⽇本情報経営学会第76回全国⼤会プログラム【1⽇⽬】
2018年6⽉2⽇（⼟）

８：３０受付開始

特定⾃由論題セッション（I）
IoTと情報経営研究

Ａ会場（115教室）

⾃由論題セッション（Ⅰ）

情報⾏動における組織市⺠⾏動

Ｂ会場（116教室）

Ｃ会場（117教室）

Ｄ会場（118教室）

院⽣⾃由論題セッション（Ⅰ）

E会場（111教室）

司会者：成川 忠之 (東海⼤学)

司会者：中井秀樹 (⼤阪成蹊⼤)

司会者：加納 郁也(兵庫県⽴⼤学)

司会者：⻘⼭ ゆう⼦(札幌⼤学)

司会者：井村 直恵(京都産業⼤学)

司会者：堀内 恵(中央⼤学)

10:00

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：澤野雅彦（北海学園⼤）加納郁也（兵庫県⽴⼤）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⼭崎 由⾹⾥(成蹊⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：北守 ⼀隆(北海道科学⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：中⻄ 晶(明治⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：柳⽥義継(横浜商科⼤学)

モバイル・ヘルスケアサービスにおける
価値共創
-ゲーミフィケーションによる物語化-

藤⽥ 美幸
(新潟国際情報⼤学)

労働時間管理を⾏うテレワークでの 偏在するAI⼈⼯物ネットのリスクと

⾼⼤連携とマス・メディアを

リスクと情報技術の

利⽤した地域活性化

インブリケーション：

〜福岡県⽴福岡農業⾼等学校の取組み〜

C.チボラの遺稿を参照して

市川 千尋(⽇本経済⼤学)

中原 翔(⼤阪産業⼤学)

⾃動⾞設計局⾯における

組織市⺠⾏動

使⽤倫理性の監理要点

ビットとアトムの連携

柳原 佐智⼦ (富⼭⼤学)

関⼝ 恭毅(関⼝情報経営研究所)

市⽥ 陽児(⽇本⼤学)

10:10〜

司会者：加納 郁也(兵庫県⽴⼤学)

司会者：⻘⼭ ゆう⼦(札幌⼤学)

司会者：井村 直恵(京都産業⼤学)

司会者：堀内 恵(中央⼤学)

10:40

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⼋鍬 幸信(札幌⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：峰滝 和典(近畿⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：向原 強(北海道情報⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：楊 ⽂賀(中央⼤学)

User eXperienceの
新しい潮流に関する考察

組織市⺠⾏動の光と陰

テクノロジーとジェンダー：
倫理的視点から考える

(フェンリル株式会社)
10:50〜
11:20

主体的学修志向型学⽣を育成する
オンライン仮想環境の開発と検証

成川 忠之 (東海⼤学)，ほか7名

古賀 広志 (関⻄⼤学)
⾼機能⾃閉スペクトラム症の⼈が
その特性を理解しているマネジャー

12:00

⽵村 敏彦(佐賀⼤学)

村⽥ 潔(明治⼤学)

司会者：向原

有⾺ 昌宏(兵庫県⽴⼤学)

強（北海道情報⼤学

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：藤本 直樹(北海道情報⼤学)

11:10

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：

組織市⺠⾏動概念の

在宅勤務とコミュニケーション

IT活⽤の課題

地域コミュニティへの拡張

地⽅公務員に対する質的調査

上杉 志朗(松⼭⼤学)

基調講演 司会者：
学会⻑

15:00〜

特別講演 司会者：

16:00

向原

司会者：⽥中謙⼀郎(⻄南学院⼤学)

司会者：村⽥ 幸則(藤⽥保健衛⽣⼤学)

司会者：

11:20〜

司会者：上⽥ 雅幸(北海学園⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：村⽥ 潔(明治⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⽵村 敏彦(佐賀⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：有⾺ 昌宏(兵庫県⽴⼤学)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：

12:00

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：関⼝ 恭毅(関⼝情報経営研究所)

ビデオアノテーション機能を
活⽤して継続的な⾏動変容を促す

サービス連携知識間整合における

地域の情報化と⽣産性に

リアルタイムシミュレーションのためのIoT

情報品質

関する実証分析

データ収集システムの設計と構築

峰滝 和典(近畿⼤学)

