大会プログラム １日目 11 月 13 日（土）
会場

A

セッション

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

１A～２D セッション

B

C

1B: 戦略と情報 1

1C: 戦略と情報 2

1D:組織と情報 1

1B-1: リテール金融分野におけ
る債権査定モデルの評価手法
に関する研究
橋本 宗則(筑波大学)
吉田 健一(筑波大学)

1C-1: フリーキャッシュ・フロー
（Free Cash Flow)による企業評
価
屋宜 盛弘(名桜大学)

1B-2: リアルオプションを使った
バイオベンチャー評価
新藤 和政(多摩大学)

1C-2: 企業競争力向上に向け
た中核問題の抽出～一宮繊維
産業を事例にした「地域ブラン
ドプロポジション」の設計～
加藤 雄一郎(名古屋工業大学)

1B-3: ベンチャー企業の多角化
と効率性
福永 吉徳(中村学園大学)

1C-3: 分野比較から見たシス
テム技術開発のあり方に関す
る一考察
金田 重郎(同志社大学)

1D-1: 携帯電話における絵文
字の利用分析
西川 健(愛知県立大学)
井手口 哲夫(愛知県立大学)
奥田 隆史(愛知県立大学)
村田 嘉利(NTT ドコモ東海)
1D-2: 技術開発に影響を与え
るファクターのマイニング
石塚 隆男(亜細亜大学)
鎌倉 修司(デシジョン・サイエンス・
インスティテュート)
西村 康一(亜細亜大学)
1D-3: 経営理念醸成を支援す
る会話型情報技術
渡辺 光一(関東学院大学)

11:30-12:30
セッション

12:30-13:00

昼食
2A: 地域セッ
ション１
NPO ITコーディ
ネ ー タ 協会・
NPO ITC 中部・
経営情報学会東
海支部共催企画
ＩＴＣセミナー

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:10
14:10-14:25
14:25-15:40
15:40-15:50
15:50-17:00
17:00-17:50
17:50-18:00
18:00-20:00

D

[特設後援セッシ
ョン] NPO IT コ
ーディネータ協
会・NPO ITC 中
部主催企画
ＩＴＣセミナー

2B:戦略と情報 3

2C:戦略と情報 4

2D:組織と情報 3

2B-1: システム思考を用いた情
報化投資の評価
笹平 敏昭(アドバンスクリエイト)
金田 重郎(同志社大学)

2C-1: 価格・品質競争下での
差別化と垂直統合の効果
松林 伸生(東京理科大学)

2B-2: 中古市場における、流動
性を高めるための情報システム
の発案と評価
大橋 裕三(立命館大学)
小柳 滋 (立命館大学)
2B-3: 社内観察情報を活用し
た戦略構築と組織展開 －業
務評価モデリングの試み－
古久根 敦(NTT データ)
角谷 恭一(NTT データ)
遠城 秀和(NTT データ)
山本 修一郎(NTT データ)

2C-2: 競争戦略 と企業 戦略：
区分から統合へ
森岡 孝文(新潟経営大学)
根来 龍之(早稲田大学)

2D-1: 設計開発業務における
コミュニケーション情報を活用
した知識共有
阿部 真美子(東芝)
梅木 秀雄(東芝)
中山 康子(東芝)
2D-2: 知識活用のための業務
プロセス分析手法の提案
山本 真照(東芝)

2C-3: ゲーム論を用いたエー
ジェントシステムによる競争戦
略の考察
田中 宏和(神奈川工科大学)
来 一飛(神奈川工科大学)

休憩(移動)
論文賞発表＆表彰式（H 会場）
臨時総会 (Ｈ会場)
休憩
特別講演
福井昌平氏（愛知万博チーフプロデューサー）
「愛と知の発信－愛知万博の開催意義とその魅力」
基調講演
内藤明人氏（リンナイ代表取締役会長）
「情報の選択と経営」
休憩(移動)
懇親会
【名古屋工業大学大学会館】

