
日本経営学会第88回大会プログラム
2014年9月4日･5日･6日

統-論題:日本的ものづくり経営パラダイムを超えて

サブテーマ①再生の時代の経営者　②日本型ものづくり経営の再生　③ソーシャル･ビジネスの経営探究
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●受　付:本学･世田谷キャンパス｢梅ケ丘校舎｣ 34号館1措アトリウム-ご参カロ初日に必ずお立ち寄りください｡受付は9:00からです｡

●大会参加費:前納3,200円(報告要旨集CD版)､ 5,000円(報告要旨集CD版+冊子版)｡当日4,500円(報告要旨集CD版のみ､冊子版は前納に限り製作)0

【注】lFSAM参加者にはIFSAM実行委昌会から補助金3.000円が支給されますので､当大会参加費は200円(CD版)または2.000円(CD+冊子版)となります｡

●報告要旨集CD版ご利用の方のためのPCとプリンターの使用環境:

大会期間中､ 3会場(端末室)をご用意します｡-｢梅ケ丘校舎｣ 34号館A棟5階A503端末室3およびA504端末室4､ ｢世田谷校舎｣中央図書館6階端末室1｡

●懇親会参加費:前納4,000円(当日5,000円)-会場は(梅ケ丘校舎) 34号館地下1階食堂およびサンクンガーデン｡

/



10:00-

年報委員会･活性化委員会･第90回大会プログラム委員会･機関誌編集委員会(西)時間･場所は別途､学会よりご案内しますo
ll:00-ll:50

大学院生セッション〔報告15分+質疑10分〕 34号館A棟2階･3階
会場　教室　　　司会　　　　氏名　　　　　　所属

A A207

B A208

C A308

D A309

E A310

沼上　　幹　久保　吉人　名古屋市立大学大学院

(一橋大学)畑中　艶子　立命館大学大学院

田中　信弘　王　　艶梅　大阪市立大学大学院

(杏林大学)松野奈都子　早稲田大学大学院

福原　康司　伊藤　泰生　早稲田大学大学院

(専修大学)谷　　柘児　小樽商科大学大学院

古瀬　公博　永山　　晋　早稲田大学大学院

(武蔵大学)小沢　和彦　早稲田大学大学院

岩波　文章

(駒津大学)

12:00- 12:45

山口　尚美　一橋大学大学院

論題

｢デザイン主導型製品に対する最終消費者の意識に関する調査研究｣ -生活家電のコンジョイント分析による意味的価値の実証-

ツリー型思考によるマーケテイング戦略　-ハウス食品の商品を事例に一

組織の有効性と信頼に関する実証研究

NPOによる寄付の促進

産業内製品多角化と業績の関係性　一情報サービス産業における経営資源のモデレート効果一

中小規模病院経営改善における事例研究　一変革モデルにおける適応可能性一

集合ブリッジンクを促進する戦略的ネットワーキング:ネットワークの埋め込みと機会追求の観点から



13:00- 17:30　多目的ホール(中央図書館地下1階)

統一論題①｢再生の時代の経営

司会および総括　海道ノブチカ(日本経営学会理事長)

コーディネーター　小阪隆秀(日本大学) ･田淵泰男(国士舘大学)

-3‥00-'4=00　日産自動車代表取締役副会長　志賀　俊之

14:00-15:00　コ　マ　ツ相談役･特別顧問　坂根　正弘

15:00-15:15休憩

･5‥15-16‥15　三菱電機　　取締役会長　山西健一郎

16=15-'7=15　中外製薬代表取締役会長　畢_山　治

17:15-17:30　　　　総　括

17:40-

理事会メイプルセンチュリーホール5階第1会議室

34号館A棟(右)･B棟(左)

メイプルセンチュリーホール;



9:30-10:50自由論題Ⅰ 〔報告25分+質疑15分〕 34号館A棟2階･3階およびB棟2階
会場　教室　　　　　司会　　　　　　氏名

A A207　井上　善海　十名　直喜
(東洋大学)　高橋　俊一

BA2.8　亀川雅人蓬形信委嘉〕
(立教大学)　羽田　明浩

cA308　君堅慧禁柔道霊姦篭

D A309　慧屋君
坂本　義和

慧巽雷樹〕
E A31.を苧‥演芸　璽蓋　璽△E=AJIU　7品法学房芙覇　津田　浩

牛丸　元

ド B202　田中　一弘　坂和　秀
(一橋大学)　佐々木

棚橋　則

G B203　畏監岩男

H B204　林　正樹
(中京学院大学)

l B205　石井　真一
(大阪市立大学)

