
日本情報経営学会 第83回全国大会プログラム 専修大学神田キャンパス10号館

院生セッション

4IRとメタバース 4IR時代のイノベーションとビジネス・モデル創造 異分野連携における情報システムの開発・運用の課題

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 D会場 E会場 Ｆ会場 Ｇ会場

9:30 司会 成川忠之（東海大学） 司会 高山 誠（ハリウッド大学院大学） 司会 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 9:30 司会　上田雅幸（北海学園大学） 司会　福田康典（明治大学） 9:40 司会　田中宏和（静岡大学）

10:00 コメンテータ 成川忠之（東海大学） コメンテータ 朴　修賢（追手門学院大学） コメンテータ 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 10:00 コメンテータ　向原 強（北海道情報大学） コメンテータ　小川 長（尾道市立大学） 10:20 コメンテータ　藤井 享（北見工業大学）

テレワークを通じたWell-beingの追求：生産性概念の批判
的考察

企業内SNS導入におけるチーム・バウンダリー・スパニン
グの変化

          ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティ
向上支援システム

珈琲焙煎・抽出に関するナラティブ分析を通じた職人技術
の電子化・自動化阻害要因分析

日中生鮮食品コールドチェーン物流の効率性比較と中国
の効率性に及ぼす影響要因に関する研究

　SentiWordNetを用いた多言語テキストに対する感情分
類の試み

前田 瞬（活水女子大学） 深見嘉明（東京理科大学） 梁 小芸（筑波大学） 大川 慎（名古屋市立大学大学院）

高山 直（北陸大学） 阿部裕香里（日本文理大学） 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 開沼泰隆（東京都立大学）

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ Ｄ１ Ｅ１

10:10 司会 成川忠之（東海大学） 司会 高山 誠（ハリウッド大学院大学） 司会 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 10:10 司会　上田雅幸（北海学園大学） 司会　小川 長（尾道市立大学） 司会　酒井雅裕（神奈川工科大学）

10:40 コメンテータ 成川忠之（東海大学） コメンテータ 朴　修賢（追手門学院大学） コメンテータ 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 10:40 コメンテータ　崔 英靖（愛媛大学） コメンテータ　山崎由香里（成蹊大学） コメンテータ　堀内 恵（中央大学） Ｇ１

ESG・SDGs時代のサステナビリティ関連情報開示実務に
関する考察

『ビジネスモデル創造企業』の出版に際して 農業教育における人材教育に対するAR利活用の効果 コロナ禍における人々の生活満足度 消費者による個人情報開示の付随的性質
フラット化論の課題：二項対立から二項両立の理論構築

へ

島内広史（株式会社ディーバ） 岡野康弘（新潟農業･バイオ専門学校） 峰滝和典（近畿大学） 福田康典（明治大学） 入江信一郎（京都工芸繊維大学）

三宅良和（株式会社ディーバ） 伊藤嘉浩（長岡技術科学大学） 槇坂寛幸（新潟農業・バイオ専門学校） 村田 潔（明治大学）折戸洋子（愛媛大学）

山本岩尚（株式会社ディーバ） Ｂ２ 秋山正之（ 新潟農業・バイオ専門学校） Ｄ２ Ｅ２ Ｆ２
Ａ２ Ｃ２　　　斎藤　順（新潟食料農業大学）

10:50 司会 松岡公二（拓殖大学） 司会　朴 修賢（追手門学院大学） 司会 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 10:50 司会　藤井 享（北見工業大学） 司会　税所哲郎（国士舘大学） 司会　町田欣弥（駿河台大学） 10:30 司会　田中宏和（静岡大学）

11:20 コメンテータ　松岡公二（拓殖大学） コメンテータ 朴 修賢（追手門学院大学） コメンテータ 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 11:20 コメンテータ　佐々木 宏（立教大学） コメンテータ　小川 長（尾道市立大学） コメンテータ　酒井雅裕（神奈川工科大学） 11:10 コメンテータ　上田 泰（成蹊大学）　