2D-3: 知識創造企業における
情報システム活用の有効性に
関する事例研究
植手 大輔(愛知県立大学)
奥田 隆史(愛知県立大学)
永井 昌寛(愛知県立大学)

大会プログラム ２日目 11 月 14 日（日）
会場
セッション

A
3A: 特別セッション 1
テーマ：評価と意思決定

9:30-10:00

座長：木下 栄蔵（名城大
学）
3A-1: ＡＨＰの意味と解釈
田地 宏一（名古屋大学）

10:00-10:30

3A-2: 行政評価とＡＨＰ
佐藤 祐司 （松阪大学）
3A-3: ＡＨＰによる高速道路
の整備優先順位決定
安藤 良輔（トヨタ都市交通
研究所）

10:30-11:00

3A-4: ＡＨＰによる住みや
すさの評価
河合 史朗（創建）

11:00-11:30

12:30-13:00

4A: 特別セッション 2
テーマ： e-learning
座長：岡田 安人（アーネッ
ト）
4A-1: 教育機関における
授業支援システムの導入
山口 博道（ブラックボード
ジャパン）

13:00-13:30
4A-2: 高等教育機関向け
e-learning ツール ＷｅｂＣＴ
尾崎 正和（ＣＳＫ）

13:30-14:00

14:00-14:10

B

C

D

3B: 戦略と情報 5

3C: 地域社会と情報１

3D: 組織と情報 4

3B-1: 我々は顧客データか
ら何を読み取るべきなのか
～マーケティング施策立案
に活用するための顧客デー
タ分析の枠組み～
加藤 雄一郎(名古屋工業大学)
3B-2: 顧客は製品をどの
ように評価しているのであ
ろうか
河村 法征(名古屋工業大学)
加藤 雄一郎(名古屋工業大学)
久納 信也(名古屋工業大学)
笹木 一麻(名古屋工業大学)
3B-3: 顧客は製品の何を
評価しているのか ～行動
方針意思決定とそれによ
る部門間強調の可能性～
久納 慎也(名古屋工業大学)
加藤 雄一郎(名古屋工業大学)
笹木 一麻(名古屋工業大学)
河村 法征(名古屋工業大学)
3B-4: ブランド戦略立案に
関する一考察 ～ブランド
価値開発からブランド価値
伝達に至る戦略立案ステ
ップの考え方～
笹木 一麻(名古屋工業大学)
加藤 雄一郎(名古屋工業大学)
河村 法征(名古屋工業大学)
久納 慎也(名古屋工業大学)

3C-1: 公共事業事後評価
Web サイトの提案
小川 正史(岐阜聖徳学園大学)
内田 幸夫(岐阜聖徳学園大学)

3D-1: 知識創造における
ファシリテーションのシミュ
レーションモデル
宮崎 貴司(東京工業大学)
木嶋 恭一(東京工業大学)

3C-2: 公共図書館を利用
したビジネス支援ネットワ
ークに関する一提案
住田 友文(秋田県立大学)
嶋崎 真仁(秋田県立大学)

3D-2: 業務プロセス情報
の可視化による知識及び
組織行動マネジメントに関
する考察
真許 昌之(三洋電機)
野口 隆(三洋電機)
妹尾 大(東京工業大学)
3D-3: 組織の知識創造ス
タイルの評価手法に関す
る一考察
野口 隆(三洋電機)
稲垣 武哉(三洋電機)
真許 昌之(三洋電機)
妹尾 大(東京工業大学)

3C-3: 自治体における情
報システムの分割発注方
式の導入条件に関する考
察
林 幹人(慶應義塾大学)

3C-4: スモールワールド
理論に基づく求職情報ネッ
トワークモデル
束 磊(東京工業大学)
木嶋 恭一(東京工業大学)

3D-4: オープンソース・ソ
フトウェア開発コミュニティ
における知識の創造
竹田 昌弘(立命館大学)

昼食

11:30-12:30
セッション

３A～４D セッション

4A-3: リアルタイム遠隔講
義システム
岡田 安人（アーネット）

4B: 戦略と情報 6
4B-1: 営業現場における
業界の常識の探求（衛星
通信サービスの法人営業
の事例分析を一例として）
小林 満男(ＮＴＴコミュニケ
ーションズ)

