
情報経営研究の展望 情報教育の新展開 産学連携＆マーケティング 地域活性化（Ⅰ） 情報倫理と働き方の未来 情報と組織
一般報告 特定自由論題・一般報告 院生報告・一般報告 院生報告・一般報告 特定自由論題・一般報告 院生報告・一般報告

会場 1階A会場 1階　B会場 1階　C会場 1階　D会場 ２階　Ｆ会場 ２階　G会場

特定自由論題 特定自由論題
就業力育成に向けた教授方略の研究

9:30

司会 神山卓也（東京海上日動あんしん生命保険株式会社） 崔 宇（岐阜経済大学） 崔英靖（愛媛大学） 中西晶（明治大学）
コメンテーター 由良憲二（電気通信大学） 野村淳一（星城大学） 　吉見憲二（早稲田大学） 水尾順一（駿河台大学）

10:00

司会 長坂康史（広島工業大学） 崔 宇（岐阜経済大学） 崔英靖（愛媛大学） 中西晶（明治大学）
コメンテーター 涌田幸宏（名古屋大学） 高山誠（新潟大学） 朴修賢(追手門学院大学） 藤川なつこ（四日市大学）

10:35

司会 大島直廣（中央学院大学） 三輪冠奈（名古屋学院大学） 柳田義継(横浜商科大学） 村田幸則（藤田保健衛生大学）
コメンテーター 関口恭毅（関口経営情報研究所） 岩田一男（北九州市立大学） 調整中 平田透（金沢大学）

10:35～

11:05

司会 大島直廣（中央学院大学） 千代原亮一(大阪成蹊大学) 三輪冠奈（名古屋学院大学） 柳田義継(横浜商科大学） 村田幸則（藤田保健衛生大学）
コメンテーター 井戸田博樹（近畿大学） 松村良平(東洋大学) 山崎由香里（成蹊大学） 酒井雅裕（徳山大学） 中西晶（明治大学）

11:40

司会 島田裕次（東洋大学） 中井秀樹（大阪成蹊大学） 関哲人（北海学園大学） 稲村昌南（大阪成蹊大学） 杵崎のり子（奈良産業大学） 福原康司（専修大学）
コメンテーター 太田雅晴（大阪市立大学） 佐々木宏（立教大学） 福本俊樹（金沢学院大学） 内野明（専修大学） 竹村敏彦（佐賀大学） 上西聡子(九州産業大学）

11:40～

12:10

司会 島田裕次（東洋大学） 中井秀樹（大阪成蹊大学） 関哲人（北海学園大学） 稲村昌南（大阪成蹊大学） 杵崎のり子（奈良産業大学）
コメンテーター 上林憲雄（神戸大学） 浅井宗海（大阪成蹊大学） 稲永健太郎（九州産業大学） 石黒督朗（東京経済大学） 上杉志朗（松山大学）

