日本情報経営学会第75回全国大会プログラム【1日目】
2017年11月18日（土） ８：３０受付開始
自由論題セッション（一般報告）Ⅰ
Ａ会場（和顔館B101）
9:20～
9:50

岩田 一男

(九州栄養福祉大学)

B会場（和顔館B102）
古賀 広志

(関西大学)

C会場（和顔館B105）
永松 陽明

(横浜市立大学)

専門職を目指す学生の職業的意識の 再訪：テレワークと組織市民行動： 中国乳業企業の品質情報に関する研
調査：リバビリレーションを学ぶ学 社会物質性は何をどのように明らか 究
生を対象として
にしたいのか
司会者：中西晶（明治大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：稲村昌南（大阪成蹊大学）

9:55～
10:25

10:30～
11:00

11:05～
11:35

11:40～
12:10

12:10～
13:00

司会者：大森義行（札幌大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：上田泰（成蹊大学）

自由論題セッション（院生報告）

D会場（和顔館B106）
E会場（和顔館B108）
F会場（和顔館B109）
G会場（和顔館B110）
高木 修一 (大阪市立大学)、
川崎 真郷
開沼 泰隆 (首都大学東京)
吉見 憲二 (佛教大学）
竹岡志朗（桃山学院大学）
(情報セキュリティ大学院大学)
知識喪失に関する研究の特徴と課題 グローバル・サプライ・チェーンの JリーグにおけるTwitterの利用動向 インシデント情報開示に基づく企業
設計・評価に関する研究
価値変動の研究

司会者：山田正人（星城大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：野村淳一（星城大学）

司会者：髙山誠（大正大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：内野明（専修大学）

浅井 宗海 (中央学院大学)
宮辻 渉 (広島経済大学)
映像と資料の提示機能により観察力 テレワークと組織市民行動の関係
を目指す学習支援システムの試作

趙 章恩 (東京大学大学院)
サイバーセキュリティコミュニケー
ション事例研究：韓国における官民
協力体制の変化を中心に

隅本 雅友 (立命館大学）
浜松 翔平 (成蹊大学)
共通価値創造と知識活用：イノベー 文化製品のグローバル・マーケティ
タのアイデンティティ変容過程と組 ング戦略
織文化の考察（２）

上西 智子 (東北大学大学院)
ICT・IoTを活用した健康管理サービ
スにおける情報リテラシー戦略の動
向

司会者：中西晶（明治大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：穂積和子（神奈川大学）

司会者：山田正人（星城大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：東邦仁虎（東京理科大学）

司会者：髙山誠（大正大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：加納郁也（兵庫県立大学）

司会者：武村泰宏（大阪芸術大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：谷村要（大手前大学）

司会者：朴修賢（追手門学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：上林憲雄（神戸大学）

吉田 孟史

内野 明

司会者：大森義行（札幌大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：松嶋登（神戸大学）

王 亦軒 、蒋 博文
(成蹊大学)
(名古屋大学大学院)
上司の支援が部下の組織市民行動に
産業クラスター効果と事業存続の関
組織間ネットワークにおける高信頼
係：中国IT事業に対する定量分析
性組織化と組織間学習：コンビナー 及ぼす影響
トにおける協働人材育成の事例研究
藤川 なつこ (神戸大学)

上田 泰

(青山学院大学)

司会者：武村泰宏（大阪芸術大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：皆川芳輝（名古屋学院大学）

(専修大学)

起業者による事業アイディアの形
成：ロジック構築の観点から

流通業の情報ネットワークについて
の基礎的考察

司会者：髙山誠（大正大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：澤野雅彦（北海学園大学）

司会者：武村泰宏（大阪芸術大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：田中宏和（静岡大学）

司会者：中西晶（明治大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：中西晶（明治大学）

司会者：大森義行（札幌大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：庭本佳子（神戸大学）

司会者：山田正人（星城大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：高木俊雄（昭和女子大学）

福本 俊樹 (同志社女子大学)、
浅岡 正教 ((株)ユアブレインズ)

松本 淳(法政大学)、
吉見 憲二 (佛教大学)

藤本 正代 (富士ゼロックス（株）／
情報セキュリティ大学院大学)、
井村 直恵
橋本 将仁、坂田 伸也
(情報セキュリティ大学院大学)

(京都産業大学)

土橋 力也

司会者：朴修賢（追手門学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：柳原佐智子（富山大学）

(愛知学院大学)

山崎 竜弥
自由論題セッション（院生報告）

浅井 希和子 (神戸大学大学院)