撃〕
上田　智久
地元　有一

古井　仁
荒井　将志

村山　元英
葉山　彩蘭

※ l会場は英語セッションです｡

ll:00-12:20
会場　教室

A A207

B A208

C A308

D A309

E A310

F B202

G B203

H B204

司会

今西　宏次
(同志社大学)

高井　俊次
(室蘭工業大学)

藤田　　誠
(早稲田大学)

池内　秀己
(九州産業大学)

菊淳　研宗
(慶庵義塾大学)

大月　博司
(早稲田大学)

渡部　直樹
(慶鷹義塾大学)

吉原　正彦
(青森中央学院大学)

所属

名古屋学院大学
立正大学

高知工科大学

国際医療福祉大学

名古屋工業大学
九州産業大学

千葉経済大学
山形大学
福山市立大学

北九州市立大学
成美大学

明治大学

名古屋市立大学

東京農業大学
国士舘大学

亜細亜大学
杏林大学

千葉大学･シアトル大学
淑徳大学

論題

グローバル経営下のものづくりとシステム･イノベーション　ー『ひと･まち･ものづくりの経済学』を超えて一
日本中小企業の国際知識移転活動

農業ビジネスの活性化に向けたアプローチに関する一考察

経営戦略論を用いた銀行信用調査の発展可能性について

日本型ものづくり･内製化事業原価改善の再考
セル生産方式におけるムタとりの思想と労働生産性

組織能力向上におけるマネジャーの企業家的機能

企業家志向の浸透　一組織社会化概念を利用して-

パフォーマンス･マネジメント概念に関する理論的考察
チャンドラー経営史の到達点と現代企業の組織能力､事業システムの変容

東電テレビ会議にみる危機対応分析　-テキストマイニングとネットワーク分析を用いて-

｢信用金庫の経営実態についての研究｣　-アンケート調査を用いた分析一

日本半導体産業の衰退要因　一製造装置に着目して一
日本のコンピュータ産業の発展過程　一高度成長期･安定成長期を中心に一

多国籍企業のグローバル化と現地化の混合戦略について
多国籍企業のグローバル･ビジネス･エコシステムと標準の考察

The 3rd Government Management Creation:A Field Study of Public and P｢ivate Integration in the UIS･AI

CSR and Women' s working Motivation: Evidence from Japan. China and Taiwan

自由論題Ⅱ 〔報告25か質疑15分〕 34号館A棟2階･3階およびB棟2階
氏名

落合　康裕
堀　　圭介

福原　康司
田村　直樹

岡村　龍輝
加藤　寛之

水村　典弘
岩田　一哲

西村　友幸
柏木　　仁

川島　秀明
金網　基志

溝田　知美
中園　宏幸

堀口　朋亨
税所　哲郎

I B205　慧監讃雲内田交護

で一･.一一･･･..一. .

所属

日本経済大学
富士大学

専修大学
関西外国語大学

明海大学
国士舘大学

埼玉大学
弘前大学

釧路公立大学
亜細亜大学

創価女子短期大学
南山大学

名古屋大学大学院
同志社大学大学院

京都外国語大学
群馬大学

九州大学

論題

事業継承と継承者の正統性　一京都･近江屋ロープ株式会社の事例研究一
雇用形態の変化に伴う熟練技能獲得プロセスの変容　一酒造の事例から一

実践としての企業家精神　一企業内企業家精神を取り巻くステークホルダーの多声性一
顧客心理を一変するセールストーク

ソニーにおける組織構造の変遷　-1 995年から2005年を中心に一
資源蓄積の機能不全　一成熟･衰退期への適合が再成長の姪桔へと変化するメカニズム一

企業倫理と意図せぬ不正　-倫理的な意思決定プロセスのモデルと行動倫理学の視点一
中間管理職のストレスを導く要因　一過労自殺との関係から一

集合行為論vs持ち帰り理論　一自発的協働の諸相解明-
キャリア研究におけるコーリング(calling)の概念的特徴の明確化に向けて-コーリングとキャリア関連変数との関係性およびタイプ分けの試み-

アライアンス理論の考察とモデル構築の検討
研究開発プロセスにおける企業間の協調的行動と信頼

既存企業によるモジュラー･イノベーションが競争構造に及ぼす影響
オープン･イノベーションの組織能力　ー大阪ガスの事例一

日本企業によるBOPビジネスの検証　一味の素の事例を中心として-
ベトナムの地方都市における新しい地域クラスター一哉略に関する一考察-バリア.ブンタウ省の日系中小企業対象の産業クラスタ-戦略を事例として-