4C: 地域社会と情報 2
4C-1: ボ ー ン デ ジ タ ル 情
報と企業経営への活用
中堀 諭史(青山学院大学)
鈴木 敦史(青山学院大学)
白山 達也(青山学院大学)
戒野 敏浩(青山学院大学)

4B-2: 通信事業者の戦略
的関係とビジネスプロセス
白石 規哲(東京工業大学)
飯島 淳一(東京工業大学)

4C-2: EA に沿う情報シス
テム再構築事例
手島 歩三(ビジネス情報
システム・アーキテクト)

4B-3: 情報財の販売戦略
に関する研究 2 コンテント
の価値最大化のためのデ
リバティブ方式
内田 真理子(東京大学)

4C-3: 情報セキュリティマ
ネジメントのための“パラダ
イム革新プロセス”提案－
企業における情報セキュリ
ティマネジメントに関する
組織・システムアプローチ
－
東本 謙治(京都産業大学)
井上 一郎(京都産業大学)
休憩

4D: 組織と情報 5
4D-1: 業務満足度に基づ
いた部門間連携度評価に
ついて
戸田 晴士(北陸先端科学
技術大学院大学)
吉田 武稔(北陸先端科学
技術大学院大学)
4D-2: IT 活用力向上への
自己投資：人的資本投資
に関わるガバナンスにつ
いての実証研究
加藤 敦(同志社女子大学)
4D-3: 職務能力における
レベル概念のモデル化：IT
スキル標準を例にして
平田 謙次(産能大学)
池田 満(北陸先端科学技
術大学院大学)
瀬田 和久(大阪府立大学)

大会プログラム ２日目 11 月 14 日（日）
会場
セッション

14:10-14:40

14:40-15:10

A
5A: 地域セッション２
テーマ： 企業遺伝子と
ミームマネジメント
(14:10-16:10)
座長：栗本 英和（名古屋
大学）
発表者：
吉田 信人(ブラザー工業)
鈴木 常彦（中京大学）
古川 忠始(古川電機製作
所)
近藤 史人(日本ヒューレッ
トパッカード)

15:10-15:40

15:40-15:50
5A: 地域セッション２（つづ
き）(-16:10)

15:50-16:20

５A～６D セッション

B
5B: 戦略と情報 7
5B-1: プラットフォーム・リー
ダーシップ・モデルの研究
伊佐田 文彦(名古屋商科大
学)

C
5C: ノンセクション 2
5C-1: 多値データに基づく
仮想実験
高橋 武則(東京理科大学)
成瀬 光弘(東京理科大学)
濱川 大志(東京理科大学)

5B-2: 意志決定からみた
大学生の就職活動とフリ
ーターの一考察
前田 宜之(金沢工業大学)

5C-2: 層を考 慮 した 二段
階仮想実験の設計
高橋 武則(東京理科大学)
田原 慎一朗(東京理科大学)
成瀬 光弘(東京理科大学)

5B-3: 非 正 社 員 の 採 用 ・
定着化情報に関する研究
鷹田 和紘(秋田県立大学)
住田 友文(秋田県立大学)
嶋崎 真仁(秋田県立大学)
岸川 善紀(秋田県立大学)
休憩
6B: 戦略と情報 8
6C: 戦略と情報 9
6B-1: ブランド・ロイヤリテ 6C-1: SSM に基づくシナリ
ィを考慮したスイッチングコ オ・ワークショップの方法
ストモデル
論の開発
古屋 崇(東京工業大学)
水主川 嘉範(早稲田大学)
木嶋 恭一(東京工業大学)
高橋 真吾(早稲田大学)

