
2006年度組織学会研究発表大会プログラム

開　催　日：2006年6月9日(金)・10日(土)・11日(日)

会　　　場：青山学院大学 青山キャンパス　http://www.aoyama.ac.jp/

	 〒150-8366　東京都渋谷区渋谷4-4-25
	 青山学院大学総合研究所 eラーニング人材育成研究センター内
	 組織学会2006年度研究発表大会準備委員会
	 電話番号　03-3409-8111（代表）
	 交換が出ましたら「eラーニング人材育成研究センター」とお申し出ください。

※(準備委員会は「eラーニング人材育成研究センター」内に事務局を置いております）

懇親会会場：ホテルフロラシオン青山　http://www.floracion-aoyama.com/
� 〒107-0062　東京都港区青山4-17-58
� 電話番号　03-3403-1541

  9:00～11:00	 研究発表セッション	 会場	 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ
	 　≪休憩≫

11:10～11:40	 高宮賞受賞者セッション	 会場	 ガウチャー記念礼拝堂
	 　≪昼食休憩≫

13:00～15:00	 研究発表セッション	 会場	 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ

11:00～18:00	 ドクトラル・コンソーシアム	 �

  9:30～	 受付	 会場� 青山学院大学正門横

10:00～11:00	 大学院生セッション	 会場	 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ
	 　≪休憩≫

11:10～12:10	 大学院生セッション	 会場	 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ
	 　≪昼食休憩≫

13:00～14:00	 大学院生セッション	 会場	 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ
	 　≪休憩≫

14:10～16:10	 テーマセッション	 会場	 Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・ガウチャー記念礼拝堂
	 　≪休憩≫

16:20～17:50	 高宮賞授賞式 及び 会員総会	 会場	 ガウチャー記念礼拝堂
	 　≪懇親会会場への移動≫

18:30～20:30	 懇親会	 会場	 ホテルフロラシオン青山

参加費	 振込前納	 一般：7,000円	 大学院生：5,000円
	 当日支払	 一般：7,500円	 大学院生：5,500円

懇親会会費	 振込前納	 一般：6,000円	 大学院生：4,500円
	 当日支払	 一般：7,000円	 大学院生：5,500円

昼食弁当代金	 一食　1,000円
ご希望の場合には同封の葉書にてお申し込みいただいた上で、同封の郵便振替用紙で必要金額を必ず
前納していただきますようお願いいたします。
なお、会場周辺には飲食店・販売店は多数ございますが混み合っている事も予想されます。

■ 2006年6月10日(土)

■ 2006年6月11日(日)

■ 2006年6月9日(金)

申込方法� 同封の葉書に必要事項をご記入の上、5月13日(土)までにご投函ください。

支払方法� 同封の郵便振替用紙に必要事項をご記入の上、5月31日(水)までにお振込みください。
大会ご欠席の場合には、お振込み頂きました参加費の返却は致しかねますが、報告要旨一部を後日お
送りいたします。



2006年6月10日(土)

大学院生セッション

　休憩（10分）

　昼休み（12:10～13:00）
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軽部大
（一橋大学）

「国家プロジェクトとセク
トラル・イノベーション・
システムの進化－日本のロ
ボット関連プロジェクトの
事例を中心として－」
小柳和子(東北大学大学院)

「CRTテレビから薄型テレ
ビへ：日本メーカーの競争
優位性」
松本陽一
（慶應義塾大学大学院）

「融合製品の開発プロセス
の特徴とマネジメント～製
品・産業特性アプローチへ
の一考察～」
内原綾(学習院大学大学院)

安本雅典
（青山学院大学）

「PCインターフェースの標
準化プロセスと制度企業家」
高梨千賀子
（一橋大学大学院）

「要素技術開発におけるコ
ンセプトの多様化と分業－
台湾奇美グループの液晶テ
レビ開発事例－」
長内厚（京都大学大学院）

「嗜好品の製品開発プロセ
スの設計－曖昧な情報の組
織内共有プロセスの検討－」
佐々木将人
（一橋大学大学院）

山田仁一郎
（香川大学）

「大型合併が製薬企業の競
争優位性に及ぼす影響」
宮重徹也(金沢大学大学院)

「日本の民営鉄道の創業期
における多角化戦略」
寺田成
（大阪府立大学大学院）

「機会と脅威に対する企業
の反応：百貨店業界におけ
る実証分析」
山野井順一
（早稲田大学大学院）

桑島健一
（筑波大学）

「大企業における中央研究
所のマネジメント」
尹諒重（一橋大学大学院）

「『技報』を利用した企業
のR&D活動分析」
櫻井良樹（東京工業大学）

「研究開発組織における異
質性について－キャリア分
析からの考察」
宮本琢也(神戸大学大学院)

