
日本経営学会
第93回大会プログラム
2019 年 9月 3日（火）～ 2019年 9月 6日（金）

【統 一 論 題】
" 働き方改革 "に経営学はどう応えるか～日本人の働き方の過去・現在・未来を考える～

【サブテーマ】
①正規・非正規の格差問題に経営学はどう応えるか
②ワーク・ライフ・バランスに経営学はどう応えるか
③AI 時代の働き方改革・人材育成に経営学はどう応えるか

【大 会 日 程】

9月3日
（火）

12:00～ 14:00～ 16:00～

常任理事会 各種委員会 理事会

9月4日
（水）

9:30～ 10:00～10:20 10:20～12:00 12:00～13:00 13:00～15:30 16:00～18:00

受付 開会式
院生セッション
ワークショップ
（100分）

昼食
理事会

統一論題①
（150分） 会員総会

9月5日
（木）

9:00～ 9:30～12:00 12:00～12:50 12:50～14:50 14:50～15:00 15:00～17:30 17:30～17:50 17:50～19:50

受付 統一論題②
（150分）

昼食
新理事会

自由論題
（120分） 移動 統一論題③

（150分） 移動 懇親会

９月6日
（金）

9:30～ 10:00～11:20 11:20～12:00 12:00～13:00 13:00～15:00 15:00～15:10

受付
自由論題

英語セッション
（80分）

学会賞
セッション
（40分）

昼食
新理事会

自由論題
（120分） 閉会式

関西大学



【９月３日（火）】
12:00 ～ 14:00 常任理事会 第 2学舎 2号館 6階商学部会議室
14:00 ～ 16:00 各種委員会
　14:00 ～ 15:00 　年報委員会 第 2学舎 2号館C301教室
 　倫理委員会 第 2学舎 2号館C401教室
　15:00 ～ 16:00 　機関誌編集委員会 第 2学舎 2号館C302教室
16:00 ～ 18:00 理事会 第 2学舎 2号館 6階商学部会議室

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）　以下、報告者等の所属は本人の申請により記載します。

【９月４日（水）】
9:30 ～　受付 第 2学舎 2号館 1階エントランス

10:00 ～ 10:20 開会式　　　　第 2学舎 4号館 BIGホール 100
 日本経営学会第 93回大会実行委員長 廣瀬　幹好 （関西大学）
 日本経営学会理事長 百田　義治 （駒澤大学名誉教授）
 日本経営学会第 93回大会プログラム委員長 三戸　　浩 （長崎県立大学）

