日本情報経営学会 第６３回全国大会
開催期間： ２０１１年１１月２６日（土）～２７日（日）
開催場所： 広島工業大学 三宅の森Nexus21 （広島県広島市佐伯区三宅２－１－１）

大会プログラム 第１日目 １１月２６日（土）

自由論題セッション 一般報告 （報告20分・コメント5分・質疑応答10分）
第１会場

第２会場

自由論題セッション 院生報告 （報告20分・コメント5分・質疑応答10分）
第３会場

院生報告
CRMとしてのe-Learning「Web稽古」を用いた師
中堅ファミリービジネスにおけるＩＣＴ展開の意義
弟関係の維持
－ホワイトカラー生産性向上についての再考－
柳原 佐智子（富山大学）
栗田 喜伸（甲南大学大学院）

09:30 - 10:05

業務能力指標とサプライチェーン統合
佐藤 修（東京経済大学）

10:10 - 10:45

東日本大震災における企業の
サプライチェーンへの影響 －茨城県を中心に
百武 仁志（水戸短期大学）

授業評価アンケートのための
教育サービスＩＴソリューション
小川 正史（大阪経済大学）

10:55 - 11:25

国内製造業におけるグリーンSCMの取組みと
パフォーマンスに関する実証分析
松野 成悟（宇部工業高等専門学校）

情報品質教育としてのEUC教育
八鍬 幸信（札幌大学）

11:25 - 12:05

老舗企業におけるスマートエンバイロンメントの研
究：国分株式会社の事例
五藤 寿樹（日本橋学館大学）

第４会場

第５会場

第６会場

第７会場

院生報告
インタラクティブメディアとしての企業博物館
－企業アイデンティティとイメージの動的構成－
高柳 直弥（大阪市立大学大学院）

院生報告
プラットフォームの違いがクチコミに与える影響に関す
る研究
吉見 憲二（早稲田大学大学院）

院生報告
会計情報活用能力醸成のための情報経営教育
－情報品質教育の観点からの一試論－
前田 瞬（札幌大学大学院）

院生報告
遺伝子組換え技術の社会的形成
－国内の遺伝子組換え食品をめぐる問題－
吉田紗由美（名古屋大学大学院）

パフォーマンスベース経営の実践方法についての考 企業組織における知識共有のための結束型と橋渡
察
し型ソーシャル・キャピタルの共存
宗平 順己（株式会社オージス総研）
向日 恒喜（中京大学）

院生報告
過疎・高齢化地域におけるメディア環境の変容
－福島県昭和村の事例を中心に
樋口 喜昭（早稲田大学大学院）

院生報告
特定自由論題：戦略論の実践と戦略の実践
MFCA Analysis of a Group-Production
Cell Based on a Simulation of the Work戦略マネジメントコントロールの実践アプローチ
in-Process Inventory Level
古賀 広志（関西大学）
趙 潤（名古屋大学大学院）

現在のEUDに必要とされる知識／技能
竹田 信夫（中央大学）

The Effects of Individual Factors and
Social Relations on the Knowledge
Sharing Activities of the Internet
Community
安 重鎬（ソウル大学校経営大学）

ユーザによる自主製作ゲームの発展可能性
増本 貴士（尾道大学）

院生報告
小売店における廃棄時間が短い製品の最適発注
量に関するシミュレーション分析
桑 海侠（名古屋大学大学院）

経営戦略論の問題系と実践論的転回
今井 希（北海道情報大学）

EUDによる業務システムの開発
～エンドユーザはシステムをどこまで作れるのか
田中 宏和（静岡大学）

韓国のモバイル通信市場における消費者継続利
用意向に関する研究
朴 修賢（大阪成蹊大学）

PCゲームの裏ビジネス
加畑 貴規（洛陽荘）

院生報告
A Simulation Study of the Performance
of Green SCM Based on SME Process
Innovation Using the Concept of MFCA
唐 旭中（名古屋大学大学院）

戦略の明示的側面と遂行的変化
高木 俊雄（沖縄大学）

開会式（10分）
13:00 - 13:10

第Ａ会場
会長挨拶

統一論題セッション： 特別講演（報告50分+司会・質疑応答10分）
第Ａ会場
13:15 - 14:15
「スマートグリッドが切り拓く新生スマートニッポン」
村上憲郎（村上憲郎事務所代表 ・ 前グーグル日本法人名誉会長、元グーグル米国本社副社長兼グーグル日本法人代表取締役社長）

統一論題セッション（報告40分+司会5分）
第Ａ会場

14:25 - 15:10

「富士通のスマートグリッド・スマートシティへの取り組み －ＩＣＴの視点から－」
近藤 克之（富士通株式会社 スマートシティプロジェクト推進室 シニアマネージャー）