安藤史江
（南山大学）

「感情と合理性による知識
創造」
工藤秀雄(神戸大学大学院)

「結合と断絶がもたらす組
織の学習障害」
伊藤なつこ
（名古屋大学大学院）

「社外交流における対面と
メールコミュニケーション
活動の比較」
池田広男(神戸大学大学院)

西脇暢子
（日本大学）

「日本企業における組織コ
ミットメント概念の再検討：
質的アプローチに基づく次
元の探索」
服部泰宏(神戸大学大学院)

「サイドベットとホイッス
ル・ブローイング」
本間利通(京都大学大学院)

「派遣ワーカーの就業意識
－組織に対する自律と依存
－」
島貫智行(一橋大学大学院)

真鍋誠司
（横浜国立大学）

「日本型サプライヤーシス
テムの変容」
杉山裕一朗(東京大学大学院)

「携帯電話端末開発におけ
る企業間関係の影響－日韓
の携帯電話端末市場の比較
を通して－」
高永才(一橋大学大学院)

「顧客志向の構築プロセス
－自動車ディーラーを事例
として－」
小菅竜介(東京大学大学院)

稲垣京輔
（横浜市立大学）

「戦前期の商社における企
業統治－兼松における従業
員持株制度の事例から－」
井上真由美
（神戸大学大学院）

「石油化学産業における垂
直統合の決定要因」
新保智行(一橋大学大学院)

「企業グループの変革とネ
ットワーク」
秋山高志(京都大学大学院)

稲村雄大
（東海大学）

「建築業の組織発展に関す
る日本と中国の史的比較」
謝麗麗（富山大学大学院）

「中国における住宅産業の
模索」
張明（富山大学）

会場Ｆ（Ｌ３０１）会場Ａ（会計専門職） 会場Ｂ（Ｎ４０２） 会場Ｃ（Ｎ３０２） 会場Ｄ（Ｎ２０２） 会場Ｅ（Ｌ４０２）

松嶋登
（神戸大学）

「制度生成、制度強化メカ
ニズム－ISO14001の普及を
事例としてー」
三木朋乃(一橋大学大学院)

「認知的狭窄の共有による
過剰投資行動の発生－
1960-1970年代の石油化学
工業を事例として－」
平野創(一橋大学大学院)

「オフィスのフリーアドレ
ス化を実現するための要件：
文化の多様性と空間の関係
を探るシミュレーション・
モデルを用いて」
稲水伸行(東京大学大学院)

境新一
（東京家政学院大学）

「トラック事業協同組合に
おける組合員の利害調整と
共同経済事業の利用促進の
実態分析」
関哲人
（高崎経済大学大学院）

「情報を編集するネットワ
ーク組織のケイパビリティ」
神吉直人(京都大学大学院)

「ネットワークにおける消
費者のクチコミ効果」
桑島由芙(東京大学大学院)
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加藤俊彦
（一橋大学）

「先行産業における技術蓄
積が新製品開発に与える影
響　デジタルカメラ産業の
事例」
山崎喜代宏(神戸大学大学院)

「技術の経路選択に関する
考察」
陳俊甫（東北大学大学院）

「ファームウェアアーキテ
クチャの変遷に関する研究
－株式会社リコーにおける
デジタル複合機の事例に基
づいて－」
福澤光啓(東京大学大学院)

井上達彦
（早稲田大学）

「ハイパーコンペティショ
ンにおける日本企業の戦略」
高橋秀直（一橋大学大学院)

「環境経営と企業財務業績
に関する実証研究」
加賀田和弘
（関西学院大学大学院）

「日本企業利益率長期的低
下の論理」
岸本太一（一橋大学大学院）

竹内規彦
（東京理科大学）

「ホワイトカラー転職者の
離職問題－HRMからのイン
プリケーション－」
西村孝史（一橋大学大学院)

「新人の参入に関する組織
論的考察－職場と既存成員
に与える影響の定性的研究」
尾形真実哉(神戸大学大学院)

「関係性を通じたマネジメ
ント－メンタリング関係の
ダイナミズム－」
麓仁美（神戸大学大学院）

椙山泰生
（京都大学）

「インフラ産業における連
続的技術革新と競争優位の
逆転現象」
高橋俊之
（首都大学東京大学院）

「事業の意味の認識と組織
問題に関する考察－産業の
揺籃期におけるラディカル
イノベーションの場合につ
いて－」
和田弘正(学習院大学大学院)

