
■第1日目　6月29日（土曜）

9:00-10:30
ポスター発表

座長 ：高田朝子（法政大学）
【会場 451】

会場 会場A（455） 会場B（456） 会場C（457） 会場D（445） 会場E（446） 会場F（447） 会場G（453） 会場H（452） 会場I（442）

セッション名 企業戦略とＩＴ（１） 人材・能力開発 政府・自治体 情報システムと企業（１） ナレッジマネジメント 情報化社会 持続可能社会
研究部会１

ソーシャルメディアとシ
ミュレーション

研究部会３
事例研究方法

座長 北中英明(拓殖大学） 国保祥子（静岡県立大学） 宮崎正史（金沢星稜大学） 内野明（専修大学） 加藤尚子（豊橋創造大学） 佐藤修(東京経済大学) 藤井享（日立製作所） 梅原英一（東京都市大学） 國領二郎（慶應義塾大学）

10:00-10:30

イノベーション戦略とダイナ
ミックケイパビリティの統合
プロセスの情報化について
佐藤亮（横浜国立大学）

成熟企業における人間系のあ
り方に関する一考察
赤尾嘉治（NPO法人 OCP総合
研究所）

災害発災時における地方自治
体の災害情報の収集と提供
吉田博一（大阪府、摂 南大
学）

現場中心アプローチのデータ
ベース運用管理の適用例
中西昌武（名古屋経済大学）

ナレッジマネジメントのため
の参照モデル構築に向けて
吉田武稔（北陸先端科学技術
大学院大学）

コーホート分析によるPC利用
に関する考察
杉浦愼一（読売広告社、東京
工業大学）、比嘉邦彦（東京
工業大学）

拡大成長から持続可能な経営
へ
森下あや子（静岡大学 創造科
学技術大学院）

10:30-11:00

ビジネスシミュレーションを
活用した戦略プランニングと
戦略投資意思決定制度の大企
業における事例報告
小川康（インテグラート株式
会社）

人材タイプに応じたリーダー
シップのあり方
横井久美子（福島工業高等専
門学校）

政府・自治体システムの住民
評価
渡邊真治（大阪府立大学）

情報視覚化技術による人材マ
ネジメント支援に関する研究
宮 下 太 陽 （ 日 本 総 合 研 究
所）、齊藤進也（立命 館大
学）

組織内自尊感情が知識提供に
与える影響
向日恒喜（中京大学）

大学生のニュース情報収集の
特徴
渡部雅男（熊本大学）、小畑
喜一（青山学院大学）

固定価格買取制度の日本再生
可能エネルギー産業への影響
中田行彦（立命館アジア太平
洋大学）

11:00-11:30

IT投資ポートフォリオ構築にお
けるリスク評価フレームワー
クの提案
工藤周平（秋田県立大学), 安
田一彦（東北大学）

日本企業の海外展開におけるIT
人材育成と本社IT部門の役割に
関する考察
成澤理香（東京大学大学院学
際情報学府）

「顧客満足」の民官比較
河合亜矢子（高千穂大学）

ＩＴ部門で働きながら抱える
課題ならびにその検討法の検
証 －ＩＴ人材育成セミナーを
通じて－
布施匡章（近畿大学、一般財
団法人関西情報センター）、
宗平順己（株式会社オージス
総研）

生産現場で知識創造を促進す
るリーダーシップ
松平好人（金沢星陵大学 経
済学部）

実態調査に基づいた情報基礎
教育のあり方に関する考察
内木哲也（埼玉大学大学院文
化科学研究科）、陸璐（埼玉
大 学 大 学 院 文 化 科 学 研 究
科）、富澤浩樹（埼玉大学大
学院文化科学研究科）

ヒューマンサービスの経営
稲垣伸子（慶應義塾大学）

11:30-12:00

ITが組織IQに与えるインパクト
の評価
平野雅明（早稲田大学）

職場リーダー像に対する認識
共有のための一手法の提案
佐々木康浩（東京工業大学大
学院、株式会社三菱総合研究
所）, 國上真章（東京工業大学
大学院）, 寺野隆雄（東京工業
大学大学院）