D
5D: 組織と情報 6
5D-1: 事業部計画 BSC と
個人目標 MBO の連携
今泉 幸雄(新日本科学)
世良 泰朗(新日本科学)
長利 京美(新日本科学)
小林 茂夫(新日本科学)
5D-2: 競争優位創出のた
めの“技術業務”分析評価
方法論の提案 ―中小企
業における戦略展開に関
する組織・システムアプロ
ーチ―
豊島 正利(京都産業大学)
井上 一郎(京都産業大学)
5D-3: オーケストラの指揮
にみる暗黙知の研究 －
Valery Gergiev のカリスマ
性について－
宇田川 耕一(多摩大学)

6D: 組織と情報 7
6D-1: ネット・コミュニティ
における信頼形成過程の
分析
向日 恒喜(中京大学)

休憩(16:10-16:20)
6A: 研究部会セッション 2
「経営管理と情報技術」研
究部会
16:20-16:50
テーマ：バランススコアカ
ードの導入研究
座長：森 雅俊（愛知産業
大学）
16:50-17:20

6B-2: AHP に基づく消費者
の製品選択下での企業の
価格・品質戦略
今久保 文教(東京理科大
学)
松林 伸生(東京理科大学)
山田 善靖(東京理科大学)
6B-3: お菓子の販売デー
タに基づくデータマイニン
グと経営戦略
谷口 伸一(滋賀大学)
裴 明花(滋賀大学)

6C-2: ＭＭＡモノマー製造
技術の進展と事業戦略
正本 順三(福井工業大学)

6D-2: 電子掲示板上のユ
ーザ評価の推移
植竹 朋文(専修大学)
新井 範子(専修大学)

6C-3: ＧＥウェルチにみる
経営戦略
正本 順三(福井工業大学)

6D-3: サービスマーケティ
ングにおけるデリバリーと
流通概念： チェーン・オペ
レーションおよび電子チャ
ネルの問題
稲垣 伸子(中京大学)

大会プログラム １日目 11 月 13 日（土）
会場

E

１E～２H セッション
F

G

セッション

1E: 組織と情報 2

1F: 情報システム 1

1G: 情報システム 2

10:00-10:30

1E-1: GMAIS による第 4
セクター方式の研究
沢 恒雄(愛知学泉大学)

10:30-11:00

1E-2: 組織間関係の目的
と調整に関する研究
山田 啓一(中村学園大学)

1F-1: 複雑な離散最適化
問題解析へのソフトアプロ
ーチ
.Xu Chunhui(千葉工業大学)
1F-2: VaR ベースのポート
フォリオ最適化問題へのソ
フトアプローチ
Xu Chunhui(千葉工業大学)

1G-1: 在庫管理における
発注点公式の一般化につ
いて
玉木 彰(産能大学)
1G-2: モ デ ル 論 ア プ ロ ー
チによる酒問屋在庫管理
システムの開発
齋藤 敏雄(日本大学)
高原 康彦(千葉工業大学)

11:00-11:30

1E-3: 組織風土のあるべ
き姿とスーパーマップ法の
着想点
寺井 和雄(東海職業能力
開発大学校)

1F-3: レガシーマイグレー
ション－レガシーマイグレー
ションからレガシーインテグ
レーションへ
佐藤 謙二(ビットリンガ)
根本 忠明(日本大学)

1G-3: 第 3 種空港の旅客
数変動要因の分析
細井 匠(東京理科大学)
新井 健(東京理科大学)
増田 浩通(東京理科大学)

セッション
12:30-13:00

2E:産業経済と情報 1
2E-1: モバイル対パソコン
による B to C E コマースの
来店時間特性の比較
相田 研一(アイダ産業)

2F:業務プロセスと情報１
2F-1: ナレッジ型サービス
ビジネスのビジネスフロー
による類型化と階層構造
的なビジネス拡大可能性
の検討
中村 孝太郎(東京自働機械)
青木 洋一(東急建設)
飯坂 正俊(日立造船)
森岡 亮(富士通)

13:00-13:30

2E-2: POS システムとビジ
ネスアーキテクチャ
北島 啓嗣(中央大学)

2F-2: 関連購買分析を利
用した百貨店における顧
客の購買行動に関する分
析
森田 裕之(大阪府立大学)
中原 孝信(大阪府立大学)