「技術の事業展開戦略の企
業間相互作用と、その帰結
としての技術転換と企業盛
衰」
山口裕之（一橋大学大学院）

松井剛
（一橋大学）

「外国産製品に対する原産
国効果－日・韓比較－」
都桂薫（東北大学大学院)

「地域小売商業集積におけ
る組織的活動のジレンマ～
マーケティング志向と地域
志向の相克～」
横山斉理(神戸大学大学院)

「コンビニエンス・ストア
における本部・加盟店間関
係と従業員管理－店舗経営
者へのヒアリングを手がか
りに－」
居郷至伸(東京大学大学院)

松岡久美
（香川大学）

「産学官連携－八王子市に
おける中小企業振興の契機
として－」
笹本良行(日本大学大学院）

「私立Ａ大学における戦後
の組織改革について」
平塚力（東北大学大学院）

「企業化する大学経営－金
沢工業大学における教育改
革の成功要因－」
俣野秀典
（北陸先端科学技術大学

大学院）



懇親会 （ホテルフロラシオン青山）

高宮賞授賞式　総会　（ガウチャー記念礼拝堂）

2006年6月11日(日)

テーマセッション

14:10
|

16:10

16:20～17:50

18:30～20:30

11:10～11:40

「開発と流通の国際展開：
携帯電話端末産業の日中比
較」
安本雅典（青山学院大学)
丸川知雄（東京大学）
今井健一
（アジア経済研究所）
許経明(東京大学大学院）

「複雑系における支援の効
用に関する研究」
舘岡康雄
（日産自動車株式会社）
額田春華
（宙音地域経済研究所）
進藤昭夫（千葉工業大学）

「eラーニング専門家の育成」
玉木欽也(青山学院大学）
橋本諭
権藤俊彦
合田美子
須藤賢太郎
松田岳士
原田真理子
高橋徹
（以上、青山学院大学大学院）

「ソーシャル･キャピタルに
よる新たな組織論研究のフ
ロンティア」
若林直樹（京都大学）
安田雪（東京大学）
金井一頼（大阪大学）
山田仁一郎（香川大学）
山下勝（青山学院大学）

「組織間学習」
ダニエル・ヘラー
（横浜国立大学）
山倉健嗣(横浜国立大学）
真鍋誠司(横浜国立大学）

会場Ｆ会場Ａ 会場Ｂ（Ｎ４０２） 会場Ｃ（Ｎ３０２） 会場Ｄ（Ｎ２０２） 会場Ｅ（Ｌ４０２） ガウチャー記念礼拝堂

研究発表セッション

高宮賞受賞セッション（ガウチャー記念礼拝堂）
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沼上幹
（一橋大学）

