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経営情報学会 2022 年 全国研究発表大会 プログラム 
 

 

 テーマ 

「VUCA 時代のアントレプレナーシップ」 

 

 会場 

開志専門職大学 紫竹山キャンパス 

〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山 6-3-5 

 

 日程 

2022 年 11 月 12 日（土）、13 日（日） 

 

 

 大会スポンサー 

（株）NTT データ数理システム様 https://www.msi.co.jp/vap/ 

3 階にて展示を行っております。             

 

  

https://www.msi.co.jp/vap/
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【11 月 12 日（土）】 AM 

会場 A 会場 
(S301) 

B 会場 
(S302) 

C 会場 
(S303) 

D 会場 
(S307) 会場 E 会場 

(S308) 
F 会場 
(S309) 

G 会場 
(S310) 

セッション名 学生 学生 学生 中小企業の IT 経営研究部

会 セッション名 ポスター ポスター ポスター 

座長 深見嘉明（東京理科大学） 白井康之（大東文化大学） 寺本直城（拓殖大学） 大串葉子(椙山女学園大学) 座長 河合亜矢子（学習院大学） 柿原正郎（東京理科大学） 黄婷婷（武庫川女子大学） 

10:00-10:20 
(A,B,C 会場) 

[1A-1/PR0096] 
ロールモデルとキャリア・アン

カーによるモデル作成の一考察 
清野峻吾(静岡大学大学院) 
遊橋裕泰(静岡大学大学院) 

[1B-1/PR0074] 
製品における変化に対して顧客が感

じる心理的な抵抗に関する考察 
Shrotriya Tushar Sanjay (事業創造

大学院大学) 
一守靖(事業創造大学院大学) 

[1C-1/ PR0047] 
個人間送金機能の利用の意思決定

に影響を与える要因 
丹羽海斗(青山学院大学) 
大内紀知(青山学院大学) 

[1D-1/ PR0065] 
地域金融機関と連携した中

小企業のデジタル化アプ

ローチ 
田口由美子(近畿大学) 
松島桂樹(クラウドサービス

推進機構) 
岡田浩一(明治大学) 
大串葉子(椙山女学園大学) 
高島利尚(TMI) 
坂本恒之(株式会社スマイル

ワークス) 
矢野聡 (地銀ネットワーク

サービス株式会社) 

10:00-10:15 
(E,F,G 会場) 

[1E-1/PR0043] 
小売店舗内における顧客の滞在行動と

購買行動に関する研究 
名越翔(大阪公立大学大学院) 
森田裕之(大阪公立大学大学院) 

[1F-1/PR0028] 
外国為替のバイナリーオプション取

引でのプロスペクト理論の適用 
石川遼(静岡大学) 
遠藤正之(静岡大学) 

[1G1-1/ PR0090] 
サブスクリプションの解約に影響を

与える消費者分類 
清水昌弥(東京工業大学) 
ホーバック(東京工業大学) 
妹尾大(東京工業大学) 

10:20-10:40 
(A,B,C 会場) 

[1A-2/PR0070] 
養豚における産歴に基づく淘汰

基準の設定と繫殖成績の比較 
曽我悠加(静岡大学) 
遊橋裕泰(静岡大学) 

[1B-2/PR0054] 
多様性の高いメンバーによるプロジェ

クトにおけるコンフリクトの特徴分析 
丸山大輝(東京都立産業技術大学院

大学) 
岩村光貴(東京都立産業技術大学院

大学) 
石田秀一郎(東京都立産業技術大学

院大学) 
大槻亮輔(東京都立産業技術大学院

大学) 
三好きよみ(東京都立産業技術大学

院大学) 

[1C-2/PR0034] 
ヘルステック業界における組織間関

係に関する社会ネットワーク実証研究 
李宗昊(関西大学) 
尾高匡(関西大学) 
伊佐田文彦(関西大学) 

10:15-10:30 
(E,F,G 会場) 

[1E-2/ PR0101] 
博物館の外部ネットワークとビジネス・プ

ロセス・イノベーション 
大石将平(東京理科大学大学院) 
大江秋津(東京理科大学) 