10:20 ～ 12:00
ワークショップ

会　場 A会場
第2学舎2号館C301教室

B会場
第2学舎2号館C302教室

E会場
第2学舎2号館C401教室

10:20
〜
12:00

細川孝（代表） 玉井健一（代表） 佐々木純一郎（代表）

細川孝（龍谷大学）
齋藤敦（徳島文理大学）
福原康司（専修大学）
皆川雅樹（産業能率大学）

大平義隆（北海学園大学）
西村友幸（小樽商科大学）
玉井健一（小樽商科大学）

佐々木純一郎（弘前大学）
角田美知江（函館大学）
竹ヶ原公（青森大学）
中村和彦（青森大学）

土谷幸久（いわき明星大学）
平澤賢一（会津大学）
堀籠崇（新潟大学）
岸保行（新潟大学）

百武仁志（大阪観光大学）
税所 哲郎（国士舘大学）
江向華（就実大学）
岩淵護（青森大学）

経営学教育の新たな実践
知の共有

北方バーナーディアンの
挑戦 3―組織の経済学と
の交流を求めて―

東北部会発ワークショッ
プ第二弾―地方企業の持
続可能性

10:20 ～ 11:35　
院生セッション　（報告15分＋質疑10分）

会　場 F会場
第2学舎2号館C402教室

司　会 渡辺敏雄
（関西学院大学）

10:20
〜
10:45

西濱健太郎
（広島大学大学院）

フォールトライン研究の生成
と展開

10:45
〜
11:10

北野康
（大東文化大学大学院）

エンパワリング・リーダーシッ
プとその効果の検討―日本の
製造企業を対象にした実証研
究―

11:10
〜
11:35

柴野良美
（早稲田大学大学院）

組織文化が企業不正に与える
影響―企業理念を用いた実証
分析―



12:00 ～ 13:00　理事会（第 2学舎 2号館 6階商学部会議室）

13:00 ～ 15:30　統一論題①（第 2学舎 4号館 BIGホール 100）
司　会 田中　秀樹（京都先端科学大学）

13:00
〜
15:30

報告者 論　題 討論者

大平義隆
(北海学園大学) 正規・非正規格差問題への科学的な検討の可能性

池内秀己
（九州産業大学）

平野光俊
（神戸大学）

非正規の基幹化と正規の多様化―雇用ポートフォリオのあり方をめぐっ
て―

三崎秀央
（兵庫県立大学）

非正規雇用における「非」労働条件の影響：組織的公正とビジョンの観
点から

16:00 ～ 18:00　会員総会（第 2学舎 4号館 BIGホール 100）

会員控室は第 2学舎 4号館 4階 F401教室、F403教室



【９月５日（木）】
9:00 ～　受付 第 2学舎 2号館 1階エントランス

9:30 ～ 12:00　統一論題②（第 2学舎 4号館 BIGホール 100）
司　会 森田　雅也（関西大学）

9:30
〜
12:00

報告者 論　題 討論者

清山玲
（茨城大学） コース別雇用管理の限界とダイバーシティ・マネジメントの可能性

牛尾奈緒美
（明治大学）

安藤史江
（南山大学） ダイバーシティ時代における職場成長の牽引要件

中川誠士
（福岡大学） ワーク・ライフ・バランスの論理構造

12:00 ～ 12:50　新理事会（第 2学舎 2号館 6階商学部会議室）

12:50 ～ 14:50　自由論題セッション　（報告 25分＋質疑 15分）
会　場 A会場　第2学舎2号館C301教室 B会場　第2学舎2号館C302教室 C会場　第2学舎2号館C303教室

