日本情報経営学会第70回全国大会プログラム【1日目】
２０１５年６月２０日（土）
特定自由論題セッション
【スマート・モバイル研究】
Ａ会場（2331教室）
Ｂ会場（2332教室）
司会者：東邦仁虎（東京理科大学）
9:30～
岩本 隆（慶應義塾大学大学院）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：高山 誠（新潟大学大学院）
10:00
幕田武広（マクタアメニティ（株））
成川忠之（東海大学）
報告１．工藤秀雄（東京理科大学）
「プラットフォームの変遷とフォロワー企業 統合版アグリSCMによる六次産業活性化
の適応行動：携帯端末メーカーの製品満足度
司会者：野村淳一（星城大学）
に関する実証研究」
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：藤本直樹（北海道情報大学）
報告２．藤田美幸（新潟大学大学院）、
10:10～
岡野康弘、福島正義、高山誠
米川 清（熊本学園大学）
10:40
（新潟大学大学院）
「インスタントイノベーションのプレーヤー
に関する研究－ウェアラブルデバイスのユー
はじめに組織があった
ザー特性より－」
報告３．八木良太（尚美学園大学）
司会者：野村淳一（星城大学）
「音楽配信プラットフォームとジェネラティ ｺﾒﾝﾃｰﾀ：八鍬幸信（札幌大学）
10:50～ ビティ：スポティファイの事例」
村田 潔（明治大学）、
11:20
折戸洋子（愛媛大学）
報告４．Doug Schutz（東京理科大学）、
Youngjin Yoo(テンプル大学)、
統合失調症社会
福島正義（新潟大学）
「IT Mobility and Digital Innovation:
The Digitalization of the Organization」 司会者：譚 奕飛（中央学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：由良憲二（電気通信大学）
報告５．安 重鎬（ソウル大学）、
安 智顯（ソウル大学）
11:30～
浅井亮子（ウプサラ大学、明治大学）、
12:00 「The Trend of Adopting VDI (Virtual
村田 潔（明治大学）
Desktop Infrastructure) in Korean
firms:Challenges and Opportunities」
テクノロジーによるホールディング機能の代
替
報告６．五藤寿樹（開智国際大学）
「ソーシャルメディアによるネット選挙の研 司会者：譚 奕飛（中央学院大学）
究－第４７回衆議院議員総選挙－」
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：税所哲郎（群馬大学）
12:00～
13:00

８：３０受付開始

自由論題セッション（Ⅰ）
Ｄ会場（2303教室）

Ｅ会場（2305教室）

宮城郁美（AStar総合研究所）、
萩原 功（AStar総合研究所）

岩城 透（富山大学大学院）
柳原佐智子（富山大学）

IoT時代の経済振興と社会復興に貢献する心 高校におけるネットワーク管理担当教員の業
身健康増進のための情報システム構想の概要 務負担の現状と対策
司会者：法雲俊栄（大阪商業大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：堀内正博（青山学院大学）
廣田健一（札幌医科大学附属病院）
青山ゆう子（北海道大学）、
大森義行（札幌大学）、
北守一隆（北海道科学大学）

冨樫愼一（東洋大学）

司会者：穂積和子（神奈川大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：嶋崎真仁（秋田県立大学）
山口正芳（松山大学大学院）、
上杉志朗（松山短期大学）

福島県、白河市での放射線に係る適切な情報
在宅医療の情報化に関する研究
提供

「経済産業省平成25年情報処理実態調査」か
ら紐解く中小企業の情報処理関係諸経費につ
いての一考察

司会者：山田正人（星城大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：柳原佐智子（富山大学）

司会者：松野成悟（宇部工業高等専門学校）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：八鍬幸信（札幌大学）
木下雄太（北海道科学大学大学院）
青山ゆう子（北海道大学）、
中西 晶（明治大学）
大串葉子（新潟大学）
西川孝二、北守一隆
（北海道科学大学）
機会損失モデルの関係性を導くシミュレー
福島原子力事故影響下での地域中小企業の事 介護とＩＴ－ケアマネジャーへのアンケート
ション―消費者行動理解のためのシミュレー
業継続
調査から－
ション―
司会者：山田正人（星城大学）
司会者：関 哲人（北海学園大学）
司会者：松野成悟（宇部工業高等専門学校）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：有馬昌宏（兵庫県立大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：佐藤 修（東京経済大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：松井美樹（横浜国立大学）