[1F-2/PR0033] 
地域金融機関の地域貢献形態の

比較研究 
今村健人(静岡大学) 
遠藤正之(静岡大学) 

[1G-2/PR0095] 
制御幻想の促進によるフリーミア

ムモデルの分析 
天明淳(東京工業大学) 
ホーバック(東京工業大学) 
妹尾大(東京工業大学) 

10:30-10:45 
(E,F,G 会場) 

[1E-3/ PR0093] 
LMS (manaba)における学生の利用状

況の把握・分析 
小宮侑子(中央大学) 
安藤陽紀(中央大学) 
花岡桃可(中央大学) 
飯尾淳(中央大学) 

[1F-3/ PR0030] 
リスクマネジメント戦略の 6 観点か

らみた障害対策の重要観点の考

察 
長谷川拓巳(静岡大学) 
遠藤正之(静岡大学) 

[1G-3/PR0078] 
感情で共創される価値 
和田義規(東京工業大学大学院) 
ホーバック(東京工業大学大学院) 
妹尾大(東京工業大学大学院) 

10:40-11:00 
(A,B,C 会場) 

[1A-3/ PR0079] 
学生アプリ開発チームにおける

パーパスドリブン組織構築に関

する考察 
梶貴広(静岡大学) 
遊橋裕泰(静岡大学)  

[1B-3/PR0075] 
ニュースによる投資家行動及び出来

高の反応分析 
尹聖在(慶應義塾大学 大学院) 
高橋大志(慶應義塾大学 大学院) 

[1C-3/PR0080] 
電気自動車関連事業の企業間連携

におけるネットワークの実証研究 
謝孟軒(関西大学) 
伊佐田文彦(関西大学) 

10:45-11:00 
(E,F,G 会場) 

[1E-4/PR0001] 
我が国農業縮小における産地県のロー

カリティ 
稲垣伸子(NPO 法人農都会議) 

[1F-4/PR0031] 
ロボアドバイザー投資を提供してい

る FinTech 企業の経営戦略 
永井志尚(静岡大学) 
遠藤正之(静岡大学) 

[1G-4/PR0050] 
リーダーの選出方法が組織に及ぼ

す影響 
稲田りお(東京工業大学大学院) 
ホーバック(東京工業大学大学院) 
妹尾大(東京工業大学大学院) 

11:00-11:20 
(A,B,C 会場) 

[1A-4/ PR0053] 
観光情報がビジネス利用の顧

客と観光利用の顧客に及ぼす

再購入意向への影響の違い 
蛯谷孟弘(明治大学) 
河野朱夏(明治大学) 
岩田敬悟(明治大学) 
福田峻平(明治大学) 
加藤拓巳(明治大学) 

[1B-4/ PR0055] 
VUCA とリーダー: システマチック文

献レビュー 
阿部俊光(北陸先端科学技術大学院

大学) 
姜理惠(法政大学) 
 

[1C-4/ PR0071] 
食品安全文化自己評価表の開発と試

行 
河田史子(東京海洋大学) 
小川美香子(東京海洋大学) 

11:00-11:15 
(E,F,G 会場) 

[1E-5/PR0010] 
デジタル社会を実現する新たな IT 戦略

の要件定義手法 
澤田博光(NRI ワークプレイスサービス

株式会社、東京経済大学) 

[1F-5/ PR0035] 
路線バス事業者における QR コー

ド決済導入についての現状と考察 
佐竹勇哉(静岡大学) 
遠藤正之(静岡大学) 

[1G-5/PR0087] 
所属機関の PRIDE 指標遵守が個

人の創造性向上に与える影響渡

邊黎(東京工業大学) 
ホーバック(東京工業大学) 
妹尾大(東京工業大学) 

11:15-11:30 
(E,F,G 会場) 

  [1G-6/PR0091] 
音楽が単純作業のスピードおよび

正確性に与える影響 
石合智郎(東京工業大学) 
ホーバック(東京工業大学) 
妹尾大(東京工業大学) 

11:20-11:40 
(A,B,C 会場) 

[1A-5/PR0059] 
定額制動画配信サービスにお

ける自宅 Wi-Fi 環境がサービス

満足度へ与える影響 
加藤拓巳(明治大学) 
相原陸人(明治大学) 
磯部秋斗(明治大学) 
安藤栞里(明治大学) 
パクシンへ(明治大学) 

