
AI人工物の監理 インダストリー4.0

A会場(1-301教室) B会場(1-302教室) C会場( 1-303教室) D会場(1-304教室) E会場(1-305教室) F会場(1-306教室) H会場(1-308教室)

司会者：山崎由香里（成蹊大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：関口恭毅（関口情報経営研究所）

司会者：譚 奕飛 (中央学院大学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：堀内恵（中央大学）

　　　　 高桑宗右ヱ門（中央大学）

司会者：上杉 志朗（松山大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：折戸洋子（愛媛大学）

司会者：穂積和子（神奈川大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：北守一隆（北海道科学大学）

司会者：山本 修一郎（名古屋大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：遠藤 正之（静岡大学）

司会者：佐藤修（東京経済大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：有馬昌宏（兵庫県立大学）

司会者：上杉 志朗（松山大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：岩田一男(九州栄養福祉大学)

司会者：穂積　和子（神奈川大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：竹田　信夫（中央大学）

司会者：山本 修一郎（名古屋大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：市川　千尋（日本経済大学）

司会者：佐藤修（東京経済大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：山田 啓一（中村学園大学）

司会者：田中謙一郎（西南学院大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：小江　茂徳（九州工業大学）

司会者：酒井雅裕（北海道情報大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：松嶋　登（神戸大学）

堀内 恵（中央大学）

清水 智（山梨学院大学）

司会者：岩田一男(九州栄養福祉大学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：上杉 志朗（松山大学）

司会者：加藤みどり(東京経済大学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：青山ゆう子（札幌大学）

司会者：後藤 哲郎（法政大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：深見嘉明（立教大学）

司会者：有馬　昌宏（兵庫県立大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：山田　啓一（中村学園大学）

司会者：田中謙一郎（西南学院大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：小川　長（尾道市立大学）

司会者：酒井　雅裕（北海道情報大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：岸川善紀(宇部工業高等専門学校)

司会者：岩田一男(九州栄養福祉大学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：佐藤修（東京経済大学）

司会者：加藤みどり（東京経済大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：稲永健太郎（九州産業大学）

司会者：後藤 哲郎（法政大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：小室達章（金城学院大学）

司会者：有馬　昌宏（兵庫県立大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：田中謙一郎（西南学院大学）

司会者：涌田幸弘（名古屋大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：北守一隆（北海道科学大学）

司会者：酒井雅裕（北海道情報大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：佐藤　芳彰（北海学園大学）

12:00〜
13:00

13:30〜
13:35

学会長挨拶：　村田　潔（明治大学教授）
司会者：　吉武春光（西南学院大学教授）

13:35〜
13:45

大会開催校挨拶：学長　カレンJ, シャフナー
司会者：吉武春光（西南学院大学　教授）

13:45〜
13:50

大会実行委員長挨拶：田中　謙一郎（西南学院大
学）

統一論題シンポジウム　司会者：
五藤寿樹（九州産業大学　教授）

　　

17:00〜
17:20

17:30〜
18:00

18:30〜
20:30

懇親会（ザ・レジデンシャルスイート・福岡 Grand Masters Café 百道店）

政府情報システムにおける

クラウド導入に関する

諸問題の考察

橋本 将仁

（情報セキュリティ大学院大学）

アレルゲン情報と遺伝子組換え

食品加工用酵素の

生産技術の自己強化

石川 雅敏

（東京理科大学大学院）

グローバルビジネスにおける

内部脅威リスクの比較

黒崎 由賀利

（情報セキュリティ大学院大学）

人口比率に着目した

訪日中国人観光客の

宿泊先選択の要因分析

苗 曄（秋田県立大学大学院）

嶋崎 真仁 (秋田県立大学大学院)

プロダクト・ジェネロアジー

（製品系譜学）を用いた

企業内研究所の開発プロセスの研究

（休　　憩）

地域情報発信における

リファレンスモデルの活用

柳田 義継（横浜商科大学）

RPA導入の現実と課題

宗平 順己

(Kyotoビジネスデザインラボ)

