
平成 27 年 3 月吉日

日本ナレッジ・マネジメント学会

会 員 各 位

日本ナレッジ・マネジメント学会

理事長 花堂 靖仁

第 18 回年次大会・年次総会のご案内

拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。

さて、第 18 回年次大会並びに年次総会を、下記のとおり開催いたします。会員各位の積極的なご

参加をお願い申し上げます。つきましては、同封致しました申込書を（年次総会にご欠席の方は委

任状も併せて）郵送、またはファックスにてご返信をお願い致します。

敬具

記

１．開催日時   平成 27 年 3 月 21 日（土）午前 9 時 30 分～午後 5 時 25 分

年次大会終了後、懇親会（１時間半）

※年次総会（13:00～13:30）には会員全員にご出席をお願います。

やむを得ず欠席される方は、同封の委任状にご記入の上ご送付下さい。

※プログラムの詳細は別紙をご参照ください。

２．場  所 専修大学 神田キャンパス 1 号館 １階 101 教室、104 教室

        東京都千代田区神田神保町 3－8
            http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access.html
３．統一論題 「 新インターネット時代（クラウド、ビックデータ、IoT./IoE）の望ましい

        集合知とは?人と機械の複合知の協創」

４．会 費 年次大会参加費 会員無料（当日入会申込者含む）、非会員資料代 500 円

懇親会参加費 3 千円

５．受 付 同封の申込書にご記入の上、下記締切日までに郵送又はﾌｧｯｸｽにてご送付下さい。

（電話、または E-mail によるお申込はお受けできません。）

６．支払方法 懇親会参加費は同封の郵便振替用紙にて（もしくは下記の銀行口座へ）、

受付締切日までにお振込下さい。

口座人名「日本ナレッジ・マネジメント学会理事長花堂靖仁」

三井住友銀行 日本橋支店普通預金 7072689
三菱東京 UFJ 銀行日本橋支店普通預金 4854773

7．受付締切 平成 27 年 3 月 16 日（月）必着

■お問合わせ先：日本ナレッジ・マネジメント学会事務局■

         〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 3-3-3 CM ビル 9 階

（株）日本ビジネスソリューション内

TEL：03-3270-0020 FAX：03-3270-0056
E-mail：kms@gc4.so-net.ne.jp



日本ナレッジ・マネジメント学会第 18 回年次大会 プログラム

開催日時 2015 年 3 月 21 日(土) 9:30-17:30

会 場 専修大学 神田キャンパス 1 号館 １階 101 教室、104 教室

               http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access.html

大会テーマ 「新インターネット時代(クラウド、ビックデータ、IoT/IoE)の望まし

         集合知とは?人と機械の複合知の協創」

スケジュール

9:10 受付開始(1階 101 教室)

9:30-9:50 開催挨拶

        日本ナレッジマネジメント学会理事長 花堂 靖仁氏（國學院大學名誉教授）

     大会実行委員長 小沢 一郎氏（専修大学教授）

        大会プログラム委員長 植木 英雄氏（東京経済大学教授）

午前の部

司     会： 植木 英雄氏 （本学会理事）

9:50-10:50 特別講演 「コマツの建設鉱山機械における IoT の取り組み」

         黒木 和憲氏 コマツ取締役、常務執行役員（ICTソリューション本部長）

10:55-11:55 基調講演 「ネット集合知の可能性」

         西垣 通氏 (東京大学名誉教授、東京経済大学教授)

12:00-13:00 【昼 食】 理事会

13:00-13:30 会員総会 （1 階 101 教室）

午後の部

17:20-17:25   閉会挨拶 久米 克彦氏（本学会副理事長）

17:30-19:00   懇親会（会場：1 号館 15 階報恩の間、参加費 3000 円）

※プログラムは当日に変更されることがございます。

A トラック 会場：1階 101 教室

司会・コメンテータ：大西幹弘 氏（名城大学教授）

13:30-14:05 報告１：山口 博氏

（株）マーバルパートナーズ

テーマ：「M&A・組織再編成の正否を握る社内 SNS」

14:10-14:45 報告２：小石裕介氏

（株）Beat Communication ソーシャルメデア部会長

テーマ：「組織改革のためのｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ・ｿｰｼｬﾙ」

14:50-15:35 報告３：小門裕幸 教授

同研究室 酒井勇也氏

法政大学キャリアデザイン学部

テーマ：「情報社会の進化-公文 S 字波理論のｽﾏﾎ時代

三次元分析（便益、同期性、同場性）

休息（10 分）

15:45-17:15[パネルディスカッション]