13:30-14:00

2E-3: 銀行ＡＴＭからコン
ビニＡＴＭへの覇権交代
根本 忠明(日本大学)
羽根 秀也(システムコンサ
ルタント)

2F-3: モデル論を基礎とし
た Data Processing System
の設計
高木 徹(千葉工業大学)

11:30-12:30

14:00-14:10
14:10-14:25
14:25-15:40
15:40-15:50
15:50-17:00
17:00-17:50
17:50-18:00
18:00-20:00

H

昼食
2G:情報システム 3
2G-1: 大規模な IT ユーザ
ー企業の実態調査に基づ
く、戦略的 IT プロジェクト
（ERP 導入･活用を含む）の
成功要因の研究
伊藤 周(ERP 研究推進フォ
ーラム)
森 喜三郎(ERP 研究推進フォ
ーラム)
原 長男(ERP 研究推進フォ
ーラム)
田口 佳孝(ERP 研究推進フォ
ーラム)
2G-2: NIMBY 施設建設
における交渉シミュレーシ
ョンモデルの開発 ～原子
力発電所建設を事例とし
て～
山根 健史(東京理科大学)
増田 浩通(東京理科大学)
新井 健(東京理科大学)
2G-3: エンタプライズアプ
リケーションソフトウエア資
産をビジネス戦略にアライ
ンさせるポートフォリオ管
理フレームワーク
小谷 正文(日本アイビー
エム)
飯島 淳一(東京工業大学)

休憩(移動)
論文賞発表＆表彰式（H 会場）
臨時総会 (Ｈ会場)
休憩
特別講演
福井昌平氏（愛知万博チーフプロデューサー）
「愛と知の発信－愛知万博の開催意義とその魅力」
基調講演
内藤明人氏（リンナイ代表取締役会長）
「情報の選択と経営」
休憩(移動)
懇親会
【名古屋工業大学大学会館】

2H:教育と情報 1
2H-1: ハイパーオーサリン
グを用いた e ラーニングシ
ステム
松中 誠晴(北海道工業大学)
宮崎 洋平(北海道工業大学)
北守 一隆(北海道工業大学)

2H-2: e ラーニングによる
マネジメント IT 教育の実践
-マネジメント IT 入門演習
をケーススタディとして齋藤 裕(早稲田大学)
橋本 諭(青山学院大学)
田中 貴博(青山学院大学)
玉木 欽也(青山学院大学)
2H-3: インターネットを用
いた研究支援環境
平澤 茂一(早稲田大学)
鴻巣 敏之(大阪電気通信
大学)
野村 亮(早稲田大学)
中澤 真(会津大学短期大
学部)
松嶋 敏泰(早稲田大学)

大会プログラム ２日目 11 月 14 日（日）
会場
セッション

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

E

３E～４H セッション
F

G

H

3E: ノンセクション１

3F: 業務プロセスと情報 2

3G: 情報システム 4

3H: 研究部会セッション 1

3E-1: IT が企業成長に及
ぼした影響～企業成長理
論を基にした電気機器・機
械業における優秀企業の
事例研究～
百武 仁志(桜美林大学)

3F-1: UML によるビジネス
モデリングから ERP 適合性
分析の研究
宗平 順己(オージス総研)
左川 聡(オージス総研)
伊藤 泰子(オージス総研)
森 雅俊(愛知産業大学)
3F-2: UML に基づく物流情
報モデルの構造分析手法
に関する一考察
後藤 正幸(武蔵工業大学)
増井 忠幸(武蔵工業大学)

3G-1: カーナビゲーション
システムにおける音声入
力の画面注視に関する調
査
脊古 尚久(東京理科大学)
難波 和明(東京理科大学)

「持続的競争優位戦略」研
究部会
テーマ：「組織能力とコンテ
キスト」
座長（主査）：原田 保（多
摩大学）

3G-2: カーナビゲーション
システムの音声入力操作
に対するユーザー疑問調
査
難波 和明(東京理科大学)