活動分析に基づく

ビジネスプロセスの

可視化手法について

16:10〜
16:30 　「九州地域企業・自治体のＲＰＡ導入動向報告」 友永　英機（株式会社ＮＴＴデータ九州）

16:30〜
16:50

2017年度学会賞「論文賞」受賞記念講演　伊藤　嘉浩（長岡技術科学大学准教授）

基調講演Ⅱ 司会者：
五藤寿樹（九州産業大学　教授）

「RPA（WinActor）導入事例、最新動向」

橘　俊也（株式会社ＮＴＴデータ　社会基盤ソリューション事業本部 ソーシャルイノベーション事業部 デジタルソリューション統括部ＲＰＡソリューション担当）

「株式会社リンネットのRPA実証実験について～食品小売、卸業務へのＲＰＡ適応事例～」 木村　純一（株式会社リンネット）

パネルディスカッション

13:50〜
14:50

15:00〜
16:00

基調講演・統一論題特別シンポジウム（東キャンパス・コミュニティセンター1Fホール）

「Artificial Intelligence and RPA　～未来のIT技術の品質を守る戦い～」

細川　宣啓（日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所部長）

基調講演Ⅰ 司会者：
学会長　村田　潔（明治大学　教授）

日本情報経営学会第７７回全国大会プログラム【１日目】

2018年11月23日（金）　８：３０受付開始

昼食・各種委員会

開会式（東キャンパス・コミュニティセンター1Fホール）

後藤 謙太郎・増田 靖

 (光産業創成大学院大学)

コンピューター産業における

バリューチェーン視角からの

競争に関する一考察

中村 英樹

（東京理科大学大学院）

グループ活動が職場の働き方に

及ぼす影響

穂積 和子（神奈川大学）

サービス連携知識間整合におけ

る情報品質 －知識表現のための

インターフェース－

木下 正博 (北海道科学大学)

青山 ゆう子・大森 義行 (札幌大学)

北守 一隆 (北海道科学大学)

日本情報経営学会誌の

論文共著傾向

佐藤 修（東京経済大学）

我が国の行政組織における

フリーアドレス オフィスの

活用について

上杉 志朗（松山大学）

山本 修一郎（名古屋大学）

藤川 なつこ  (神戸大学)

不正の組織化プロセスのArchiMate

を用いた分析：シェアハウス不正

融資の事例研究

藤川 なつこ（神戸大学）

山本 修一郎 (名古屋大学)

“Rough-consensus, running-code”

から実装主義へ:

相互可用性標準確立プロセスの

成熟化

深見 嘉明 （立教大学）

FinTechによる

新たな投資の潮流

遠藤 正之（静岡大学）

9:40～

10:20

10:30～

11:10

11:20～

12:00

AI人工物の科学：

解釈主義と批判主義

古賀 広志 (関西大学)

IoT環境下の

デジタルツイン構築の

課題と試み

譚 奕飛 (中央学院大学)

楊 文賀・吉田 孝太朗 (中央大学)

高桑宗右ヱ門（中央大学）

AI人工物と人間の

自律性パラドックス

山崎 由香里 (成蹊大学)

自治体から発信される観光情報を

位置情報を利用して取得する

ウェブアプリの可能性

有馬　昌宏

（兵庫県立大学）

責任あるAI人工物の開発：

RRIとSDGsの視点から

村田 潔 (明治大学)

高齢化地域コミュニティにおける

災害時対応のための個人情報管理

―片上地区町内会による

「声かけ名簿」事例－

折戸 洋子・鈴木 静 (愛媛大学)

村田 潔 (明治大学), 崔 英靖 (愛媛大学)

院生自由論題セッション(Ⅰ)

G会場(1-307教室)

院生セッションは時間帯に注意してください

全体：40分

発表：20分

コメント・討論：20分

9:40～12:00
内野 明（専修大学） 太田 雅晴（大阪市立大学）

岩田 一男

（九州栄養福祉大学）
竹田 信夫（中央大学） 後藤 哲郎（法政大学）

山田 啓一

（中村学園大学）

若年者のネット依存とQOLとの

関係性調査 ～作業療法士を目指す

学生を対象として～

CAST/MTAを用いた

論理プログラミングの

文系学生への教育事例の報告

ビッグデータ活用による知識移転

最適化のAI技術革新適応モデル

試案：気象関連ビジネス事例調査

スマートフォン産業の競争分析

～ポジショニング戦略を超えて

自由論題セッション(Ⅰ)

9:30～

10:00

10:10～

10:40

10:50～

11:20

11:30～

12:00

特定自由論題セッション(Ⅰ)

AIと囲碁

日本の強みを生かした

独自のサプライチェーン

マネジメントとその課題

ブロックチェーン環境における

取引システムの設計について