[1B-5/ PR0039] 
患者を主体とした医療データの管理フ

レームワーク 
安髙翔大(東京工科大学大学院) 
細野繁(東京工科大学大学院) 

[1C-5/ PR0077] 
インハウス弁護士のキャリア調査：

キャリアへの意識と役職 
只野日向子(中央大学) 
藤山勇愛美(中央大学) 
飯尾淳(中央大学) 

11:30-11:45 
(E,F,G 会場) 

  [1G-7/ PR0092] 
SNS に見られる承認欲求の余暇

市場への影響分析 
岡田裕太(東京工業大学) 
ホーバック(東京工業大学) 
妹尾大(東京工業大学) 

11:40-12:00 
(A,B,C 会場) 

[1A-6/PR0036] 
スタートアップ・コミュニティの形

成と持続性に関するネットワー

ク分析 
小林秀二(東京大学) 

[1B-6/ PR0082] 
分散型 ID とポリシーエージェントによ

る Web3 環境構築 
立石凌(東京工科大学大学院) 
細野繁(東京工科大学大学院) 

[1C-6/ PR0081] 
インハウス弁護士のキャリア調査 
藤山勇愛美(中央大学) 
只野日向子(中央大学) 
飯尾淳(中央大学) 

 

12:00-13:00  休憩 

  企業展示：（株）NTT データ数理システム（3 階） 

ポスターセッションは発表 5 分、質疑 10 分となります。 
質疑応答が 10 分を超える場合は、座長の指示に従い討議用のブレークアウトルームにて討議を継続していただきます。 
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【11 月 12 日（土）】 PM (1/2) 

会場 A 会場 
(S301) 

B 会場 
(S302) 会場 C 会場 

(S303) 
D 会場 
(S307) 

E 会場 
(S308) 

F 会場 
(S309) 

セッション名 学生 学生 セッション名 起業・事業開発/ 
イノベーション/IoT 

地方創生と 
デジタルビジネス研究部会 

経営戦略/ 
ビジネスモデル 政府・自治体 

座長 佐藤剛（グロービス経営大学院大学） 大内紀知（青山学院大学） 座長 明珍儀隆（開志専門職大学） 安岡寛道(明星大学) 藤巻佐和子（NTT コミュニケーションズ） 三谷慶一郎（NTT データ経営研究所） 

13:00-13:20 
(A, B 会場) 

[2A-1/PR0099] 
NPO 連携における協働と寄付が企業の

社会的評価に与えるメカニズム 
岡本育実(東京理科大学) 
大江秋津(東京理科大学) 

[2B-1/PR0085] 
類似度を用いた将来の相場予測に関する

研究 
桑原日菜子(千葉工業大学) 
徐春暉(千葉工業大学) 
安藤雅和(千葉工業大学) 
 

13:00-13:30 
(C, E, F 会場) 

[2C-1/PR0058] 
RaspBerry Pi を事例としたオープンソー

スハードウエアと互換品の選好特性調査 
石井充(関東学院大学) 

[2D-1/ PR0013] 
地方創生のプラットフォーム戦略と DX 支

援アプローチ 
安岡寛道(明星大学) 
 

[2E-1/ PR0006] 
エコシステム構築のフレームワーク 
高橋浩(B-frontier 研究所) 
 

[2F-1/PR0086] 
減災に有効なハザード情報とその利活用

方法に関する考察 
有馬昌宏(兵庫県立大学) 
川向肇(兵庫県立大学) 

13:20-13:40 
(A, B 会場) 

[2A-2/PR0044] 
大口需要家における最大使用電力量超

過予測アラート 
春田征吾(青山学院大学大学院) 
所健一(一般財団法人電力中央研究所) 
小野田崇(青山学院大学大学院) 

[2B-2/ PR0056] 
アニメ制作ファンド獲得に適したプロセス

エコノミー種別の調査 
菊地統太(千葉工業大学) 

13:30-14:00 
(C, E, F 会場) 
 