3H-1: コンテキスト起点の
ビジネスモデル
原田 保（多摩大学）

3F-3: 業務に基づく Web サ
イトコンテンツの評価
包 捷(東京工業大学)
飯島 淳一(東京工業大学)

3G-3: 文字/図形記憶再
生能力の影響によるマニ
ュアルの分かりやすさの
違い
入倉 和佳(東京理科大学)

3E-2: イノベーションレベ
ルに対応した製品開発戦
略モデルに関する概念的
考察
石岡 賢(石巻専修大学)
安田 一彦(東北大学)
3E-3: 情報通信産業にお
ける新興技術企業の保有
ソフトウエア開発技術力が
企業成長に及ぼす要因分
析の研究
坂田 淳一(早稲田大学)
3E-4: システムダイナミク
スからみた高齢化時代の
研究
林 純也(金沢工業大学)

3G-4: 課題分割プランが
デジタルカメラ操作の理解
に及ぼす影響
安永 響子(東京理科大学)
難波 和明(東京理科大学)

3H-2: IT ケイパビリティと
組織学習
岸 眞理子（法政大学）
3H-3: グローバル企業の
持続的競争優位モデル－
ボーン・グローバル・カン
パニーと伝統型海外進出
企業との戦略比較を中心
として
高井 透（日本大学）
3H-4: ベンチャー企業の
コンテキストと組織能力
秋澤 光（中央大学）
3H-5: 組織間の異質相補
性と信頼形成
小松 陽一（関西大学）

11:00-11:30

3H-6: シンクロニシティと
ロジスティクスブランド
原田 保（多摩大学）
昼食

11:30-12:30
セッション

12:30-13:00

4E: 産業経済と情報２
4E-1: コミュニケーション・
インターフェースに注目し
た取引構造の分析
森田 正隆(立正大学)

4E-2: 信用情報共有基盤
における財務情報開示・
流通・利用支援機能に関
する考察
内平 直志(東京工業大学)
13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:10

4E-3: 問屋向けリコメンデ
ーションシステムの提案
石野 正彦(静岡大学)
八卷 直一(静岡大学)
市川 照久(静岡大学)

4F: 産業経済と情報３
4F-1: コンテンツ産業にお
けるサプライチェーンの諸
類型に関する一考察
岸川 善紀(秋田県立大学)
嶋崎 真仁(秋田県立大学)
住田 友文(秋田県立大学)
4F-2: サプライチェーンにお
ける組織伝達に関する一試
論
嶋崎 真仁(秋田県立大学)
住田 友文(秋田県立大学)

4G: 情報システム 5
4G-1: 形式的開発方法論
批判への反批判
高原 康彦(千葉工業大学)

4G-2: 業務処理システム
へのモデル論アプローチ
－標準ユーザインターフェ
イスの構築
高原 康彦(千葉工業大学)
矢野 吉雄(千葉工業大学)

4F-3: 情報流コントロール 4G-3: 遺伝的進化システ
による 3PL(Third-Party
ムに基づくエージェント指
-Logistics)の効率化
向型トレーダーモデル
川西 亜矢子(筑波大学)
松村 幸輝(鳥取大学)
佐藤 亮(筑波大学)
（当日の発表は辞退）
住田 潮(筑波大学)
休憩

4H: 教育と情報２
4H-1: プロデ ュ ーサー 的
人材に求められる能力と
フレームワークとしての
「編集力」概念の理論的考
察
山本 重人(立命館大学)
4H-2: エビデンスに基づく
評価の実現へ向けた IT ス
キルオントロジー構築の
試み
瀬田 和久(大阪府立大学)
池田 満(北陸先端科学技
術大学院大学)
平田 謙次(産業能率大学)
林 雄介(北陸先端科学技
術大学院大学)
栗山 健(学研)
4H-3: 研修と職場実践の
連携を実現するプロジェク
ト型教育へのソフトシステ
ムアプローチ
中條 尚子(東京工業大学)
木嶋 恭一(東京工業大学)

