
断方法の確立～

西谷　陽志・下左近　
多喜男

67 日本語

研究論文 ＣＳＲの現状とＩＳＯ化要点 藤井　春雄 79 日本語

6 1 61348-1320

研究論文 サービスと人事制度 山田　桂市 89

2008/3

日本語
その他 発刊にあたって 日本語

研究論文
Analysis of Management Strategies at Enterprise Level and Fa
ctory Improvement in the Chemicals Industry-A case study of 
Teijin Limited

桂　信太郎 1 英語

研究論文 大学におけるWebメールとターミナルサービスの研究
竹本　賢太郎・川東　
正美・久保　信行・下
左近　多喜男

11 日本語

研究論文 プロセスアプローチのＱＭＳへの実装理論と事例 副田　武夫 21 日本語
研究論文 リチウムイオン２次電池に見られる技術開発と事業経営 正本　順三 33 日本語
研究論文 新しい異常管理に関する一考察 澤田　善次郎 47 日本語
研究論文 地域活性化の理論と実務に関する一考察 桂　信太郎 63 日本語

7 1 71348-1320

その他 小幡佑士先生を偲んで 隅　正雄

2009/3

日本語
その他 発刊にあたって 日本語

研究論文(R)
Extraction of the Echo Profile for a Specified Target from t
he Raw Data of Ground Penetrating Rader

He Yiwei・光本　浩士 1 英語

研究論文(R) Electric Impedance Tomography for Underground

米田　和代・田代　進
一・西野　義則・中村
　和起・下左近　多喜
男・嶋田　恭平・Rong
 Long WAN・岡崎　耕
三

17 英語

研究論文
Improving the Productivity of Food Manufacturing through Inf
ormation Technology ─Case Studies of Medium sized Food Fact
ories─

弘中　泰雅 29 英語

研究ノート グローバル時代を生き抜く工場経営 鈴木　宣二 43 日本語
研究論文 トヨタ式改善活動と最新事例 藤井　春雄 55 日本語

1 81348-1320

研究論文 ものづくりの原点としての作業改善
石川　君雄・山田　裕
昭

71

2009/9

日本語

その他 発刊にあたって 日本語

研究論文(R) Detection and Normalization of Pattern Posion Neural Network

Hiroshi MITSUMOTO・H
isashi TAKETANI・Koz
o OKAZAKI・Hideo KAW
AI・Shinichi TAMURA

1 英語

8

2 91348-1320

研究論文 Restructuring in the Japanese Chemicals Industry Shintaro KATSURA 21

2010/3

英語



標準化研究学会

巻数 号数 通巻 ISSN 分類 題名 著者 頁番号 日付 言語

研究論文
高齢者・障害者などに配慮したやさしいＷｅｂサイトの評価　─高
等教育機関のＷｅｂサイトの評価─

丁井　雅美 31 日本語

研究論文 携帯電話とスマートフォンの標準性能の操作性評価
大塚　正雄・丁井　雅
美

45 日本語

研究論文 日本の半導体産業・・・現状と今後の展望 正本　順三 59 日本語
研究論文 食への安心安全とアグリビジネス 弘中　泰雅 75 日本語

研究論文
ハイブリッドP2Pネットワークにおける評価関数を用いた複製選択
法の提案

保田　一樹・森山　真
光

89 日本語

8 2 91348-1320

資料 ナットク現場シリーズ「よくわかるポケヨケの本」ポイント解説 藤井　春雄 105

2010/3

日本語
その他 発刊にあたって 日本語

研究論文(R)
ネットオークションの商品情報を用いた決定木学習による出品者の
行動パターンの分類

桑城　克教・森山　真
光

1 日本語

研究論文(R) 中国日経自動車部品関連企業の現状と課題　─天津地区を中心に─
池谷　淳・俵　菊生・
小竹　暢隆

15 日本語

研究論文
Geothermal Energy for Residenitial Homes:A Case Study from S
outhern Ontario, Canada

Dave Toomath・Anshum
an Khare

35 英語

研究論文 農業ビジネスと地域活性化 澤田　善次郎 57 日本語
研究論文 サービス・マーケティングと顧客満足 山田　桂市 77 日本語
研究論文 事業継続マネジメント（BCM）の実践 藤井　春雄 97 日本語
研究論文 日本の自動車産業・・・今後の展望 正本　順三 113 日本語