なぜ企業はコ_ポレート･ガバナンス慣行に従うのか?日本企業のストックオプション導入の実証分析tt メ二主ニー;= I



12:20-13:10 ∂ ≡ _:lt=-
昼　食予約弁当は34号館A棟10階スカイラウンジにてお配りします｡

理事会メイプルセンチュリーホール5階第1会議室

13:10- 14:05　多目的ホール(中央図書館地下1階)

特別講演｢組織(チーム)づくりとリーダーシツ

講演者=山本昌邦ITNhH-K'諾諾代表チ-ム元監督

14:15-17:10　多目的ホール(中央図書館地下1階)

統一論題④｢日本型ものづくり経営の再生｣
時間　　　　司会

報告者

藤本隆宏
(東京大学)

今田　治
(立命館大学)

貢　隆夫(武蔵大学)

論　　題

実証社会科学におけるものづくり現場概念

生産システム論･技術経営論視点からのものづくり経営再考

悪質　技術転換局面におけるリスクとポテンシャルーものづく｡美学の創生か終削､-

17:15-18:15　多目的ホール(中央図書館地下1階)

会員稔会
18:20-20:20

懇親 亡±コ

コ貫　34号館地下l階食堂およびサンクンガーデン

懇親会参加費　前納4,000円(当日5,000円)

二二三ゞ
琵琶,_ 〉ゞ＼､

討論者

五味紀男
(国士舘大学)

宮本琢也
(久留米大学)



9:30-10:50自由論題Ⅲ 〔幸陪25分+質疑15分〕 34号館A棟2階･3階およびB棟2階

会場　教室　　　　　司会　　　　　　氏名

AA207　三井　泉至翼型彊〕
(日本大学)　奥井　秀樹

BA208　丹沢安治　志賀　敏宏
(中央大学)　森　　俊也

cA308　悪監讃責苦雫宗

D A309　慧製讃雲雷嘉穂慎弄長

E A310　日高　克平　中本　龍市(中央大学)干琳

F B202讐莞哲墨壷倫窪妄〕

GB203　佐久間信夫芸聾違妄郎
(創価大学)

HB204　馬場杉夫鮎木高慧
(専修大学)

lB205　藤原雅俊蓑蒜雲昭
(一橋大学)

※ l会場は英語セッションです｡

所属

大阪経済大学

久留米大学

多摩大学
長野大学

北海学園大学
北九州市立大学

前玉川大学
京都大学大学院

椙山女学園大学
岡山商科大学

神戸大学大学院
山梨学院大学

早稲田大学

四国大学
千葉商科大学大学院

山形県立産業技術短期大学校

拓殖大学

大分大学
筑波大学

論題

存続的コミットメントが引き出す組織行動　一薬剤師を対象としたアンケート調査より一

組織市民行動研究の現状と新たな発展の方向性

セレンデイピティにおける偶然と必然の相互作用に関する事例研究
｢思いの経営学｣の構築に向けて: ｢価値次元の見えない｣イノベーションを創出する論理の探究

知識社会における人間モデルをめぐって　-ドラッカーの｢矢口識労働者｣概念-
ドラッカー『マネジメント』における｢マズローの批判｣　-マズロー管理論の意義と限界一

自治体経営改善　一住民コミュニケーションの視点から一
社会企業家活動における正当性と社会イノベーションの普及

ナショナルイノベーションシステムと研究者人材のダイナミクス:台湾･新竹サイエンスパークを題材に
20 1 3年中国成長期企業と成熟期企業の経営環境　一中国広西経営者に対する調査データによる分析一

三ドルのリーダーシップと組織能力向上のメカニズム

イシューセリングにおけるアイデンティティ志向

企業統治構造と企業パフォーマンス:エレクトロニクス産業の事例から
ファットテールを考慮に入れた株主価値の概念　一企業価値の問題としてファットテールをいかに考えるか一

日本的経営と人的資源管理の制度改革:ソニーにおける職務等級制度の導入を事例として
企業内訓練校における｢現場人材活用型能力開発｣の仕組み､効果､機能条件

International Business Strategy for Japanese Food Companies:Overseas Expansion of Food Business in SMCs

lmplications for BtoB services marketing strategy from the perspective of Co-Creation of Value

ll:00-12:20自由論題Ⅳ 〔幸陪25分+質疑15分〕 34号館A棟2階･3階およびB棟2階

会場　教室　　　　　司会

A A207　高橋　由明
く中央大学)