オープンガバメントの推進と
公共サービスの変容
本田正美（東京大学大学院情
報学環）

BPM+SOAによるパッケージソ
フトのSaaS化
宗平順己（株式会社オージス
総研）

東日本大震災後の石巻市の情
報化に関する調査研究
益満環（石巻専修大学）、安
田一彦（東北大学大学院）

集団区間AHP法を用いた東日
本大震災からの復興に向けた
商品パッケージのデザインに
関する提案
坂巻英一（公立大学法人宮城
大学）

12:00-13:00

13:00-13:30

13:30-15:00

15:00-15:15

15:30-17:00

17:00-19:00

パネルディスカッション【南校舎ホール】
『経営情報の今、そして未来』

パネリスト：小佐野豪績（ヤマト・ホールディングス執行役員、2012年度日経CIOオブザイヤー）、谷脇康彦（総務省情報流通行政局官房審議官）、平野雅章（早稲田大学）
モデレーター：髙木晴夫（慶應義塾大学）

国際化タスクフォース表彰【南校舎ホール】

総会【南校舎ホール】

懇親会【ザ・カフェテリア（南校舎４階）】

2013年度　経営情報学会　春期全国研究発表大会プログラム
【開催日：2013年6月29日（土）、30日（日）　場所：慶應義塾大学三田キャンパス 南校舎】

電子マネー普及の差異：マ
ルチ・エージェント・シ
ミュレーションによるアプ
ローチ
梅原英一（東京都市大学）
渡部和雄（東京都市大学）

企業内つぶやきシステムに
おける雑談コミュニケー
ションの分析
岩本茂子（電気通信大学）
諏訪博彦（電気通信大学）
太田敏澄（電気通信大学）

中小企業の情報化を促進す
る社会情報プラットフォー
ムの提案
田中宏和（静岡大学）

ビジネスゲームを使った学
習転移に関する考察
田中宏和（静岡大学）

いまいちど経営情報学会に
おける事例研究の意義を考
える

國領二郎（慶應義塾大学）
根来龍之（早稲田大学ビジ
ネススクール）
林幹人（愛知学院大学経営
学部）

昼休み

開会式【南校舎ホール】

P-1 地域活性プロセスモデルの活用―マクロ・定量的視点からの地域活性事例評価―
　　　　佐伯悠(青山学院大学大学院)、小山大輔(学研ホールディングス)
P-2 市場の技術変化に応じるケイパビリティの特性と変化-考察
　　　　田中章雅(横浜国立大学大学院国際社会科学研究科), 佐藤亮(横浜国立大学大学院
            国際社会科学研究科)
P-3 ABMSによる動的平衡の分析
　　　　本間雅都(日本大学), 齋藤敏雄(日本大学)

P-4 市町村におけるTwitterの活用状況
　　　　上野亮(青山学院大学大学院 社会情報学研究科), 飯島泰裕(青山学院大学
            社会情報学部)
P-5 テキスト評価分析を用いたヘルプデスク効率化手法の提案
　　　　輪島幸治(産業技術大学院大学), 小河誠巳(東京理科大学), 古川利博(東京理科大学)
P-6 原価計算特化型言語による原価情報活用支援―固定費領域に関して―
　　　　福山倫基(一橋大学大学院)

受付開始 8：30～　　（受付場所 南校舎 ５階）



■第2日目　6月30日（日曜）

9:00-10:00
学会賞講演

座長：高田朝子（法政大学）
【会場A（４５５）】

会　場 会場A（455） 会場B（456） 会場C（457） 会場D（445） 会場E（446） 会場F（447） 会場H（452） 会場I（442）

セッション名 企業戦略とＩＴ（２） 経営戦略（１） 情報システムと企業（２） 教育・学習（１） イノベーション 起業･事業開発
研究部会２

官の情報システム
研究部会４

国際化タスクフォース

座長 小川美香子（東京海洋大学） 税所哲郎（群馬大学） 安藤信雄（中部学院大学） 折田明子（関東学院大学） 妹尾大（東京工業大学） 河合亜矢子（高千穂大学） 森田勝弘（法務省） 平野雅章（早稲田大学）