大会プログラム ２日目 11 月 14 日（日）

５E～６H セッション

会場

E

F

G

H

セッション

5E: 産業経済と情報 4
5E-1: 電子書籍による出
版ビジネス環境の変革に
関する一考察
内木 哲也(埼玉大学)
明星 聖子(埼玉大学)

5F: 業務プロセスと情報３
5F-1: ビジネ スプロセスモ
デル事例に見るビジネスプ
ロセスモデル記述への要求
条件
遠城 秀和(NTT データ)
小林 隆志(NTT データ)
鹿倉 智和(NTT データ)
5F-2: EA におけるアーキテ
クチャモデリングのための
プロセス定義手法の提案
吉田 和樹(東芝ソリューシ
ョン)
飯島 淳一(東京工業大学)

5G: 情報システム 6
5G-1: シ ス テ ム ズ ア プ ロ
ーチによるプロジェクト・プ
ログラム統合マネジメント
ー特に企業情報システム
プロジェクトについて
小松 昭英（なし）

5H: 教育と情報 3
5H-1: インターネットを利
用した経済教育
北島 啓嗣(中央大学)
竹澤 史江(東京リーガル
マインド大学)

5G-2: システムズアプロ
ーチによる企業情報シス
テムの経済性評価－特に
納期短縮効果の評価につ
いて
小松 昭英（なし）

5F-3: 資源と活動に着目し
たビジネスプロセスと帳票
の設計
中西 昌武(名古屋経済大学)

5G-3: 商工会組織におけ
るシステム診断について
杉野 隆(国士舘大学)

5H-2: 情報検索技術を用
いた選択式・自由記述式
の学生アンケート解析
石田 崇(早稲田大学)
足立 鉱史(早稲田大学)
後藤 正幸(武蔵工業大学)
酒井 哲也(東芝)
平澤 茂一(早稲田大学)
5H-3: ビジネス系学部に
おける情報教育―2006 年
度に向けて
穂積 和子(神奈川大学)

14:10-14:40

14:40-15:10

15:10-15:40

15:40-15:50
セッション

15:50-16:20

16:20-16:50

16:50-17:20

5E-2: ユビキタス・サービ
スのマスカスタマイゼーシ
ョンについて －トレーサ
ビリティを中心に－
高橋浩(富士通)

5E-3: セル平面上のエー
ジェントモデルによる企業
協力関係の分析と応用
時永祥三(九州大学)
呂 建軍(九州大学)
6E: 産業経済と情報 5
6E-1: RFID 入場券システ
ムにおけるプライバシー意
識に関する考察
小川 美香子(慶應義塾大学)

休憩
6F: ノンセクション 3
6G: 情報システム 7
6F-1: 保証型システム監査 6G-1: 製品設計開発にお
のための監査アプローチ
ける知識と技術情報のイ
石島 隆(大阪成蹊大学)
タレーションとリスク・アセ
スメント・モデルの研究
山本 靖(早稲田大学)

6E-2: 需要予測による部
門間計画統合－製造企業
へのアンケート調査結果
－
中野幹久(大阪国際大学)

6F-2: ERP 導入プロジェクト
における成功要因に関する
考察
横田 明紀(東北大学)
安田 一彦(東北大学)

6E-3: 宿 泊 予 約 サ イ ト の
裏側に見る BtoB の進展と
課題
幡鎌博(文教大学)

6G-2: ヒトと情報の状態推
移に着目した業務分析手
法
斎藤 忍(NTT データ)
中村 善太郎(慶應義塾大学)

6G-3: 情報の観点からみ
た仕事のシステムの分析
手法
田中 一(慶應義塾大学)
稲田 周平(慶應義塾大学),
斎藤 忍(ＮＴＴデータ)
中村 善太郎(慶應義塾大学)

6H: 教育と情報 4
6H-1: 日米企業における
個人情報保護
折戸 洋子(明治大学)

6H-2: 情報化戦略立案及
び情報化戦略評価を実現
する人材像と要求スキル
の提案
田中 貴博(青山学院大学)
齋藤 裕(早稲田大学)
小酒井 正和(専修大学)
玉木欽也(青山学院大学)