B A208　島本　　実
(一橋大学)

c A308　加藤　俊彦
(一橋大学)

D A309 JJ(濫扶宗
■■■-

E A310　上野　恭裕
(関西大学)

氏名

Philippe Debroux

Phung Dinh †rong

川崎　綾子
閲　　智一

溝田　初美
榊原　一也

佐々木純一郎
三上　　亨

三重野　徹
多田　和美

F B202　中候　秀治　平浮　哲
(中京大学)　山口みどり

G B203　国島　弘行　山田　雅俊
(創価大学)　中道　　虞

H B204　村田和彦　原　みどり
(日本大学)　山崎　哲弘

所属

創価大学
大東文化大学

名古屋大学大学院
立教大学

立命館大学

国士舘大学

弘前大学

青森公立大学

東日本国際大学
近畿大学

中央大学
東京経済大学

玉川大学

別府大学

目白大学
大阪市立大学

♂

議題

ベトナム人の従業員の配分的正義の認知
ベトナムにおける上司のリーダーシップと従業員リテンションとの関係　一在ベトナムアジア系企業と欧米系企業との比較一

革新の創出と普及　一映画産業における分業と協働一
現代企業のイノベーション課題とその対策

日本家電メーカの新ビジネスモデル　ーオーナーシップによる再生一
事業撤退のダイナミックス:キヤノン株式会社を事例として

地場企業による被災地支援と社会的課題の解決
地域の自立プロセスに関する考察　一青森県大鰐地域の実践事例から-

グローバル企業に求められる価値
海外子会社の製品開発活動の成果生成プロセス　ーデュポンジャパンイノベーションセンターの事例-

ハイテク･ベンチャーの成長とコミュニケーション･モード
事業創造プロセスの再検討　-新規事業の正当化から行為遂行性へ-

環境経営に見る経営革新の実際　一漸進的､抜本的､および段階的なイノベーションの並走一
国際的地域企業に関するグローバル･ガバナンス論的研究　- ｢グローカル｣概念の検討と若干の事例l

新規大卒者の進路決定に関する要因の検討
人的資源管理における新たなメンタルヘルス対策の方向性　-ワーク･工ンゲイジメントの視点から一



12:20-13:10

昼　食予約弁当は34号館A棟10階スカイラウンジにてお配りします｡

理事会メイプルセンチュリーホール5階第1会議室

第89回･第90回プログラム垂具合
メイプルセンチュリーホール5階

多目的室1 ･多目的室2

13:10- 16:05　多目的ホール(中央図書館地下1階)

読-論題④｢ソーシャル･ビジネスの経営探究｣'醐♯公■
時間　　　　司会

報告者

大滝　精一

(東北大学)

星野　裕志

(九州大学)

橋本　理

(関西大学)

大平　義隆(北海学園大学)

震災復興とソーシャルビジネス

論　　題 ∠一一ヽ I

V
開発途上国市場への参入の課題　一現地貢献の事業展開一

社会的企業の経営探究　一企業形態としての独自性とその矛盾-

16:05- 16:45　多目的ホール(中央図書館地下1階)

学会賞セッション
16:45- 16:55　多目的ホール(中央図書館地下1階)

閉会式

討論者

谷本　寛治
(早稲田大学)

塚本　一郎

(明治大学)



◆最寄駅よりのアクセス

梅ケ丘出弓長所 歯科

稚ケ丘地区会せ

アパート

毛　　　　賀-

アパート　稲莞細店　　　LIJ埼小学校

室員

+　"

ローソン

世田谷駅前

雪

空環八

一一一･●徒歩ルート

串　世田谷区民会館前　　　　サミット
夏室司

車凋

_fE警掛も--I- J'

世田谷納所入口壬J

世EEl谷遵l)

望

世田谷区役所入口

松陰神社前

普

曾

松陰神社前

*タクシーご利用の方は､小田急線経堂駅または東急田園都市線三軒茶屋駅より

ご乗車ください｡

日本経営学会第88回大会委員会

大会委員長　白銀良三　　事務局長　田淵泰男

大会委員:　林　博史　吉川吉衛　仁田道夫

梅津　隆　田中史人　金子武久　地元有-

三輪晋也　カロ藤寛之(運営委員長)

大会事務局:〒154-8515東京都世田谷区世田谷4丁目28番1号

国士舘大学経営学部事務室
keiei-88@kokushikan.ac.jp

(早