オンラインシステムを活用した主体的学修志向型学生を
育成する環境の開発と検証

　　モバイル・アプリによるすり合わせが興したダイナミッ
ク・イノベーション

　　札幌市の保健所行政を支援する｢こびまる｣の現状と
課題

金融機関における新型コロナウイルス感染症の影響
サービス連携における情報品質

－給食管理システムと在庫管理システムの連携―
デジタル社会のユーザにセキュリティ意識を醸成するサイ

バーハイジーン（Cyber Hygiene）教育の検討と現状
J-POPの歌詞はなぜ若者の共感を生むのか

成川忠之（東海大学） 向原 強（北海道情報大学） 市川千尋（日本経済大学） 青山 ゆう子（札幌大学） 山崎竜弥（富山大学） 増田ゆい（近畿大学）

及川 義道（東海大学） 高山 誠（ハリウッド大学院大学） 藤本直樹（北海道情報大学） 北守一隆（北海道科学大学） 柳原 佐智子（富山大学）

島内広史（株式会社ディーバ） 谷川琢海（北海道科学大学）

小川芳範（株式会社クレバ） 小山雅之（札幌医科大学）

高塚伸太朗（札幌医科大学） Ｇ２
Ａ３ Ｂ３ 　Ｃ３　　　　中山龍一（札幌医科大学） Ｄ３ Ｅ３ Ｆ３

高塚琢海（北海道科学大学）

福田 潤（ESRIｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社）

小澤秀弘（札幌市保健所）

11:30 司会 松岡公二（拓殖大学） 司会 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 11:30 司会　藤井 享（北見工業大学） 司会　穂積和子（神奈川大学） 司会　町田欣弥（駿河台大学） 11:20 司会　田中宏和（静岡大学）

12:00 コメンテータ 成川忠之（東海大学） コメンテータ 八鍬幸信（株式会社ミクロスソフトウェア） 12:00 コメンテータ　佐藤 修（東京経済大学） コメンテータ　涌田幸宏（名古屋大学） コメンテータ　酒井雅裕（神奈川工科大学） 12:00 コメンテータ　上田 泰（成蹊大学）

メタバース（Metaverse）とAICBM（AI・ IoE・Cloud・BigData・
Mobilable）時代の未来社会

DX化により顕在化する医療福祉介護のジレンマ
利用者指向の情報システム構築に関する一考察

－児童養護施設における記録の電子化活動の評価－
ベトナムにおけるコングロマリットに関する一考察

―ホアファットグループの事例を中心にして―
ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）の倫理：障がい者