「新しいインターネット（ｸﾗｳﾄﾞ、ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ、IoT/IoE

の展開」 司会：山崎秀夫氏（本学会専務理事）

パネラー：

1.山崎秀夫氏（（株））Beat Communication 顧問

ﾃｰﾏ 「人類史から見た新しいｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

（ｸﾗｱｳﾄﾞ、ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ、IoT/IoE の位置づけ）

2.中村忠雄氏 ﾀﾞｯｿｰｼｽﾃﾑｽﾞ（株）ｼﾆｱ B.E・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ﾃｰﾏ 「欧米で進むﾊﾞｰﾁｬﾙ製品開発」

3.荻原剛氏（予定）ﾑﾛｵﾝﾍﾙｽｹｱ(株)

ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

ﾃｰﾏ  「ｵﾑﾛﾝのｳｴﾙﾈｽﾘﾝｸは何をもたらすか」

B トラック会場：1 階 104 教室（発表 25 分・質疑 10分）

司会・コメンテータ：加藤 鴻介氏（金沢工業大学教授）

13:30-14:05 報告１：西田 陽介氏

(株)日本経済研究所

テーマ：「顧客の知と価値意識?ものづくりのｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを考える」

14:10-14:45 報告２：鹽野 敬氏

  日本ｱｲ・ﾋﾞｰ･ｴﾑ(株)人事 LK&PD 部長

テーマ：「KM による 0から∞の創造?IBMにおける Learning&KM

の実践」

14:50-15:25 報告３：岩崎 龍太郎氏

  ｻﾝﾌﾟﾗｽﾜﾝ代表

テーマ：「警備業における障害者の戦力化-SECI ﾓﾃﾞﾙ考察」

15:30-16:05 報告４：安部 博文氏

  電気通信大学 特任教授

テーマ：「大学におけるﾍﾞﾝﾁｬｰ支援と教育活動を知識創造理論

の視点で分析する 電気通信大学の事例」

休息（10分）

16:15-17:15 組織変革実践研究のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

司会：進 博夫氏（本学会理事）
ナレッジ・クリエーションのための対話：高山千弘氏 ｴｲｻﾞｲ(株)理事・知創部長

組織変革実践・現状と今後①：鳥羽章夫氏 日本郵便(株)新潟営業統括本部課長

組織変革実践・現状と今後②：渡邊力氏新潟関屋自動車学校

                  総務部長兼経理部長

対話参加者：長谷川光彦氏日本ﾘﾌｧｲﾝ（株）取締役

前川和也氏（株）ﾊｰﾄﾋﾞｰﾂ取締役         

まとめ：高山千弘氏 ｴｰｻﾞｲ(株)理事・研究部会長



日本ナレッジ・マネジメント学会第 18 回年次大会 参加・不参加申込書（会員用）

受付ＦＡＸ（０３－３２７０－００５６）

↓（該当する項目いずれか一つに○をして下さい。）

出・欠 参 加 内 容 お振込金額

第 18 回年次大会に参加します ――

第 18 回年次大会及び懇親会に参加します ￥３,０００

欠席します。

（別途委任状に記入の上、ご送付願います）

――

氏 名：                  （会員 No. ）        

（代理出席者名 ：           ）

連絡先住所：                                     

Ｔ Ｅ Ｌ：                

懇親会費入金日：             

連絡事項：                                                                  

◎ この申込書を郵送、またはﾌｧｸｽにてお送りください。

年次総会に欠席される場合は、下段の委任状にご記入の上、事務局へ送付願います。

 電話、E-mail によるお申込はお受けできません。

 懇親会参加費は同封の郵便振替用紙または下記銀行口座へ、締切日までにお振込下さい。

口座人名「日本ナレッジ・マネジメント学会理事長花堂靖仁」

三井住友銀行 日本橋支店普通預金口座 7072689
三菱東京 UFJ 銀行日本橋支店普通預金口座 4854773

（※）請求書および領収書は原則として発行しておりません。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日本ナレッジ・マネジメント学会年次総会

委任状

私は を代理人と定め、下記の権限を委任致します。

記

平成 27 年 3 月 21 日（土）開催の「日本ナレッジ・マネジメント学会」年次総会における

審議事項につき議決権を行使する一切の権限。

平成 27 年 月 日

日本ナレッジ・マネジメント学会会員

氏 名：          印

会員№          