[2C-2/ PR0057] 
アバターロボット OriHime を通じた価値

の創造 
大串葉子(椙山女学園大学) 
Park Jaehyun (香港理工大学) 
Chang Younghoon(北京理工大学) 

[2D-2/ PR0023] 
国土政策および地域政策の理念転換と

地方創生の制度的枠組みの特徴 
大森寛文(明星大学) 
 

[2E-2/PR0083] 
ビジネスモデル成立の AI による表現と

サブスクリプションのビジネスマッチング

への応用に関する研究 
幡鎌博(デジタル・ビジネスモデル研究所) 

[2F-2/PR0003] 
都市自治体による中小企業イノベーショ

ン促進政策のエビデンスに基づく政策形

成に向けて 
松平好人(琉球大学) 

13:40-14:00 
(A, B 会場) 

[2A-3/ PR0045] 
商船搭載機器の外れ値検出モデルに対

する SHAP を用いた要因推定 
大木伊織(青山学院大学) 
西垣貴央(青山学院大学) 
小野田崇(青山学院大学) 

[2B-3/PR0084] 
システム開発時の仕様変更に対する逐次

的な意思決定について 
菊井隆寛(兵庫県立大学) 

14:00-14:20 
(A, B 会場) 

[2A-4/PR0046] 
サポートベクター回帰における 2 種のε

インセンシティブ損失関数の影響比較 
小林巧樹(青山学院大学) 
西垣貴央(青山学院大学) 
小野田崇(青山学院大学) 

[2B-4/ PR0061] 
規制策定が引き起こす民間企業の競争・

協調の一例 
山田崇(東京工業大学) 
杉原太郎(東京工業大学) 
池上雅子(東京工業大学) 

14:00-14:30 
(C, E, F 会場) 

[2C-3/ PR0018] 
IoT 機器／サービスの消費者受容ついて

の分析 
稲葉達也(神奈川工科大学) 
萩原優衣(神奈川工科大学) 

[2D-3/ PR0024] 
どうしたらより多くの人々を地域活動に動

員できるのか？ 
大森寛文(明星大学) 

[2E-3/PR0094] 
電気自動車産業における新たなビジネス

モデルとその構築背景に関する考察 
太田志乃(名城大学) 

[2F-3/PR0076] 
総務省統計局による公的統計に関わる

品質保証活動の現状と課題 
本田正美(関東学院大学) 

 

 

  
企業展示：（株）NTT データ数理システム（3 階） 
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【11 月 12 日（土）】 PM (2/2) 

会場 S 会場 
(4 階 405/406 教室) 

14:40-15:00 
 
開会式 
 

15:00-15:50 

 
基調講演１ 
『地方の中小製造業に生きる起業家精神』 
 
hakkai 株式会社 代表取締役社長 
関 聡彦 氏 
 

15:50-16:00 休憩 

16:00-17:20 

 
パネルディスカッション  
テーマ：「アントレプレナーシップ 新潟からの発信」   （事業創造大学院大学 共催） 

登壇者： 
hakkai 株式会社 代表取締役社長 関 聡彦 様 
一般社団法人 新潟県起業支援センター (CLIP 長岡) 代表理事 高橋 秀明 様 
新潟県産業労働部 創業・イノベーション推進課 創業支援班 佐々木 淑貴 様 
事業創造大学院大学 杉本 等 教授 
開志専門職大学 三上 喜貴 教授 

司会： 
 浅野 浩美（事業創造大学院大学） 
 

17:20-17:30 休憩 

17:30-17:50 
 
学生優秀賞発表等 
 

17:50-18:00 休憩・移動 

会場 1 階食堂 

18:00-19:00 
 
開催校からのおもてなし    新潟の名産 試飲・試食会 
 

  企業展示：（株）NTT データ数理システム（3 階） 
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【11 月 13 日（日）】AM 

会場 A 会場 
(S301) 

B 会場 
(S302) 

C 会場 
(S303) 

D 会場 
(S307) 

E 会場 
(S308) 

セッション名 教育・学習 
イノベーション 

組織 
教育・学習 人材・能力開発 東海支部セッション 情報システム/情報化社会 

人材・能力開発 
座長 宗平順巳（武庫川女子大学） 栗山敏（ビジネス・ブレークスルー大学大学院） 森田裕之（大阪公立大学） 田中宏和(静岡大学) 星和樹（開志専門職大学） 