10:00-10:30

新エコシステムに適応するＩＴ企業
戦略
高橋浩（宮城大学）

ICT時代の産業・経営戦略
出口弘（東京工業大学）

定量的プロジェクトリスクマネジメ
ント・ガイドの研究
小倉博行（三菱電機株式会社）、岩
切博（同）、中前雅之（同）、阪上
直人（同）

次世代リーダー育成プログラムへの
受講者の視点
大嶋淳俊（多摩美術大学）

イノベーションを実現する創造性因
子とは何か
櫻井敬三（日本経済大学）

プロデューサ型グローバル人材育成
における大学の役割
江 田 英 雄 （ 光 産 業 創 成 大 学 院 大
学）、藤野えりな（同）、高谷周司
（同）

10:30-11:00

企業の変革を阻むITの壁
淀川高喜（野村総合研究所）、平野
雅章（早稲田大学）

オープンソース・ソフトウェアの活
用・開発貢献が企業経営に及ぼす影
響に関する研究
丹生晃隆（国立大学法人島根大学）
野田哲夫（同）

保守活動からシステムライフサイク
ルマネジメントの視点への移行に関
する考察
和田初枝（北陸先端科学技術大学院
大学）、吉田武稔（同）

地域活性化への貢献意識を高める教
育活動に関する考察
成瀬喜則（富山高等専門学校）、清
水真（同）

地域製造業の企業特性分析による地
域活性化政策の研究
細矢淳（早稲田大学 国際情報通信セ
ンター), 中西穂高（帝京大学), 坂田
淳一（早稲田大学), 鈴木勝博（同）

企業内起業イノベータの役割と成功
に向けた要件の検討
岡田裕之（光産業創成大学院大学、
浜松ホトニクス株式会社中央研究
所）, 江田英雄（光産業創成大学院

11:00-11:30

グローバル戦略提携における組織間
関係
中田行彦（立命館アジア太平洋大
学）

日本半導体事業の分断的イノベー
ションへの対応
小嶌基弘（みずほ情報総研、立命館
大学大学院テクノロジー・マネジメ
ント研究科), 三藤利雄（立命館大学
大学院テクノロジー・マネジメント
研究科）

高可用な情報システム基盤による事
業継続の実現と耐災害性実証シナリ
オの提案
宗形聡（株式会社日立ソリューショ
ンズ東日本）、宋チュウ（同）、手
塚大（同）、村岡裕明（東北大学電
気通信研究所）

プロジェクト型科目における経営手
法の実践事例
中野真（金沢工業大学）、石原正彦
（同）、江村伯夫（同）

信用とベンチャー企業
内 山 昌 一 （ ナ ノ ・ ミ ー ル 株 式 会
社）、江浦茂（光産業創成大学院大
学）、江田英雄（光産業創成大学院
大学）

中小企業が医療機器業界に参入する
際の戦略と戦術の検討
鈴木一隆（光産業創成大学院大学),
江田英雄（同）

11:30-12:00

ビジネスデザイン序説
小松昭英（ものづくりAPS推進機
構）

生き残り経営における「語り」とい
う言語行為の戦略性に関する一考察
増田靖（水道機工株式会社）

GMAIS応用の経営日本語教育システ
ムの概念
沢恒雄

大規模経営組織における個人提案の
有効性
山口祥弘（ソニー株式会社）

機器を利用したコンサルテーション
ネットワークによる医療の見えない
壁の打破
豊田祐一（光産業創成大学院大学、
浜松ホトニクス株式会社), 江田英雄
（光産業創成大学院大学）

セッション 金融と情報開示 経営戦略（２） 意思決定 教育・学習（２） システム評価 数理モデル
研究部会6

組織、人、情報とイノベーショ
ン

研究部会5
社会ネットワークと感性価値、

スピルオーバー

司会進行 林幹人（愛知学院大） 内木哲也（埼玉大学） 佐藤亮（横浜国立大学） 田名部元成（横浜国立大学） 中西晶(明治大学） 高橋真吾（早稲田大学） 伊東俊彦（桜美林大学） 相原憲一（一般社団法人絆塾）

12:30-13:00

金融機関の信用リスクマネジメント
とその定量情報の開示
石島隆（法政大学）

ユーザー資産を共用するコンシュー
マゲーム発売時期がアーケードゲー
ムの実績に与える影響
木村誠（長野大学企業情報学部）

効用関数を活用したリスク認知の数
理モデルの提案
安井省侍郎（厚生労働省）

インタラクティブ性を重視した大学
１年生向け情報システム教育の実践
小林満男（新潟国際情報大学）、上
西園武良（同）、小宮山智志（同）

情報基盤におけるWiFi強度計測シス
テムの必要性
川 口 奏 （ 静 岡 大 学 ） 、 水 野 信 也
（同）、関睦実（同）、井上春樹
（同）、長谷川孝博（同）、山崎国
弘（同）