司会者：関 哲人（北海学園大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：斎藤正武（中央大学）

2206教室

佐々木康史（明海大学

16:40～
17:20
17:10～
17:20 JSIM、CNAIS 学会協定調印式
司会者：五藤寿樹（開智国際大学）
17:30～
19:30

副学長）

岩下哲典（明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部
太田雅晴（日本情報経営学会
特別セッション（Ⅰ）

15:00～ 特別対談
16:20 司会者：岩下哲典（明海大学）

後藤孝裕（静岡県立大学大学院）

司会者：中井秀樹（大阪成蹊大学）
司会者：法雲俊栄（大阪商業大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：田中宏和（静岡大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：酒井雅裕（北海道情報大学）
入澤 朗（市民グループ「適切な情報提供プ
桑 海侠（名古屋大学）
ロジェクト」、多摩大学）
根本二郎、岩尾聡士（名古屋大学）

開会式

晶（明治大学）

司会者：穂積和子（神奈川大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：安積 淳（拓殖大学）

日本におけるスマートシティ構想の動向と災
医療情報におけるシステム構成化と情報品質 松江ソフトウェア産業のイノベーション
害都市事例の課題研究

昼食・各種委員会

開催校挨拶
司会者：前田 瞬（徳山大学）
13:00～ 実行委員長挨拶
13:05 司会者：前田 瞬（徳山大学）
学会長挨拶
司会者：前田 瞬（徳山大学）
13:05～ 基調講演
14:45 司会者：中西

院生自由論題セッション（Ⅰ）

Ｃ会場（2333教室）

会長／大阪市立大学

教授）
教授）

2206教室

「歴史から読み取る災害情報」
平川 新 氏（宮城学院女子大学 学長／東北大学災害科学国際研究所
統一論題セッション（Ⅰ） 2206教室

初代所長）

「社会復興の“梃子”たる経営を求めて－浦安の事例から－」
松崎秀樹 氏（浦安市長） × 柳内光子 氏（浦安商工会議所 会頭）
会員総会
JSIM、CNAIS

2206教室

学会協定調印式

JSIM会長（大阪市立大学

2206教室
太田雅晴）、CNAIS会長（中国人民大学

懇親会（明海大学ニューマリンズ）

毛基業）

日本情報経営学会第70回全国大会プログラム【２日目】
２０１５年６月２１日（日）

８：３０受付開始

自由論題セッション（Ⅱ）
Ａ会場（2331教室）
9:30～
10:00

遠藤正之（慶應義塾大学大学院）、
高野研一（慶應義塾大学）

Ｂ会場（2332教室）
柳原佐智子（富山大学）

iBeaconを用いたO2Oとモバイルデバイス利用
金融情報システムにおけるリスク・アペタイ
の関係性を考慮した新たな情報リテラシー教
ト・フレームワークの適用
育の必要性
司会者：山﨑由香里（成蹊大学）
司会者：上杉志朗（松山短期大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：石島 隆（法政大学大学院）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：大森義行（札幌大学）
10:10～
10:40

稲永健太郎（九州産業大学）

上田雅幸（北海学園大学）

院生自由論題セッション（Ⅱ）

Ｃ会場（2333教室）

Ｄ会場（2303教室）

税所哲郎（群馬大学）
ベトナムのIT企業による新しいビジネスモデ
ルの実態と課題に関する一考察－FPTコーポ
レーションの事例研究を中心として－
司会者：柳田義継（横浜商科大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：中西 晶（明治大学）
有馬昌宏（兵庫県立大学）

前田

瞬（徳山大学）

Ｅ会場（2305教室）
岡野康弘（新潟大学大学院）、
藤田美幸、福島正義、高山 誠
（新潟大学大学院）

医療会計情報活用の条件－情報品質の視点か 新製品開発における支配的な競合的市場地位
ら－
を決める要因
司会者：清水 智（山梨学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：堀内 恵（中央大学）
前田 瞬（徳山大学）
八鍬幸信（札幌大学）