12:10～

委員会会場 委員会会場
13:10

情報教育の新展開 マーケティングと消費者行動 情報化の諸問題
一般報告 一般報告 一般報告

会場 1階A会場 1階　B会場 1階　C会場 1階　D会場

13:10～

13:40

14:10

Nguyen Hong Son

Nguyen Dang Minh 森田裕之（大阪府立大学） 折戸洋子（愛媛大学） 小江茂徳（九州国際大学） 司会

Nguyen Dang Toan 柳原佐智子（富山大学） 小川長（尾道市立大学） 田中宏和（静岡大学） コメンテーター

13:40～

14:10

司会 森田裕之（大阪府立大学） 折戸洋子（愛媛大学） 小江茂徳（九州国際大学） 司会

高橋勅徳（首都大学東京） 中谷常二（近畿大学） 有馬昌宏（兵庫県立大学） コメンテーター

昼休み

質的研究と量的研究-MIS Quarterlyに
おける研究方法の一考察-

用語“情報”の含意の文脈依存性につ
いて

長坂康史（広島工業大学）

佐々木宏（立教大学）

島田裕次（東洋大学）

米国観光業のソーシャルメディアを用
いたマーケティング－クアロアランチを
事例として

データ入力から捉えたコンピューターリ
テラシー教育

六次産業活性化に向けたアグリSCMシ
ステムの構築

創発を促す地域活性化プラットフォー
ムに関する研究

佐藤修（東京経済大学）

経営情報システムの開発プログラミン
グの教育法の提案

Yue Ding （Southwest Jiaotong University ）

Dong Li （Peking University）

ファミリービジネスにおける情報として
のLong-term orientationに関する文献
調査

辺見佳奈子（大阪市立大学大学院生）

ICT環境における組織市民行動
―社会的物質性の視座から―

宮辻渉（大阪市立大学大学院生）

モバイルデバイスの試験的導入が
BYODに与える影響

米川清（熊本学園大学）

福原康司（専修大学）・四本雅人（関東
学院大学）・中西晶（明治大学）

フライトレコーダーとしてのテレビ会議
システム

中西晶（明治大学）

新しい働き方とLTO

辺見佳奈子（大阪市立大学大学院生）
下﨑千代子（大阪市立大学）

古賀広志（関西大学）
木村隆之（首都大学東京）

プロ野球パシフィックリーグにおける地
域共生のマーケティング戦略

田中 彰（朝日放送 編成局企画戦略部
プロデューサー）

エドワード・スノーデン事件の社会的影
響：産官複合体による監視とプライバシー

村田潔（明治大学）・折戸洋子（愛媛大学）・

八鍬幸信（札幌大学）・上杉志朗（松山大学）

山崎由香里（成蹊大学）

寺本直城（明治大学大学院生）
中西晶（明治大学）

アプリシエイティブ・インクワイアリーの
諸相

Balance Your Roles: Issue about CIO
Role-Positioning

SNSの倫理的利用に向けたナッジング
としてのヒューリスティックの検証

限定合理性のモデル
ICTによる地域振興は地域のICT産業
に何をもたらしたか－国勢調査の就業
者の職業（小分類）による分析－

S-トランスベクション（有効サービス化
活動）の概念を有する消費者行動のシ
ミュレーション

実践的データマイニング教育と学生の
能力向上に関する研究

産業の文化ビジネス化のブランド・コ
ミュニケーション的意義－台湾企業の
企業博物館づくりの事例からの考察－

中小企業のIT活用効果向上のための
重要要因の分析：秋田県の企業を事例
に

CSIRT組織化の契機

産学連携による商品開発を通した起業
家教育とその効果-学習モデルの視点
から-

オンラインショッピングに対するベトナ
ム消費者の認識

岡本隆（愛媛大学）
水谷直樹（岡山理科大学）

兼本雅章（共愛学園前橋国際大学）

遠藤正之（慶応義塾大学大学院生）
高野研一（慶応義塾大学）

コーディネーター：下﨑千代子
(大阪市立大学）

日本情報経営学会第69回全国大会プログラム
１１月９日（日）　於：ホテル日航八重山

高信頼性組織における二元性の管理：
ノーマル・アクシデント理論と高信頼性
理論の統合的考察

稲村昌南（大阪成蹊大学）

システム監査の動向に関する研究

ネットワーク仮想化と情報システムに
関する一考察

柳原佐智子（富山大学）

9:00～

浅井宗海（大阪成蹊大学）

主体的学びに向けた評価ツールの開
発と活用

学習支援システムによる遠隔評価に関
する一考察

中井秀樹（大阪成蹊大学）
佐藤修（東京経済大学）

報告者

ダイナミック・ケイパビリティの実証研究
とビブリオメトリックス分析

報告者

企業情報システム史の観点からの経
営情報システムの研究（Ⅰ）

内野明（専修大学）報告者

ＤＥＡを用いたビジネスゲームの効率
性分析に関する考察

森岡達也（静岡大学大学院生）

地域金融機関における情報システム共
同化に関する考察

内省的学習とe-portfolio 

新しい働き方とLTO
（IT人工物の社会物質性研究）

13:10～ A New Lean Management Model for
Vietnamese Enterprises

ソフトウェア技術者の技能　-　比較事例
分析を通じた一考察

課題研究

地域の新たな課題に対する
経営学的接近

畜産業の6次産業化における企業者活
動：株式会社みやじ豚によるブランド豚
の生産—販売体制の構築事例の分析

高橋勅徳（首都大学東京）
石黒督朗（東京経済大学）

黒壁スクエア（長浜市）および魚町商店
街（北九州市）における遊休不動産を利
用したまちづくり

報告者

関口恭毅（関口経営情報研究所）

11:10～

報告者

佐藤修（東京経済大学） 田中宏和（静岡大学）
北守一隆（北海道科学大学）・青山ゆう子

（北海道大学）・大森義行（札幌大学）
岩本隆（慶応義塾大学）

幕田武広（マクタアメニティ）

Key Note Session

報告者

森田裕之（大阪府立大学） 高柳直弥（実践大学） 有馬昌宏（兵庫県立大学）

9:30～

10:05～

自律的なジェネリックスキルの育成を
支援する学習システム開発とその考察

報告者

1階　E会場

門脇一彦（神戸大学大学院生）

上西聡子(九州産業大学）

古川勝(富山大学）

地域活性化における農業組織の経営と
制度ロジック－コレスポンデンス分析に
よる制度論的考察－

早坂啓（神戸大学大学院生）

上西聡子(九州産業大学）

岩本隆（慶應義塾大学）

コーディネーター：松嶋登（神戸大学）

村田潔(明治大学）

地域活性化（Ⅱ）
院生報告・課題研究報告

井戸田博樹(近畿大学）

(University of Economics and Business
Vietnam National University-Hanoi,

Vietnam)

報告者

官学連携によるコミュニティバスの利用
促進に向けたICT利用の取組み

プラットフォームを利用した地域情報の
流通と課題

崔英靖（愛媛大学）稲永健太郎（九州産業大学）

吉見憲二（早稲田大学）
星合隆成（崇城大学）

工藤周平（秋田県立大学） 藤川なつこ（四日市大学）

岩田一男（北九州市立大学）
中谷常二（近畿大学）

井戸田博樹（近畿大学）

システム思考によるIT公共調達に関す
る一考察

高橋裕（専修大学）
竹村敏彦（佐賀大学）

花村憲一（情報処理推進機構）

ネット炎上に加担する個人属性に関す
る考察

日本におけるエフェクチュアル(実効型)
起業者に関する実証研究

吉田孟史（青山学院大学）

イノベーションの普及における連続性と
非連続性

竹岡志朗（大阪市立大学）・高柳直弥(実践
大学)・井上祐輔(京都外国語大学)・        高

木修一(大阪市立大学大学院生)
報告者

(最終更新日：2014年10月26日） 