蒋 博文、 王 亦軒
(名古屋大学大学院）

シビックテックの事業化へ向けて： 映画のTwitter言及における組織市 重要インフラ事業者のサイバーセ
金沢市における地域ITコミュニティ 民行動に関する研究：「この世界の キュリティリスク認識：有価証券報
の事例をもとに
片隅に」と「聲の形」の比較から
告書からの考察

基幹産業における日本型経営システ 悪貨は良貨を駆逐するか？：ツーサ 参加的意思決定における情報共有と 集合知を通したコンテンツ生成モデ
ムの変化と戦略・経営業績との関
イド市場におけるユーザーの質の監 人材育成効果：稟議制度の現代的意 ルの構築と検証：小説投稿サイトを
係：オメガ型経営モデルからの分析 理
義
題材に

司会者：中西晶（明治大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：福田康典（明治大学）

司会者：髙山誠（大正大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：中岡伊織（宇部工業高等専門学
校）

司会者：武村泰宏（大阪芸術大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：上杉志朗（松山短期大学）

松野 成悟、中岡 伊織
(目白大学)
吉田 博一 (大阪府立大学)
(宇部工業高等専門学校)
地域価値向上に向けた地域メディア 国内企業におけるオープン・イノ
マイナンバーの利用とそのリスク
の利活用：地域情報伝達媒体の多様 ベーションへの取り組みとパフォー
化を踏まえて
マンスに関する実証分析

浅井 亮子 (明治大学、ウプサラ大
学)、村田 潔 (明治大学)
ソーシャル・ディタッチメント：
ICTの普及した社会において変容す
るヒトと情報との関係

竹岡 志朗 (桃山学院大学)、
高木修一（大阪市立大学）
インターネットを用いた情報探索に
関する検索エンジンとwebリンクの
観点からの考察

司会者：中西晶（明治大学）
司会者：大森義行（札幌大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：原田保（ソーシャル・デザイン研 ｺﾒﾝﾃｰﾀ：有馬昌宏（兵庫県立大学）
究機構）

司会者：髙山誠（大正大学）
司会者：武村泰宏（大阪芸術大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：関口 恭毅 (関口情報経営研究所) ｺﾒﾝﾃｰﾀ：柳田義継（横浜商科大学）

司会者：大森義行（札幌大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：上田泰（成蹊大学）

司会者：山田正人（星城大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：門脇一彦（ダイキン工業）

牛山 佳菜代

司会者：山田正人（星城大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：石黒督朗（東京経済大学）

司会者：朴修賢（追手門学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：堀内正博（青山学院大学）

桑田 敬太郎

(神戸大学大学院)

イントラ-アクションとしての社会
物質性：放射光X線での観察と極小
角散乱法の開発を通じて
司会者：朴修賢（追手門学院大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：吉田孟史（青山学院大学）

昼食・各種委員会

学会長挨拶

村田 潔（明治大学 教授）

大会実行委員長挨拶

野間 圭介（龍谷大学 教授）

キーノート講演・基調講演・統一論題特別講演
13:10～
14:10

キーノート講演

"Ethical Leadership in Business: The Significance of Information and Communication Technology."
Professor Iordanis Kavathatzopoulos (Professor at Department of Information Technology, Division of Visual Information and Interaction, UPPSALA UNIVERSITY, Sweden
「ビジネスにおける倫理的リーダーシップ：ICTの意義」ヨルダニス・カヴァサツォポウロス 教授（スウェーデン・ウプサラ大学）

14:10～
15:10

基調講演

「ソフトウェア屋とAI, IoT, ビッグデータ」
阿草 清滋 （(公財)京都高度技術研究所 所長，南山大学 大学院理工学研究科 研究科長）

休憩
15:25～
16:25

統一論題特別講演（1）

「情報化時代における次世代のものづくり」
鈴木 滋朗 （京都試作ネット代表理事，株式会社最上インクス 代表取締役社長）

16:25～
17:25

統一論題特別講演（2）

「コンストラクション・マネジメントを実現するデジタルな働き方」
坂田 明 （明豊ファシリティワークス株式会社 代表取締役会長）

17:25～
17:45

学会賞記念講演

「『現場の情報化』後書：涌田書評へのリプライ」
松嶋 登 （神戸大学 教授）

連絡・移動
18:30～
20:30

(明治大学大学院)

ネット企業における贈与型ビジネス
モデルの二つのリスク
司会者：小川正史（大阪経済大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：赤岡広周（京都産業大学）

開会式（和顔館B201）
13:00～
13:05
13:05～
13:10

司会者：小川正史（大阪経済大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：中原翔（大阪産業大学）

懇親会（4号館地下1階ラウンジ）

司会者：小川正史（大阪経済大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：小江茂徳（九州工業大学）

