情報社会学会 2020 年

年次研究発表⼤会 プログラム

⽇程：2020 年 12 ⽉ 26 ⽇（⼟）10:00〜17:00
会場：オンライン開催
■9 時 30 分〜 午前セッション発表者接続テスト開始
■10 時 開会
総合司会：庄司昌彦（武蔵⼤学）
■開会挨拶 情報社会学会会⻑ ⼤橋正和（中央⼤学）

■Work In Progress セッション（発表 15 分＋質疑応答 5 分）
座⻑：⼤橋正和（中央⼤学）
■10 時 05 分〜10 時 25 分
地⽅創⽣事業におけるソーシャル情報ハブ機能の考察
A Study on Social Impact Information Hub Function in Regional Revitalization Projects
⻲井省吾/Shogo KAMEI1 ・⻘⽊陽亮/Yosuke AOKI2・安達統偉/Toi ADACHI2 ,
安藤快/Kai ANDO2・井坂彩乃/Ayano ISAKA2・⼤橋帝我/Taiga OHASHI2,
川畑倫太郎/Rintaro KAWABATA2・永松泰征/Taisei NAGAMATSU2
,
2
2
⽔嶌薫⼦/Toko MIZUSHIMA ・村上洋輝/Hiroki MURAKAMI ,
⼭⽥⼤貴/Hirotaka YAMADA2
1
福知⼭公⽴⼤学地域経営学部 教授 2, 福知⼭公⽴⼤学地域経営学部
■10 時 25 分〜10 時 45 分
ERP 導⼊プロジェクトにおけるシステム導⼊コスト削減を図るための考察
Considerations to Reduce System Installation Costs in the ERP Implementation Project
広川敬祐/Keisuke HIROKAWA¹・⼤場みち⼦/Michiko OBA²
¹公⽴はこだて未来⼤学⼤学院 システム情報科学研究科 博⼠後期課程
²公⽴はこだて未来⼤学 システム情報科学部 教授

■研究ノート セッションⅠ（発表 20 分＋質疑応答 5 分）
座⻑：⼭内康英（多摩⼤学）
■10 時 50 分〜11 時 15 分
「VUCA に対応できる⼈材」を育成するための「情報社会学」教育のリデザイン
Redesigning education program of "Infosocionomics" to develop talent for "VUCA world"
天野徹/Toru AMANO
明星⼤学⼈⽂学部 教授
■11 時 15 分〜11 時 40 分
⾼校および⼩・中学校における遠隔教育政策の研究
A study on the Policy of Distance Education in High Schools, Elementary and Junior High
Schools
渡邉志織/Shiori WATANABE
新潟⼤学 ⾮常勤講師

■11 時 40 分〜12 時 05 分
ネットいじめに関する要因分析 -2018 年度の全国の⾼校⽣のアンケート調査からFactor analysis on cyberbullying
⽥代光輝/Mitsuteru TASHIRO
多摩⼤学情報社会学研究所
■12 時 05 分〜13 時 15 分 ランチブレイク
■12 時 45 分〜 午後セッション発表者接続テスト開始
■13 時 15 分〜13 時 30 分 総会報告 情報社会学会会⻑ ⼤橋正和

■研究ノートセッションⅡ（発表 20 分＋質疑応答 5 分）
座⻑：⼤橋正和（中央⼤学）
■13 時 30 分〜13 時 55 分
⽇本企業における業務 IT システム活⽤の問題研究 −業務 IT システム活性化モデルの導
出−
A study on the problem of business IT system utilization in Japanese companies
- Derivation of business IT utilization model ⽩井貴⼦/Takako SHIRAI１・桐⾕ 恵介/Keisuke KIRITANI2
1
産業技術⼤学院⼤学・2 情報経営イノベーション専⾨職⼤学
■13 時 55 分〜14 時 20 分
ビットセキュリティズ：証券決済システム再設計コンセプト
Bitsecurities: Electronic securities settlement systems concept
⼤地篤司/Atsushi OCHI
東京都⽴産業技術⼤学院⼤学情報アーキテクチャ専攻専⾨職学位課程

■原著論⽂

セッション（発表 25 分＋質疑応答 10 分）

座⻑：庄司昌彦（武蔵⼤学）
■14 時 30 分〜15 時 05 分
メディアに対する信頼意識と情報⾏動との関係性に関する考察
A study on the relationship between trust and behaviors toward information about
media
沼⽥秀穂/Hideho NUMATA1・苗苗/Miao Miao 2・池⽥佳代/Kayo IKEDA3
1
⾹川⼤学⼤学院 教授・2 ⽴命館⼤学経営学部 准教授 ・ 3 東海学園⼤学経営学部 准教授
■15 時 05 分〜15 時 40 分
ブリッジング・リーダーシップの学習と模倣によるコミュニティ形成の有効性
Effectiveness of Community Formation Through Learning and Imitation of Bridging

Leadership
松⽥壮史/Takefumi MATSUDA１・野⼝みき/Miki NOGUTI２
中央⼤学⼤学院総合政策研究科 博⼠課程後期課程１・事業構想⼤学院⼤学 事業構想研究
科 事業構想専攻２
■15 時 40 分〜16 時 15 分
情報社会学の基礎概念と社会システム
Basic Concepts of Infosocionomics and Social System
⼭内康英/Yasuhide YAMANOUCHI
多摩⼤学情報社会学研究所 教授
■16 時 15 分〜17 時 00 分 特別セッション （予備セッション時間）
■17 時 終了挨拶 情報社会学会会⻑ ⼤橋正和
以上

