
第1会場�（701教室） 第2会場（702教室） 第3会場（703教室） 第4会場（704教室） 第5会場（709教室） 第6会場（710教室） 第7会場（711教室）

司会：稲村�昌南（大阪成蹊大学） 司会：高井�才明（同志社大学） 司会：松田�昌人（京都経済短期大学） 司会：高山�誠（新潟大学） 司会：山口�哲朗（東京富士大学） 司会：田中�二郎（つくば国際大学） 司会：今井�希（北海道情報大学）

佐藤�修（東京経済大学） 柳原�佐智子（富山大学） 栗田�喜伸（甲南大学大学院） 高柳�直弥（大阪市立大学大学院） 吉見�憲二（早稲田大学大学院） 前田�瞬（札幌大学大学院）・八鍬 幸信（札幌大学） 吉田 紗由美（名古屋大学大学院）

コメンテーター：下崎�千代子（大阪市立大学） コメンテーター：安藤�明之（東京経済大） コメンテーター：林�幹人（桜美林大学） コメンテーター：赤岡�広周（徳山大学） コメンテーター：谷村�要（大手前大学） コメンテーター：関口�恭毅（関口報経営研究所） コメンテーター：松嶋�登（神戸大学）

司会：上笹�恵（大月市立短期大学） 司会：中島�浩行（広島工業大学） 司会：田中�宏和（静岡大学） 司会：藤川�健（愛媛大学） 司会：五藤�寿樹（日本橋学館大学） 司会：三輪�冠奈（名古屋学院大学） 特定自由論題：戦略論の実践と戦略の実践

司会：古賀�広志（関西大学）

百武�仁志（水戸短期大学） 小川�正史（大阪経済大学） 宗平�順己（株式会社オージス総研） 向日�恒喜（中京大学） 樋口�喜昭（早稲田大学大学院） 趙�潤（名古屋大学大学院）

コメンテーター：佐藤�修（東京経済大学） コメンテーター：稲永�健太郎（九州産業大学） コメンテーター：原田�保（多摩大学） コメンテーター：内藤�勲（愛知学院大学） コメンテーター：梅村�匡史（札幌国際大学） コメンテーター：野村�淳一（星城大学）

司会：太田�雅晴（大阪市立大学） 司会：村田�潔（明治大学） 司会：中井�秀樹（大阪成蹊大学） 司会：能勢�豊一（大阪工業大学） 司会：清家�彰敏（富山大学） 司会：譚 奕飛（中央学院大学）

松野�成悟（宇部工業高等専門学校）・�狭間 雅義（宇部
高専）・時永 祥三（九州大学）

八鍬�幸信（札幌大学） 竹田�信夫（中央大学） 安�重鎬・李�載弘（ソウル大学校経営大学） 増本�貴士（尾道大学） 桑�海侠（名古屋大学大学院）

コメンテーター：大島�直廣（中央学院大学） コメンテーター：柳原 佐智子（富山大学） コメンテーター：松岡�公二（拓殖大学） コメンテーター：川村�尚也（大阪市立大学） コメンテーター：有馬�昌宏（兵庫県立大学） コメンテーター：皆川�芳輝（名古屋学院大学）

司会：濵井�和子（広島国際大学） 司会：下崎�千代子（大阪市立大学） 司会：柳田�義継（横浜商科大学） 司会：井戸田�博樹（追手門学院大学） 司会：増本�貴士（尾道大学） 司会：野村�淳一（星城大学）

五藤�寿樹（日本橋学館大学） 米川�清（熊本学園大学） 田中�宏和（静岡大学） 朴�修賢（大阪成蹊大学） 加畑�貴規（洛陽荘） 唐�旭中（名古屋大学大学院）

コメンテーター：弘中史子（滋賀大学） コメンテーター：村田�潔（明治大学） コメンテーター：成川�忠之（東海大学） コメンテーター：東邦�仁虎（東京理科大学） コメンテーター：坪田�芳範（大阪産業大学） コメンテーター：三輪�冠奈（名古屋学院大学）

18:30 - 16:35

19:30 - 21:00

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） 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）

院生報告

中堅ファミリービジネスにおけるICT展開の意義

－ホワイトカラー生産性向上についての再考－

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－

13:00 - 13:10
開会式：第A会場（9階：906教室）（10分）

会長挨拶�高桑�宗右ヱ門（名古屋大学）

企業組織における知識共有のための結束型と

橋渡し型ソーシャル・キャピタルの共存

経営戦略論の問題領域と実践論的転回

今井�希（北海道情報大学）

院生報告
A Simulation Study of the Performance of Green
SCM Based on SME Process Innovation Using the

Concept of MFCA

院生報告

コンビニエンス・ストアにおける消費期限の短い製品

の最適発注量に関するシミュレーション分析

ユーザによる自主製作ゲームの発展可能性

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

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－

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－09:30 - 10:05

業務能力指標とサプライチェーン統合
CRMとしてのe-Learning「Web稽古」を用いた師弟

関係の維持

13:15 - 14:15

統一論題セッション：第A会場（905教室）�－�特別講演（報告50分+司会・質疑応答10分）��

10:10  - 10:45

10:50 - 11:25

11:30 - 12:05

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

複雑系理論に基づいた東日本大震災の分析

－茨城県内企業の状況を中心に

情報品質教育としてのEUC教育
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

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－

院生報告

MFCA Analysis of Work-In-Process Inventory

Level Based on Simulation

The Effects of Individual and Social Factors

on Knowledge Sharing Activities of the

Internet Community

現在のEUDに必要とされる知識／技能

－開発方法論の検討－

パフォーマンスベース経営の実践方法についての

考察

戦略的マネジメントコントロールの実践アプローチ

古賀�広志（関西大学）

「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）

次回全国大会実行委員長挨拶：第A会場（905教室）

懇親会：安芸グランドホテル

14:25 - 15:10

15:10 - 15:55

16:05 - 18:30

特別セッション：第A会場�（905教室）－�東日本大震災直後の情報通信とロジスティクス（145分 = 講演45分 x 3名 + 司会10分）��

「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－」

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）

「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）

「緊急支援物資ロジスティクスシステムの構築に向けて�－東日本大震災の事例からの教訓－」�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）