磁性体における非平衡過程との類似
性に着目したネットワーク外部性発
現メカニズムの定量的解明
石井充（金沢工業大学）

13:00-13:30

第三者割当増資発表と社債市場の関
係について
上瀧弘晃（三井住友信託銀行）、山
下泰央（同）、高橋大志（慶應義塾
大学大学院経営管理研究科）

ECサイトにおけるサイト閲覧行動と
購買行動の分析
生田目崇（中央大学）、鈴木元也
（株式会社ブレインパッド）

エージェントの市場情報への感度の
差異が価格形成に及ぼす影響に関す
る考察
富澤浩樹（埼玉大学大学院), 内木哲
也（同）

大学授業におけるインタラクティブ
教材の活用
石田崇（早稲田大学）、小林学（湘
南工科大学）、梅澤克之（日立製作
所）、平澤茂一（早稲田大学）

システム分析はなぜ存在を当然視し
てきたのか？
小坂武（諏訪東京理科大学）

ヘドニックゲームにおける提携の影
響力分析
小島健太郎（青山学院大学）

13:30-14:00

タイ・マレーシアおよびシンガポー
ルの証券取引所における上場企業の
財務情報開示に関する比較
名児耶富美子（青山学院大学大学院
国際マネジメント研究科）、市野初
芳（同）

コンピュータ・ソフトウェアの階層
介入戦略の先行研究レビュと課題の
考察
加藤和彦（名古屋産業大学）

多角化におけるオントロジカルレベ
ルビジネスプロセス変革パタン研究
永吉実武（東京工業大学）

デジタルメディアの高等教育におけ
る効果的活用に関する考察
荒川一彦（近畿大学）、吉田俊六
（富山大学）

福島第一原発事故時の東電テレビ会
議の多面的分析
四本雅人（関東学院大学）、髙木俊
雄（沖縄大学）、中西晶（明治大
学）、牛丸元（同）

14:00-15:15

2013年度　経営情報学会　春期全国研究発表大会プログラム
【開催日：2013年6月29日（土）、30日（日）　場所：慶應義塾大学三田キャンパス　南校舎】

昼休み　（12:00～12:30）

情報共有と意識改革の事例研究
ー創造性ある組織への変革過

程ー

伊東俊彦（桜美林大学）
奥村経世（専修大学）

池邊俊一（サステナブル・イノ
ベーションズ）

瀬領浩一（金沢大学）
向井和男（KM研究所）

巽栄作

新たな社会資本投資とダイナ
ミックケイパビリティ

相原憲一（一般社団法人絆塾）
佐藤和枝（一般社団法人絆塾）

奥山睦（株式会社ウイル）
久米信行（久米繊維工業）

特別講演【南校舎ホール】
　『経営と共に進化するワークスタイルと創発する場』
齋藤 敦子 様　コクヨ株式会社【WORKSIGHT LAB】 所長

感謝状の贈呈、閉会の辞（高木晴夫 大会長）

イノベーションをもたらす技術知識の獲得―技術・市場的知識オーバーラップモデルの実証研究―
（経営情報学会誌, Vol.20, No.4, March 2012）
大江秋津（筑波大学大学院）

「専門家」導入の効果（選定と
活用）

土肥亮一（会計検査院）

電子行政における外字問題につ
いて

榎並利博（富士通総研）

電子政府・自治体の日韓比較に
ついて

島田達巳（情報セキュリティ大
学院大学）

府省共通システム開発における
課題

小畑智大（会計検査院）

地方自治体におけるIS開発・BPR
の推進要因

吉田健一郎（麗澤大学）

研究の国際化セッション
主催：国際化タスクフォース、

JPAIS (Japan Asscoiation for
Infrmation Systems)

佐藤修（東京経済大学）
平野雅章（早稲田大学）

田名部元成（横浜国立大学）
Pee L.G.（東京工業大学）
角埜恭央（東京工科大学

森脇紀彦（東京工科大学）
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