「フランチャイズ加盟店の成長と
組織学習」
小本恵照（ニッセイ基礎研究所）

「職場内人間関係の規定要因－作
業知識の獲得に着目して－」
犬塚篤
（北陸先端科学技術大学院大学）
鱸裕子（株式会社富士通）

「私立大学のガバナンスと大学改
革」
平山崇（西南学院大学）

加護野忠男
（神戸大学）

「研究開発者による技術の応用可
能性開拓行動」
竹田陽子（横浜国立大学）

「不確実性下の資源投入の正当性
の論理：大河内賞受賞事例にみる
イノベーションの顛末」
武石彰
軽部大　
青島矢一（以上、一橋大学）

「産業集積における分業とネット
ワーク～場とネットワークの視点
から～」
秋庭太（日本福祉大学）

花田光世
（慶應義塾大学）

「組織従業員のHRM認知とリテン
ションとの関係－キャリア発達の
観点から－」
山本寛（青山学院大学）

「プロフェッショナルワーカーの
組織内キャリア形成：上司との関
係が内部昇進に及ぼす影響」
西脇暢子（日本大学）

「伝統文化産業のキャリア形成と
制度－京都花街の芸舞妓の事例－
」
西尾久美子（神戸大学大学院）

根来龍之
（早稲田大学）

「モジュラー型アーキテクチャに
おける製品戦略：モバイルコンピ
ュータ開発のケーススタディ」
上野正樹（神戸大学）

「取引ネットワーク戦略：日本の
自動車部品サプライヤー・システ
ムにおける『オープン化』『緊密
化』『知的高度化』とサプライヤ
ーの戦略」
近能善範（法政大学）

「サプライチェーンのプロフィッ
ト・リスクシェアリング：自動車
部品取引における日欧比較」
下野由貴（神戸大学）

会場Ａ（会計専門職） 会場Ｂ（Ｎ４０２） 会場Ｃ（Ｎ３０２） 会場Ｄ（Ｎ２０２） 会場Ｅ（Ｌ４０２）

若林直樹
（京都大学）

「地方行政組織におけるコミュ
ニケーション構造の転換」
菊地彰（広島大学）

「制度変革期の組織成員におけ
る目標・役割取得の構造」
藤本昌代（同志社大学）

「ソーシャルキャピタルの活用
形態に着目したNPO協働プロセス
の社会ネットワーク分析」
池田貴史
塩瀬隆之
川上浩司
片井修（以上、京都大学）

司会
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延岡健太郎
（神戸大学）

「既存組織における製品コンセプ
ト創造－自動車企業の事例」
福永晶彦（東海学園大学）

「デザイン（意匠）重視の製品開
発－自動車企業の事例分析－」
森永泰史（北海学園大学）

「ソフトウェア開発と戦略意思決
定－ネットサービス開発の事例か
ら－」
柿原正郎（関西学院大学）

塩次喜代明
（九州大学）

「同族経営にみる所有者支配につ
いて－プロパティ・ライツの観点
から－」
木村行雄
（独立法人産業技術総合研究所）

「電力自由化のリスクマネジメン
トと組織に関する一考察－規制と
競争の交錯における諸課題を中心
として－」
巽直樹（学習院大学）
大藤建太（会津大学）

「日本企業はどのステークホルダ
ーを重視しているか？　経営理念
の実証分析」
広田真一
山野井順一（以上、早稲田大学）

平野光俊
（神戸大学）

「個性と理想組織価値から見る組
織コミットメントの基礎となる内
因性と外因性－米国MBAスクール
における実証研究を通じて－」
王英燕（京都大学）

「成果主義的人事制度改革と組織
帰属意識の変化：関西電機メーカ
ー３社調査に於ける組織コミット
メントと心理的契約の分析」
山岡徹（横浜国立大学）
若林直樹（京都大学）
松山一紀（近畿大学）
本間利通（京都大学）

「ワークライフ・バランスに必要
な業務特質とファミリーフレンド
リー施策の限界～自律的な働き方
のベースとなるワークオートノミ
ーの検証～」
祖父江 かおり
南利和

（以上、(財)社会経済生産性本部）

浅川和宏
（慶應義塾大学）

「経営の現地化と再日本化：日本
企業の中国現地法人におけるトッ
プマネジメント国籍の選択」
稲村雄大（東海大学）

「中国国有企業の民営化と国有資
産管理体制の組織間関係論による
考察」
清家彰敏（富山大学）
馬淑萍
（中国国務院発展研究

中心企業研究所）

米倉誠一郎
（一橋大学）

「サイエンスリンケージの分析
による研究組織の制度設計への
応用研究」
新宅俊之（東京大学）

「サイエンティストの行動科学
－元ベル研サイエンティストを
中心とした分析－」
辻本将晴（芝浦工業大学）
藤村修三（東京工業大学）

「技術構造と市場－サイエンス
型産業での予算制約曲面－」
藤村修三（東京工業大学）

　昼休み（11:40～13:00）
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銀座線

浜松町

京浜急行

青山学院大学 品川

半蔵門線代々木上原
小田急線へ

池袋

JR中央線

JR山手線

至 八王子

東北･上越･
長野新幹線

東海道新幹線

羽田空港

JR原宿/千代田線明治神宮前

銀座線赤坂見附/半蔵門線永田町

東急田園都市線へ

東京メトロ銀座線
東京メトロ半蔵門線

JR線
東京メトロ千代田線

B1出口

国
連
大
学

こ
ど
も
の
城

南青山五丁目

宮益坂下

渋谷
郵便局

サンクス

プラダ

紀ノ国屋

イッセイ
ミヤケ

モッズヘア

Ｄ＆Ｇ

ヨックモック

小原流会館

MaxMara

関谷
クリニック

ハチ公

東
口南

口
宮益坂上

渋谷駅

青山通り
クロス
タワー明

治
通
り

ホテル
フロラシオン青山
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　　銀座線
　　半蔵門線
　　千代田線
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●最寄り駅への交通のご案内

●青山学院大学周辺図
・地下鉄「表参道駅」
 （銀座線、半蔵門線、千代田線乗り入れ）
　B1出口より徒歩約５分

・JR山手線、東急線、京王井の頭線「渋谷駅」
　宮益坂方面の出口より徒歩約10分

・表参道駅（地下鉄東京メトロ銀座線、
半蔵門線、千代田線）

・渋谷駅（JR山手線、東急線、京王井の頭線）