10:00-10:30 

[3A-1/PR0097] 
嗜好品産業の自動化と学習 
岡田天太(明治大学大学院) 
髙木俊雄(昭和女子大学) 
深見嘉明(東京理科大学) 

[3B-1/ PR0017] 
レジリエンスを体現したナラティブの形成による高齢者

のレジリエンス向上・心的活性化に関する研究 
増田浩通(多摩大学) 
西村知晃（九州国際大学） 

[3C-1/ PR0021] 
人生でやりたいことの有無と個人属性および主観的幸

福度との関係 
宗健(大東建託株式会社) 

[3D-1/ PR0049] 
VUCA の時代の DX 伴走支援者に求められる要件 
吉田信人(ちかと経営研究所) 
 
[3D-2/ PR0012] 
関係性をベースとした中小企業プロジェクトのリスク対

応方法の検討 
保田洋(流通科学大学) 
 
[3D-3/ PR0020] 
VUCA 時代と Entrepreneurship に関する課題の考

察 
赤尾嘉治(ＯＣＰ総研) 
 
[3D-4/ PR0041] 
VUCA 時代をどう生き抜けば良いかを考える 
田中宏和(静岡大学) 
 
[3D-5/ PR0042] 
システムズアプローチによる動態的経営モデルの再考 
田中宏和(静岡大学) 
 
[3D-6/ PR0009] 
減らない脆弱性 - 隠れオープンリゾルバ – 
鈴木常彦(中京大学) 

[3E-1/ PR0040] 
日本企業における情報システム活用実態について 
河合亜矢子(学習院大学) 
大崎恒次(専修大学)  
竹田賢(青山学院大学) 

10:30-11:00 

[3A-2/PR0088] 
SDGs の WTP に基づく Z 世代の社会貢献意欲につ

いての検討 
崔英靖(愛媛大学) 
折戸洋子(愛媛大学) 
岡本隆(愛媛大学) 
岡本直之(愛媛大学) 
曽我亘由(愛媛大学) 
橘惠昭(愛媛大学) 

[3B-2/ PR0022] 
リーダーシップが発生しにくい「モノローグ組織」のエス

ノグラフィー 
最上雄太(株式会社 IDEASS) 

[3C-2/ PR0051] 
営業員の満足度と業績の関係の分析 
北中英明(拓殖大学) 
鎗水徹(早稲田大学) 

[3E-2/ PR0032] 
電子文書の監査証拠としての要件に関する一考察 
稲留和紀(内部監査の指摘と助言機能の実効性・有効

性の研究プロジェクト) 
赤尾嘉治(ＯＣＰ総研) 

11:00-11:30 

[3A-3/PR0011] 
PDCA サイクルにおける「Act」プロセスを強化した経

営学教育を対象にしたグループワーク手法の試案 
間嶋崇(専修大学) 
植竹朋文(専修大学) 
 

[3B-3/ PR0098] 
食品安全文化のタイプ別にみる従業員の幸せ施策 
小川美香子(東京海洋大学) 
河田史子(東京海洋大学) 
妹尾大(東京工業大学) 
杉村宏之(株式会社中川ケミカル) 
齋藤敦子(コクヨ株式会社) 
平野雅章(早稲田大学) 

[3C-3/ PR0027] 
下方比較に対する作業者の感じ方に関するアンケート

調査と解析 
董彦文(福島大学) 

[3E-3/ PR0052] 
コロナ禍におけるテレワークの効果に関する実証分析 
峰滝和典(近畿大学) 

11:30-12:00 

[3A-4/ PR0073] 
改善活動目的の固定化はコア・リジディティか？ 
山口淳(東京工科大学) 

[3B-4/ PR0100] 
アイデンティティワークとアフォーダンスによる脱制度

化メカニズム 
江藤淳子(神戸大学) 

[3C-4/ PR0037] 
障がい者雇用に取り組む地方中堅企業社員の意識に

ついての分析 
富桝満(株式会社ハードオフコーポレーション) 
浅野浩美(事業創造大学院大学) 