のBMI利用における倫理的課題
　組織市民行動に関する最近の研究動向からの考察

梅田 勝（東京工科大学） 前田 瞬（活水女子大学） 税所哲郎（国士舘大学） 淺井雅子（明治大学）

東邦仁虎（東京理科大学） 秋山祐治（川崎医療福祉大学） 梅野潤子(長崎国際大学) 中西 晶（明治大学）

Ａ４ 高山 誠（ハリウッド大学院大学） Ｄ４ Ｅ４ Ｇ３
Ｃ４ Ｆ４

12:10

13:10

13:10 司会　髙橋 裕（専修大学）

13:30  　　 　学会長挨拶　　　　 上田 泰（成蹊大学）

　　　　開催校挨拶　　      学長 佐々木重人

　　　　実行委員長挨拶    内野 明

13:30 統一論題（１） 

14:20 　司会　山崎由香里（成蹊大学）

14:25 統一論題（２） 

15:15 　司会　佐々木 宏（立教大学）

1日目　2022年6月25日（土）

ICTはダイバーシティと自律性を促すのか？

 古賀広志（関西大学）

テレワークは本当に多様性確保に貢献するのか：固定される機械と移動できる人間の共存

 柳原佐智子（富山大学）

自由論題セッション
特定自由論題セッション

4IRと創造情報経営

開 会 式・統一論題セッション　　 （10号館3F 10031教室 黒門ホール）

　　折戸洋子（愛媛大学）崔 英靖（愛媛大学）
鈴木 静（愛媛大学）村田 潔（明治大学）

福田康典（明治大学）

会 員 総 会　　 （10号館3F 10031教室 黒門ホール）



15:20 統一論題（３） 

16:10 　司会　内野 明（専修大学）

16:15 統一論題（４） 

17:05 　司会　加藤みどり（東京経済大学）

17:10 学会表彰・学会賞講演

18:20 　司会　学会賞委員長 村田 潔（明治大学）

Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 D会場 E会場 Ｆ会場

9:00 司会　福田康典（明治大学） 司会　中西 晶（明治大学） 司会　成川忠之（東海大学） 9:00 司会　　田中宏和（静岡大学） 司会　高山 誠（ハリウッド大学院大学） 司会　穂積和子（神奈川大学）

9:30 コメンテータ　佐藤 修（東京経済大学） コメンテータ　開沼泰隆（東京都立大学） コメンテータ　林 幹人（愛知学院大学） 9:30 コメンテータ　上田雅幸（北海学園大学） コメンテータ　島田 裕次（東洋大学） コメンテータ　加藤みどり（東京経済大学）

DX人材を意識した短期大学情報教育カリキュラム 我が国電機産業のサービス化とグローバル競争シナリオ 中国における炎上事例の一考察 COVID-19パンデミックを経たテレワーク行動の実態
データ品質の視点から検討するオープンデータの活用の

現状と課題 －防災関連オープンデータを事例に－
新規事業開発における「場の共有」に関する現場研究

田中 夕香子（富山短期大学） 鴨志田 晃（法政大学） 吉見憲二（成蹊大学） 有馬昌宏（兵庫県立大学） 山内秀元(光産業創成大学院大学)

柳原 佐智子（富山大学） 藤井 亨（北見工業大学） 川向 肇（兵庫県立大学） 増田 靖（光産業創成大学院大学）

Ａ５ Ｂ５ Ｃ５ Ｅ５ Ｆ５
Ｄ５

9:40 統一論題（５） 

10:30 　司会　涌田幸宏（名古屋大学）

10:35 統一論題（６） 

11:25 　司会　上田 泰（成蹊大学）

11:30 特別講演

12:30 　司会　内野 明（専修大学）

12:30  大会副実行委員長挨拶 髙橋 裕（専修大学）

次期大会実行委員長挨拶 成川忠之（東海大学）

12:35

2日目　2022年6月26日（日） 

王 銘宛（メイエン）日本棋院棋士九段

鍋嶋美佳 東京海上ホールディングズ(株)執行役員人事部長 CDIO

東京海上グループのD&Iの取組み

 新井野翔子 (株)ZMP コーポレートコミュニケーション部長

人とロボットが共生すむ街『ロボタウン』と多様性がいきる組織づくり

中原 翔（大阪産業大学）

インクルージョン認識のマネジメント － ニューノーマル時代における課題と今後の展望

 船越多枝（大阪女学院大学）

研究開発組織におけるダイバーシティ＆インクルージョンのイノベーション創出効果：女性活躍推進とタスク型ダイバーシティの関連性

牛尾奈緒美（明治大学）

閉会式

複数価値を追求する会計：銘刻の変換に着目して

天王寺谷 達将(岡山大学)　東田 明(名城大学)　篠原 阿紀(桜美林大学)

自由論題セッション

統一論題セッション・特別講演　　 （10号館3F 10031教室 黒門ホール）

ＡＩで何が変わったか－－囲碁棋士の視点から

佐藤彰男（龍谷大学）柳原佐智子（富山大学）髙木修一
（大阪公立大学）中井秀樹（大阪成蹊大学）加納郁也（兵

庫県立大学）古賀広志（関西大学）

学会賞表彰・学会賞受賞講演　　 （10号館3F 10031教室 黒門ホール）

数値化された制度が誘発する組織不正