司　会 上林憲雄
（神戸大学）

守屋貴司
（立命館大学）

平野恭平
（神戸大学）

12:50
〜
13:30

福井直人
（北九州市立大学）

堀籠崇
（新潟大学）

水野清
（愛知学泉大学）

環境問題と人的資源管理 コレクティブ・インパクトを創造する地
域マネジメント―医療イノベーションの
展開をもとに―

起業者活動における正当性の獲得―認知
地図の正当化プロセスに焦点を当てて

13:30
〜
14:10

濱田知美（中部大学）・弘中史子（滋賀大学）
寺澤朝子（中部大学）

角田美知江
（函館大学）

青木英孝
（中央大学）

自動車業界の生産現場における部下の昇
進意欲と上司の役割

地域中小企業の存続について～内なる国
際化からの考察～

社外取締役と社外監査役は会計不正を防
止できるか？

14:10
〜
14:50

辺見佳奈子
（大阪市立大学）

小林崇秀
（姫路獨協大学）

村山元理
（常磐大学）

日本における仕事価値観の多様化に関す
る研究―日本型ダイバーシティ・マネジ
メントの開発に向けて―

QCAを利用した日本酒製造業の地域間
格差の分析

企業家殿堂の選定を目指して―その選定
条件をめぐって

会　場 D会場　第2学舎2号館C304教室 E会場　第2学舎2号館C401教室 F会場　第2学舎2号館C402教室

司　会 宮尾学
（神戸大学）

菊澤研宗
（慶応大学）

藤田誠
（早稲田大学）

12:50
〜
13:30

小久保欣哉
（二松學舍大学）

李東浩
（流通科学大学）

三浦紗綾子
（帝京大学）

日本の研究開発型企業における産業特性
と両利きの経営―サーベイデータによる
マルチレベル分析―

産業組織論と資源能力論等を統合した戦
略研究枠組みの構築―イオンの競争優位
分析への試み―

市場創造における流通業者の役割：ドイ
ツ健康靴市場の事例から

13:30
〜
14:10

淺井洋介
（神戸大学大学院）

柴田聡（山形大学）
菅野洋介（中央大学）

孫銘悦
（久留米大学大学院）

新製品開発への工程イノベーションの関
わり―機能性化学品の新製品開発の事例
分析―

組織能力が戦略的志向性の効果に及ぼす
影響についてのマルチレベル分析

後発型中国家電企業のグローバル競争優
位の源泉と戦略に関する考察―企業文化
の視点から―

14:10
〜
14:50

糟谷崇
（杏林大学）

藤原章
（長崎総合科学大学）

相生公成
（日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）

AI 社会におけるイノベーションとその課
題

「中期戦略分析ツール」の活用による戦
略不全からの脱却について

クラウド・サービス・エコシステムと大
手 IT 企業の戦略



会　場 G会場　第2学舎2号館C403教室 H会場　第2学舎2号館C404教室 I会場　第2学舎2号館C507教室

司　会 涌田幸宏
（名古屋大学）

宮本琢也
（久留米大学）

細川孝
（龍谷大学）

12:50
〜
13:30

石橋慶一
（中村学園大学短期大学部）

岸本太一（東京理科大学）
岸保行（新潟大学）

鈴田祐介
（九州大学大学院）

自己選択型習熟度別クラス編成の導入に
よる授業運営に関する実践的検討

文化製品の国際普及における ‘模創品’ 事
業の貢献～伝統品とのダイナミックな相
互補完～

病院の財務データを用いた実証分析

13:30
〜
14:10

松野奈都子
（釧路公立大学）

林正
（中央大学）

高田麻衣子
（小樽商科大学大学院）

初期段階のNPOにおけるフレーミング
の検討

地域データによる外資系企業の立地の決
定要因分析

病院看護組織における看護師の採用とリ
テンション

14:10
〜
14:50

松尾健治
（熊本学園大学）

林倬史
（立教大学）

村田幸則
（藤田医科大学）

組織におけるスティグマとレジリエンス 研究開発の国際化はどこまで進んでいる
か：研究開発国際化論の再定義

ICT による退院支援のプロセス革新とそ
の実行管理

15:00 ～ 17:30　統一論題③（第 2学舎 4号館 BIGホール 100）
司　会 鈴木　竜太（神戸大学）

15:00
〜
17:30

報告者 論　題 討論者

渡部順一
（宮城学院女子大学） デジタル時代の新潮流―AI とヒトの共創に関する一考察―

原拓志
（神戸大学）

三輪卓己
（京都産業大学）

IT，AI の進歩による仕事と働き方の変化　―知識労働・感情労働・定
型労働のマネジメントの展望―

松本雄一
（関西学院大学） AI 時代の人材育成：学びのコミュニティの観点から

17:50 ～ 19:50　懇親会（100周年記念会館ホール）

会員控室は第 2学舎 4号館 4階 F401教室、F403教室



【９月６日（金）】
9:30 ～　受付 第 2学舎 2号館 1階エントランス

10:00 ～ 11:20　英語セッション　（報告 25分＋質疑 15分）
会　場 A会場　第2学舎2号館C301教室 B会場　第2学舎2号館C302教室 E会場　第2学舎2号館C401教室 F会場　第2学舎2号館C402教室

司　会 石井真一
（大阪市立大学）

高橋正泰
（明治大学）

下畑浩二
（四国大学）

所伸之（日本大学）
加藤志津子（明治大学）

10:00
〜
10:40

加藤和彦
（名古屋商科大学）

南ホチョル
（北星学園大学）

フヤル・モハン
（創価大学大学院）

咲川孝
（中央大学）

A study on the infl uence 
of network eff ect bias in a 
platform strategy -through 
Toyota AGL project-

Inventory as a Liquidity 
Provision Channel

Study on Performance 
and Challenges of Public 
Private Partnership (PPP) 
Projects in India 

Culture, management 
practices, and workplace 
outcomes: Evidence from 
fi rms in Vietnam

10:40
〜
11:20

工藤周平
（石巻専修大学）

Maria Vasileva Ilieva（大阪市立大学大学院）
Jin-ichiro Yamada（大阪市立大学）

遠藤哲哉
（青森公立大学）

後藤俊夫
（日本経済大学）

ICT Utilization Assessment 
of Small and Medium-sized 
Manufacturers in Tohoku 
Region

Strategic Decision-Making 
Process for Recovery after 
a Fraud

Regional Management in 
Cities: From Community 
MICE  to Emergence of 
Regional Innovation 

Public-conscious 
management as the core 
concept of Japanese 
management

10:00 ～ 11:20　自由論題セッション　（報告 25分＋質疑 15分）
会　場 C会場　第2学舎2号館C303教室 D会場　第2学舎2号館C304教室 G会場　第2学舎2号館C403教室 H会場　第2学舎2号館C404教室

司　会 青木英孝
（中央大学）

浦野倫平
（九州産業大学）

榊原研互
（慶応義塾大学）

大平浩二
（明治学院大学）

10:00
〜
10:40

円城寺敬浩
（東京富士大学）

富樫佳織
（愛知淑徳大学）

山崎敏夫
（立命館大学）

野林晴彦
（北陸学院大学短期大学部）

「財団資本主義」の意義と限界
―北欧・デンマークを中心に
して―

コンテンツ産業のデジタル化
における競争と協調（協力）
に関する考察―雑誌とニュー
ス配信プラットフォームにつ
いての事例研究―

日本とドイツにおけるアメリ
カ的経営方式の導入

日本の経営理念：3つの概念
と 5つのサブ概念―歴史的変
遷から―

10:40
〜
11:20

田中あや
（大原記念労働科学研究所）

安藤信雄
（中部学院大学）

清水一之
（明治大学）

森俊也
（長野大学）

1850年代におけるヘンリー・
ヴァーナム・プアーのビジ
ネ ス 誌 の 改 革 ―American 
Railroad Journal の意義と役
割―

情報創造型生産における費用
便益モデル分析

ドイツのコーポレート・ガバ
ナンス指数としての浮動株比
率の援用―DAX30 指数の同
族・国家持分の拮抗力に着目
して―

企業の成熟期における経営学
―「品質・機能・価格」の経
営学と，「顧客にして欲しい思
い」の経営学

11:20 ～ 12:00　学会賞セッション
会　場 C会場　第2学舎2号館C303教室

司　会 所伸之
（日本大学）

12:00 ～ 13:00　新理事会（第 2学舎 2号館 6階商学部会議室）



13:00 ～ 15:00　自由論題セッション　（報告 25分＋質疑 15分）
会　場 A会場　第2学舎2号館C301教室 B会場　第2学舎2号館C302教室 C会場　第2学舎2号館C303教室 D会場　第2学舎2号館C304教室