15:10 - 15:55

「スマートグリッドに適応した建物使用エネルギーの需給制御システム －今夏の節電に大きな効果発揮ー」
沼田 茂生（清水建設株式会社 技術研究所 地球環境技術センター 所長）

特別セッション： 東日本大震災直後の情報通信とロジスティックス（145分 = 講演45分 x 3名 + 司会10分）
第Ａ会場
16:05 - 18:30

「東日本大震災による通信の被害・復旧状況と今後の取組」 山路 栄作（総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課 安全・信頼性対策室長）（45分）
「東日本大震災における支援物資輸送とその課題について」 田中 照久（軽自動車検査協会 審議役（前国土交通省 総合政策局 物流政策課長））（45分）
「東日本大震災と石油産業 －石油におけるサプライチェーンの課題－」 橋爪 吉博（石油連盟 広報グループ長）（45分）

懇親会
19:30 - 21:00
安芸グランドホテル

日本情報経営学会 第６３回全国大会
開催期間： ２０１１年１１月２６日（土）～２７日（日）
開催場所： 広島工業大学 三宅の森Nexus21 （広島県広島市佐伯区三宅２－１－１）

大会プログラム 第２日目 １１月２７日（日）

自由論題セッション 一般報告 （報告20分・コメント5分・質疑応答10分）

第１会場

第２会場

ＭＯＴ誕生の変遷と問題点に関する考察
田村 直樹（関西外国語大学）

10:10 - 10:45

経営のイノベーティブサステナビリティを達成する上で
のＩＴの役割
太田 雅晴（大阪市立大学）

10:50 - 11:25

ＩＴを活用した継続的モニタリングと継続的監査の ドミナント・デザインの形成プロセス：自転車産業の
経営管理への貢献
事例
石島 隆（法政大学）
土橋 力也（長崎大学）

商品普及過程とその欠損データに関する一考察
田中 謙一郎（西南学院大学）

第６会場

第７会場

グーグル総合研究

就業力育成に向けた教授方略の研究

情報倫理

限定合理性は認知的錯視ではない
米川 清（熊本学園大学）

クラウド・コンピューティングによるデジタルコンテンツビ
ジネスの発展可能性
増本 貴士（尾道大学）

就業力育成のための学習システム構築の試み
浅井宗海（大阪成蹊大学）

ソーシャルメディアにおける倫理的課題
中谷 常二（近畿大学）

地方自治体の水道事業会計の国際比較－財務
諸表を中心として－
田嶋 敏男（産業能率大学）

消費者行動のシミュレーションによるアプローチ
青山 ゆう子（北海道大学）

クラウド・コンピューティングによる家庭用エンターテイ
メント
加畑 貴規（洛陽荘）

ICTを活用した教育支援に関する一考察
中井秀樹（大阪成蹊大学）

ソーシャル・メディアにおける情報提供行動の動
機：人肉捜索の事例分析を通じて
崔 英靖（愛媛大学）

「アニメ聖地」における「ジモト」型コミュニティ
谷村 要（大手前大学）

情報システム導入効果の評価におけるビジネスプロ
セスシミュレーションの活用について
譚 奕飛（中央学院大学）

グーグルの多面的企業比較の試論
清家 彰敏（富山大学）

PBLの学習効果の検証と評価システム
稲村昌南（大阪成蹊大学）

若者のオンラインプライバシー
折戸 洋子（愛媛大学）

コモディティ化市場における差別化と同質化 －シ
ミュレーション分析によるアプローチ－
小川 長（尾道大学）

ディスカッション

ディスカッション

汝のデジタルアイデンティティを知れ
村田 潔（明治大学）

第３会場

第４会場

精密部品生産ラインにおける計画生産体制につい カンボジアにおける産業クラスターの可能性 －プノ
て －計画と予期しない受注への対応－
ンペン経済特区を事例として－
村田 幸則（藤田保健衛生大学）
税所 哲郎（群馬大学）

09:30 - 10:05

11:30 - 12:05

特定自由論題セッション
第５会場

特定家庭用機器再商品化法に関する検討
開沼 泰隆（首都大学東京）

標準化のさじ加減－現場重視の社内標準化事例
に見る計画的創発の促進－
加藤 みどり（東京経済大学）

統一論題セッション（報告45分+司会・質疑応答10分）
はげ
第Ａ会場

13:00 - 13:55

基調講演：「震災復興に当たってのICTの役割について」
大西隆（東京大学東京大学先端科学技術研究センター・日本学術会議会長）

14:00 - 14:55

「情報の質と生活の質」
関口恭毅（北海道大学名誉教授・関口情報経営研究所代表）

15:00 - 15:55

「地方自治のIT化と住民生活の質」
有馬昌宏（兵庫県立大学）

次回全国大会実行委員長挨拶
16:00 - 16:05
第Ａ会場（Nx.905）