9 1 101348-1320

資料
ナットク現場改善シリーズ「よくわかる平準化と作業標準の本」ポ
イント解説

副田　武夫 127

2011/3

日本語

その他 発刊にあたって 日本語

研究論文(R)
中小企業における ISO9001 品質マネジメントシステム構築・運用
による組織文化の変革

八代　弘 1 日本語

研究論文
モノづくりの危機とリスクマネジメント ─トヨタリコール問題と
東日本大震災からの教訓─

鹿島　啓 39 日本語

研究論文 学校法人によるリスク・マネジメントと会計監査 武田　和夫 55 日本語
研究論文 食品安全の最新動向 藤井　春雄 67 日本語

10 1 111348-1320

研究論文 農業ブランドと地域ブランド 澤田　善次郎 83

2012/3

日本語
その他 発刊にあたって 日本語
研究論文 企業の１つの製品と品質に対する２つの経営体制 篭橋　正則 1 日本語

研究論文
継続的なキャリア育成に関するカリキュラムフレームワークの構成
について

阿部　晋也 17 日本語

研究論文
経理実務者を目指す人の日常業務におけるポイントとその教育につ
いて　─実践的なカリキュラムによる教育の成果と課題─

成田　恵子・高所　真
理子

35 日本語

研究論文
キャリア形成における自律型人財の育成とコミュニケーションに関
する考察

高木　徹 53 日本語

研究論文
ベトナムにおける５Ｓ活動の現状 ─PreQuestデータベースによる
文献検索の結果から─

福井　幸男 73 日本語

研究論文 人材（財）育成 藤井　春雄 85 日本語

1 121348-1320

研究論文 デルタ戦略の原油販売業への適用例 岩本　隆志 101

2012/9

日本語
その他 発刊にあたって 日本語

研究論文(R)
キャリア教育におけるアントレプレナーシップ教育の有用性につい
て考察

高木　浩之 1 日本語

研究論文(R) 舘山寺温泉における旅館業経営について
山田　裕昭・早川　周
・澤田　善次郎

17 日本語

研究論文 生産マネジメントとロジスティクス 澤田　善次郎 37 日本語
研究論文 中国における５Ｓ活動の現状 福井　幸男 47 日本語
研究論文 「信頼」を得る食品の品質経営体制 篭橋　正則 61 日本語
研究論文 生涯学習におけるソーシャルラーニングの活用 高木　浩之・楓　森博 71 日本語

11

2 131348-1320

研究論文 HTML5が変えるWeb技術 岩本　隆志 79

2013/3

日本語

研究論文(R) 改善活動と職員の意識の変化に関する研究
豊田　育子・國澤　英
雄

1 日本語

研究論文 Consideration about Five Viewpoints for Operating Reform 隅　正雄 17 英語

研究論文 大学におけるグローバル人材育成の実践と課題
梅村　彰・山田　裕昭
・澤田　善次郎

29 日本語

研究論文 RFPの重要性について 岩本　隆志 45 日本語

研究論文
Development of Production Control in the Manufacturing Indus
try of Nagoya

山田　裕昭 61 英語

研究論文 日本女性のリカレント教育 澤田　善次郎 77 日本語

12 1 141348-1320

研究論文 ソーシャル・ラーニングの変遷と課題 高木　浩之 85

2014/3

日本語

研究論文(R)
Identification of Innovation Process among the Indonesian Cr
aft Industrial Cluster ─Small and Midium-Sized Tourism Ente
rprises ─

Lalu M. Furkan・Nobu
taka Odake

1 英語

研究論文(R)
ベトナムにおける産業収益の新たな形態に関する一考察 ─ホーチ
ミンにおけるVIE-PAN TECHNO PARKを事例として─

税所　哲郎 21 日本語

研究論文
Athabasca University Contract Tracking System(AUCTS) Project
-Reducing Carbon Footprint While Registering Gains in Operat
ional and Financial Efficiency

Brian Stewart・Cindy
 Ives・Anshuman Khar
e

41 英語

研究論文 トヨタ生産方式のサービス業への適用 藤井　春雄 55 日本語

研究論文
Visualization of return and risk ─Decision making support m
ethod to choose optimum solution─

Masahiro KUNISHIMA 71 英語

研究論文 日本の中小製造業の品質マネジメントによる可視化 張　博・近藤　高司 81 日本語
研究論文 中小企業のためのISO統合運営システム再構築 板倉　貢司 91 日本語

13 1 151348-1320

研究論文
スマートフォンスクール参加者の生活実態と教育効果 ─アクティ
ブシニアのICT利活用による高齢社会の課題解決をめざして─

高所　真理子 107

2015/3

日本語

研究論文(R) 身体組成バランスの標準化に基づく疾病ガイドラインの模索
早川　健太郎・藤井　
勝紀・糟谷　浩輔・近
藤　高司

1 日本語

研究論文 ヒトの発育システムの標準化によるプロポーション変化の検証 藤井　勝紀 19 日本語

研究論文
Viewpoint of Productivity Enhancement for Service Management
 ─Compatibility of Customer Value Development and Productiv
ity Enhancement─

梅村　彰 39 英語

研究論文
管理栄養士教育に見られるノーベル賞 ─ビタミン類の発見を中心
に─

正本　順三 55 日本語

研究論文 回転すし店の標準化事例 板倉　貢司 71 日本語
研究論文 Emergement Strategy and the Role of Middle Managers 森谷　周一 85 英語

14 1 161348-1320

研究論文
ICT利活用による高齢社会の課題解決に関する一考察 ─スマートフ
ォンを用いた教育プログラムの開発と地域のしくみづくり─

高所　真理子 97

2016/3

日本語

その他 発刊にあたって 日本語
15 1 171348-1320

研究論文(R) Success Factors for Development of Service Businesses througAkira Uemura・Hirosh 1
2016/9

英語



標準化研究学会

巻数 号数 通巻 ISSN 分類 題名 著者 頁番号 日付 言語
h Internet of Service(IoS) ─Productivity and Competitivenes
s Enhancement─

i Kubo

研究論文(R)
砂漠化防止による地域再生に関する考察 ─内モンゴル自治区阿拉
善盟を事例に─

EERDENGGAOWA・小竹　
暢隆

19 日本語

研究論文(R)
中小企業におけるものづくりのデジタル化と課題 ─大企業との比
較を通して─

山田　裕昭 39 日本語

研究論文 初経遅延診断システムの標準化に基づく月経痛症と初経遅延の関係
糟谷　浩輔・藤井　勝
紀・早川　健太郎・近
藤　高司

61 日本語

研究論文 垂直統合における専門性と柔軟性 石井　圭介 81 日本語
研究論文 双生児の人体規格における成長の類似性評価の標準化 藤井　勝紀・田中　望 101 日本語

15 1 171348-1320

研究論文 日本の小規模旅行業経営に関する考察 大平　一哉 117

2016/9

日本語