司　会 三井泉
（日本大学）

福永文美夫
（久留米大学）

咲川孝
（中央大学）

玉井健一
（小樽商科大学）

13:00
〜
13:40

横山礼士・佐藤秀典
（筑波大学大学院・筑波大学）

春日賢
（北海学園大学）

志賀敏宏
（多摩大学）

鈴木信貴
（長岡技術科学大学）

ファミリービジネスにおける
新規事業立ち上げと既存事業
からの独立性―組織アイデン
ティティからのアプローチ―

マネジメントと分権制―ド
ラッカーにおける分権制の意
義と展開―

セレンディピティ研究の今日
的意義

地方における産官学連携活動、
起業、地域クラスター形成の
陥穽

13:40
〜
14:20

荒尾正和（ほがらか信託株式会社）・落合康裕
（静岡県立大学）・西村公志（アップスマート
株式会社）・後藤俊夫（日本経済大学）

赤羽淳（中央大学）
井上隆一郎（桜美林大学）

森谷周一
（関西学院大学）

堀泰
（愛知大学）

上場ファミリービジネスの経
営者在任期間と業績に関する
研究

旧シャープ経営危機の背景と
新生シャープ（鴻海・シャー
プ連合）の評価

ミドルマネジメントによる逸
脱的活動の発生メカニズム

日本版 PPP/PFI 事業の現状と
課題

14:20
〜
15:00

洪性奉
（同志社大学）

羽田明浩
（国際医療福祉大学）

李東浩
（流通科学大学）

菅原浩信
（北海学園大学）

韓国中小企業における事業継
承とその課題

ダイナミック・ケイパビリティ
からみる健康経営企業の研究
―健康経営銘柄の経営指標の
分析より―

断続的競争優位：模創理論に
よる新たな組織戦略パラダイ
ムの提起

ふれあいサロンの参加者にお
ける満足度の規定要因

会　場 E会場　第2学舎2号館C401教室 F会場　第2学舎2号館C402教室 G会場　第2学舎2号館C403教室 H会場　第2学舎2号館C404教室

司　会 田口直樹
（大阪市立大学）

吉村典久
（大阪市立大学）

中瀬哲史
（大阪市立大学）

勝部伸夫
（専修大学）

13:00
〜
13:40

髙久保豊
（日本大学）

吉森賢
（横浜国立大学）

塩地洋
（京都大学）

中本龍市（九州大学）
野口寛樹（福島大学）

中国における「衆創空間」概
念とその新展開―北京と深圳
の事例からの示唆―

日本的企業統治ーその限界と
改革案

太平洋島嶼国の放置車両問題
―フィジー，トンガ，サモア
の調査から

国際化による知識の活用への
効果：通時的活用と共時的活
用の試論

13:40
〜
14:20

潘宝燕
（神戸大学大学院）

村澤竜一
（明治大学大学院）

上野山達哉
（大阪府立大学）

北村正仁
（日本大学大学院）

中国で活動する企業の品質管
理―パイロット調査から―

機関投資家による企業統治 ―
対話における認識の異同―

使命的職業観は顧客志向を促
進するか：自転車販売職にお
けるコーリング、職務行動志
向および上司行動の関係の検
証

企業のグローバル化と企業不
祥事に関する一考察～オリン
パス事例に見る組織慣性力の
影響～

14:20
〜
15:00

力丸美和
（福岡女子大学大学院）

西剛広
（明治大学）

土谷幸久
（医療創生大学）

安西由美江
（星城大学）

日本語教育における日本人教
師と中国人教師の協働

インド企業のガバナンスと戦
略：ファミリー・ビジネスを
中心として

福島イノベーション・コース
ト構想最大の困難と可能性に
ついて

食品業界における国際ジョイ
ントベンチャー（日・米）衝
突と解決：両親企業役割分担
とリーダーシップの視点から

15:00 ～ 15:10 閉会式　　　　C会場（第 2学舎 2号館C301教室）

会員控室は第 2学舎 4号館 4階 F401教室、F403教室



第 2学舎 2号館

第 2学舎 4号館 Ｉ会場

会員控室

統一論題・総会会場

Ｆ会場

Ｂ会場

Ｈ会場

Ｄ会場

Ｇ会場

Ｃ会場

Ｅ会場

Ａ会場
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