吉⽥ 孝太朗(中央⼤学⼤学院)

⽊下 正博(北海道科学⼤学)

浅井 宗海(中央学院⼤学)

⻘⼭ ゆう⼦・⼤森 義⾏(札幌⼤学）
北守 ⼀隆( 北海道科学⼤学)

講堂：2階から⼊場）

村⽥

教授）
教授）

潔（明治⼤学

村⽥

秀（北海道情報⼤学

学⻑）

向原

強（北海道情報⼤学

教授）

「⾷と健康と情報

潔 （明治⼤学

強（北海道情報⼤学

⻄平

教授）

酒井 雅裕（北海道情報⼤学

教授）

澤井

順

-

講堂）

江別モデルの成果と未来 -」

先⽣（北海道情報⼤学

副学⻑）

「北海道Society 5.0化作戦 IoT+Big Data+AIで考える地⽅再⽣戦略」
教授）

⼭本

強

先⽣（北海道⼤学

特任教授・北海道テレコム懇談会 会⻑）

シンポジウム「北海道のIoT,AI,メディア産業の展望と展開」

准教授）

16:10〜

「札幌市におけるAI,IoTによる産業創出の取り組み」

16:30

酒井

裕司

様（さっぽろ産業振興財団

専務理事）

「メディア産業の展望と展開」

16:30〜

伊藤

博之

様（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 代表取締役）

16:50〜

20:30

加納 郁也(兵庫県⽴⼤学)

司会者：遠藤 雄⼀(北海道情報⼤学)

統⼀論題特別シンポジウム 司会者：

18:20
18:30〜

細⾒ 正樹(⾹川⼤学)

吉⾒ 憲⼆(佛教⼤学)

松本 恭介(松⼭短期⼤学)

⼤会実⾏委員⻑挨拶

14:50

⼭崎 ⻯弥(明治⼤学⼤学院)

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：市川 千尋(⽇本経済⼤学)

⼤会開催校挨拶

13:50〜

17:10
17:20〜

⽵岡 志朗(桃⼭学院⼤学)

⼤学IRを推進する際の

基調講演・特別講演・統⼀論題特別シンポジウム（松尾記念館

16:50

現代的課題

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：浅井 宗海(中央学院⼤学)

AI利⽤時の選択アーキテクチャに

開会式（松尾記念館

13:50

ICTプロフェッショナリズムの

― 特徴抽出の⽅法に関する検討 ―

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⻄村 友幸(⼩樽商科⼤学)

学会⻑挨拶

13:45
13:45〜

10:20

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⼩川 ⻑(尾道市⽴⼤学)

司会者：

13:00

強（北海道情報⼤学

司会者：上⽥ 雅幸(北海学園⼤学)

機械学習を活⽤したテキストマイニング

昼⾷・各種委員会

司会者：向原

9:40〜12:00
9:40〜

10:30〜

12:00〜

13:35
13:35〜

発表：20分
コメント・討論：20分

司会者：梅村 匡史(札幌国際⼤学)

eポートフォリオシステムの提案

13:30〜

全体：40分

司会者：村⽥ 幸則(藤⽥保健衛⽣⼤学)

⼭崎 由⾹⾥(成蹊⼤学)

上⽥ 泰 (成蹊⼤学)

注意して下さい．

司会者：⽥中謙⼀郎(⻄南学院⼤学)

吉永 崇史 (横浜市⽴⼤学)

⾃⼰開発について

ポータルサイトとウェブアプリの可能性

院⽣セッションは時間帯に

司会者：遠藤 雄⼀(北海道情報⼤学)

関する試論：デフォルトの検討必要性

組織市⺠⾏動としての

討論

浅井 亮⼦(ウプサラ⼤学・明治⼤学)

から期待される職場での組織市⺠⾏動

11:30〜

位置情報を利⽤して取得する

関する実証分析

AI時代の⼥性労働
島内 広史・三部 元

⾃治体から発信される情報を

QRコード決済サービス利⽤に

G会場（113教室）

F会場（112教室）

9:30〜

パネルディスカッション
学会賞表彰・会員総会
次期⼤会委員⻑

ご挨拶

懇親会

松尾記念館

⽥中謙⼀郎

edcタワー

2階

講堂

先⽣（⻄南学院⼤学
カフェテリア

教授）