司会：高桑�宗右ヱ門（名古屋大学）

司会：安藤�明之（東京経済大学）

司会：久保田�洋志（広島工業大学）

統一論題セッション：第A会場（905教室）��（報告40分+司会5分）

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
限定合理性は認知的錯視ではない EUDによる業務システムの開発

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 戦略“論”の実践と戦略実践

髙木�俊雄（沖縄大学）

PCゲームの裏ビジネス

「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）

司会：太田�雅晴（大阪市立大学）



第5会場（709教室） 第6会場（710教室） 第7会場（711教室）

人工知能ビジネス�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

司会：多井�剛（流通科学大学） 司会：椎原�正次（大阪工業大学） 司会：加藤�英雄（大阪成蹊大学） 司会：中井�秀樹（大阪成蹊大） 司会：千代原�亮一（大阪成蹊大）

田村�直樹（関西外国語大学） 村田�幸則（藤田保健衛生大学）

コメンテーター：能勢�豊一（大阪工業大学） コメンテーター：由良�憲二（電気通信大学）

司会：安積�淳（拓殖大学） 司会：神山�卓也（東京海上日動あんしん生命保険株式会社） 司会：�溝下�博（あずさ監査法人 ） 司会：小川�長（尾道大学）

太田�雅晴（大阪市立大学）・高木 修一（大阪市立大学大学院） 開沼�泰隆（首都大学東京） 田嶋�敏男（産業能率大学） 青山�ゆう子（北海道大学）・北守 一隆（北海道工業大学）

コメンテーター：松井�美樹（横浜国立大学） コメンテーター：加藤 みどり（東京経済大学） コメンテーター：島田�裕次（東洋大学） コメンテーター：森田�裕之（大阪府立大学）

司会：福井�誠（流通科学大学） 司会：田村�直樹（関西外国語大学） 司会：朴�修賢（大阪成蹊大学） 司会：武村�泰宏（大阪芸術大学）

石島�隆（法政大学） 土橋�力也（長崎大学） 谷村�要（大手前大学） 譚�奕飛（中央学院大学）

コメンテーター：井戸田�博樹（追手門学院大学） コメンテーター：涌田�幸宏（名古屋大学） コメンテーター：上杉�志朗（松山大学） コメンテーター：飯島�康道（愛知学院大学）

司会：上田�昌史（国立情報学研究所） 司会：平野�実（県立広島大学） 司会：岡田�仁志（国立情報学研究所） 司会：飯島�康道（愛知学院大学）

田中�謙一郎（西南学院大学） 加藤�みどり（東京経済大学） 有馬 昌宏（兵庫県立大学） 小川�長（尾道大学）・本田�治（尾道大学）

コメンテーター：森田�裕之（大阪府立大学） コメンテーター：高木�俊雄（沖縄大学） コメンテーター：宮原�勅治（川崎医科大学・川崎医療福
祉大学）

コメンテーター：北守�一隆（北海道工業大学）

��

��

消費者行動のシミュレーションによるアプローチ

「アニメ聖地」における「ジモト」型コミュニティ

統一論題セッション（報告45分+司会・質疑応答10分）

第A会場（9階905教室）

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－

汝のデジタルアイデンティティを知れ

村田�潔（明治大学）

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）

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）

スピード経営

清家�彰敏（富山大学）

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）
ディスカッションディスカッション

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

ITを活用した継続的モニタリングと継続的監査の経

営管理への貢献

第3会場（703教室）第2会場（702教室）第1会場（701教室）

15:00 - 15:55

14:00 - 14:55

13:00 - 13:55

11:30 - 12:05

10:50 - 11:25

商品普及過程とその欠損データに関する一考察
標準化のさじ加減�－現場重視の社内標準化に見る

計画的創発の促進－

住民の生命保護と自治体保有の個人情報保護の

トレードオフ�－全国ウェブ調査の結果から－

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

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－
特定家庭用機器再商品化法に関する検討

ドミナント・デザインの形成プロセス

－自転車産業の事例－

若者のオンラインプライバシー感覚：

個人情報提供行動に関する意識とその要因

折戸�洋子（愛媛大学）

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）

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）

特定自由論題セッション

MOT誕生の変遷と問題点に関する考察
精密部品生産ラインにおける計画生産体制について

－計画と予期しない受注への対応－09:30 - 10:05 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）

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）

10:10 - 10:45

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4会場（704教室）

�「ICTは住民生活に豊かさをもたらしたのか？」

�有馬昌宏（兵庫県立大学）

司会：上藤�千城（久留米大学）

司会：�高桑�宗右ヱ門（名古屋大学）

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（東京大学先端科学技術研究センター・日本学術会議会長）

「情報品質から「豊かな暮らし」の実現を考える」

�関口恭毅（北海道大学名誉教授・関口情報経営研究所代表）

司会：�北守�一隆（北海道工業大学）