司会者：澤野雅彦（北海学園大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：佐藤芳彰（北海学園大学）
丁 飛（秋田県立大学大学院）
嶋崎真仁（秋田県立大学）

地方自治体のICT関連企業誘致策の現状と課 病床利用率及び在院日数が医業利益に及ぼす
地方公共交通の活性化に向けたコミュニティ 表計算モデルにより意思決定を行う教育に関
日本における中容量びんリユースシステムの
題－兵庫県および四国４県の自治体の全数調 影響についての分析（第2報）－DPC導入の自
バス運行管理支援へのICT活用
する一考察
ための分別手法の提案
査の結果による分析－
治体病院を事例に－
司会者：山﨑由香里（成蹊大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：佐々木桐子（新潟国際情報大学）
10:50～
11:20

工藤周平（石巻専修大学）

司会者：上杉志朗（松山短期大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：北守一隆（北海道科学大学）
堀内 恵（中央大学）、
清水 智（山梨学院大学）

司会者：柳田義継（横浜商科大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：小川正博（大阪商業大学）
有馬昌宏（兵庫県立大学）

司会者：清水 智（山梨学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：酒井雅裕（北海道情報大学）
八鍬幸信（札幌大学）

人的次元における事業とITの整合の評価指標
ビジネス取引のステートマシン研究の再考― 情報経営の視点から検討する自主防災組織の 医療情報品質の評価法－ITマネジメントの
に関する予備的考察：秋田県の中小企業の
“インダストリー4.0”に向けて―
機能化
ツールとして－
ケース
司会者：田中二郎（つくば国際大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：小川 長（尾道市立大学）
11:30～
12:00

三浦達也（横浜創英大学）

司会者：岡田仁志（国立情報学研究所）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：林 幹人（愛知学院大学）
竹田信夫（中央大学）

司会者：大島直廣（中央学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：岩淵 護（青森大学）
岩下哲典（明海大学）

司会者：佐藤憲正（桜美林大学名誉教授）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：斎藤正武（中央大学）
佐藤

修（東京経済大学）

IT利活用を通じた中小企業の省資源的経営に 仮想化、クラウド化によるMTA/CAST開発環境 未曽有の国難と情報取集－仙台藩儒者大槻磐 学術誌の自己参照分析
関する試み
の構築
渓編「金海奇観」とペリー来航－
－日本情報経営学会誌を例として－
司会者：田中二郎（つくば国際大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：石田修一（立命館大学）
12:00～
13:00

司会者：岡田仁志（国立情報学研究所）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：北守一隆（北海道科学大学）

司会者：大島直廣（中央学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：原田 保（多摩大学）

14:10〜 キーノートセッション
15:10 司会者：五藤寿樹（開智国際大学）

山崎竜弥（明治大学大学院）
FLOSSの利用に伴うリスクとそれに対する責
任の所在
司会者：三輪冠奈（名古屋学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：井戸田博樹（近畿大学）
中原 翔（神戸大学大学院）、
出野利文（神戸大学大学院）
福島原発事故対応の組織レジリエンス：
事故調査報告書の内容分析を通じた組織能力
の診断に向けて
司会者：三輪冠奈（名古屋学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：島田裕次（東洋大学）

昼食・各種委員会
統一論題セッション（Ⅱ）

13:00～ 特別講演
14:00 司会者：八鍬幸信（札幌大学）

司会者：佐藤憲正（桜美林大学名誉教授）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：関口恭毅（関口情報経営研究所）

司会者：澤野雅彦（北海学園大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：涌田幸宏（名古屋大学）

2206教室

「戦略的協働の本質－NPO、政府、企業の価値創造－」
小島廣光 氏（椙山女学園大学現代マネジメント学部 教授／北海道大学
キーノートセッション 2206教室

名誉教授）

「How do Chinese Offshore IT Outsourcing Vendors Develop Capabilities and React to Turbulence in the Japanese Market?」
Dr. Jiye Mao (President of CNAIS, Executive Dean & Prof. Renmin University of China School of Business)