[3E-4/ PR0038] 
DX 人材の勤務状況と職場環境や処遇等から見た

DX 推進に向けたマネジメント方策 
須永大介(中央大学)  
宗健(大東建託株式会社ＡＩ-ＤＸラボ) 

12:00-13:00 
 
休憩 
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【11 月 13 日（日）】PM 

会場 S 会場 
(4 階 405/406 教室) 

13:00-14:00 

 
基調講演２ 
『プラットフォーム戦略論：日本から発信する独自理論』 
 
早稲田大学ビジネススクール 教授 
根来 龍之 氏 
 

14:00-14:30 休憩・移動 

会場 A 会場 
(S301) 

B 会場 
(S302) 

C 会場 
(S303) 

D 会場 
(S307) 

E 会場 
(S308) 

セッション名 マーケティング 起業・事業開発 
イノベーション 

データマイニング 
経営戦略 IT 資産価値研究部会 ファンディング 

業務・企業評価 
座長 妹尾大（東京工業大学） 向日恒喜（中京大学） 小林満男(新潟国際情報大学） 竹政昭利(オージス総研) 後藤裕介（芝浦工業大学） 

14:30-15:00 

[4A-1/ PR0007] 
e スポーツにおけるプレーヤー視聴者間インタラクショ

ンの概念整理 
柿原正郎(東京理科大学) 
備前嘉文(國學院大學) 

[4B-1/ PR0072] 
地域未来牽引企業の業種別定量比較分析 
細矢淳(早稲田大学) 
鈴木勝博(桜美林大学) 
 

[4C-1/ PR0015] 
出産育児コミュニティサイトにおける共感と経験に関す

る分析 
楠木祥文(大阪公立大学) 
河合亜矢子(学習院大学) 
後藤裕介(芝浦工業大学) 
白井康之(大東文化大学) 
森田裕之(大阪公立大学) 

[4D-1/ PR0005] 
デジタル時代のエコシステム戦略 
宗平順己(武庫川女子大学) 

[4E-1/ PR0026] 
COVID-19 パンデミックによる購入型クラウドファン

ディング市場の変化 
内田彬浩(筑波大学) 

15:00-15:30 

 
[4A-2/ PR0016] 
観光 DX としてのオンラインツアーの現状と展望～デ

ジタルマーケティングの視点～ 
大嶋淳俊(宮城大学) 

[4B-2/ PR0014] 
VUCA 時代での大学発ディープテック・ベンチャーのア

ントレプレナーシップ 
中田行彦(立命館アジア太平洋大学) 

[4C-2/ PR0062] 
DX 推進要因の検証 
渡邊真治(大阪公立大学) 

[4D-2/ PR0048] 
DX の実現に向けた人材育成の具体策に関する一考

察 
栗山敏(ビジネス・ブレークスルー大学大学院) 

[4E-2/PR0025] 
購入型・寄付型クラウドファンディングの提案者の行動 
中村雅子(東京都市大学) 

15:30-16:00 

[4A-3/ PR0008] 
アフターコロナ時代の顧客ロイヤルティ戦略の研究 
Nguyen Xuan Tien (事業創造大学院大学) 
富山 栄子（事業創造大学院大学） 
沼田 秀穂（香川大学大学院） 

[4B-3/ PR0004] 
アントレプレナーシップ教育のための教育プロセス・リ

エンジニアリング （EPR： Education Process Re-
engineering）に関する研究 
加藤英司(株式会社グローウィンコンサルティング) 
竹田賢(青山学院大学) 
大崎恒次(専修大学) 

[4C-3/ PR0002] 
卸電力市場が最大電力需要に与える影響評価モデル

の構築 
小倉博行(日本大学) 

[4D-3/ PR0060] 
小規模事業向けの組織としての情報システム構築の

一考察 
小山武志(Veson Nautical, 駒澤大学) 

[4E-3/PR0029] 
効果的な内部監査の実践に関する考察 
赤尾嘉治(ＯＣＰ総研) 

16:00-16:30 

[4A-4/ PR0089] 
産学連携による酒蔵の PR 動画の制作と地域活性化 
益満環(秋田大学) 

 

 
閉会 
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