
2000年度組織学会研究発表大会プログラム

2000年6月 2日 (金 )

14ЮO～       小委員会 (会議室 :第 2校舎棟 545室 )

18:00～       理事会 (会議室 :第 2校舎棟 545号室)

2000年6月 3日 (土 )

)30～       受付

10∞～H ЮO     大学院セッション      第 1セ ッション 会場A/会場B

H ЮO～ H Ю5     休憩 (調整時間含む)

H Ю5～ 12Ю5     大学院セッション      第 2セ ッション 会場A/会場B

12Ю5～13:00      昼食 (理事会 :第 2校舎棟 545号室)

13ЮO～1445     -般発表          第 1セ ッション 会場A/会場B
1445～1455     休憩 (調整時間含む)

1455～1640     -般発表          第 2セ ッション 会場A/会場B
1650～1&00    高宮賞授賞式及び会員総会  会場 :4階会議室

18ЮO～       懇親会会場への移動

18:30～20∞     懇親会

2000年6月 4日 (日 )

1000～1040     大学院セッション      第 1セ ッション 会場A/会場B

1040～1050     休憩 (調整時間含む)

1050～H50     大学院セッション      第 2セ ッション 会場A/会場B
H:50～ 13ЮO      昼食 (理事会 :第 2校舎棟 545号室)

1300～ 14:15     -般発表          第 1セ ッション 会場A/会場B
1415～1425     休憩 (調整時間含む)

1425～1540     -般発表          第 2セ ッション 会場A/会場B



6月 3日 (土)のスケジュール *( )内は日次

会場 A(23~
コ会 :金井一頼 (北海道大学)

会場 B(24番教室)

司会 :山 田幸三 (岡 山大学)
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「小集団活動のアジア生産拠点への移転」
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「製品開発の国際化と情報技術革新」

10:40-11:00
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M:CTとWs 「組織学習の活性化一カテゴリーのリス トラクチャ

リングー」              000(51
第 2セ ッション (11:05-12:05)

会場 A(23番教室)

司会 :楠木 建 (一橋大学)

会場 B(24番教室)

司会 :延岡健太郎 (神戸大学)

11:05-11:25

雷琴
デごセスとゲ丁|■ζ「製品のモジュラリティと製品開発における企業間

関係一自動車産業を中心に一J     ・ … (55)
11:25-11:45
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百ノ!1 1面 世

~ヽ情
入 子 天 子 1元ノ

「製造業中小企業におけるリスクシェア リングー下
請取引に関する計量分析」

11:45-12:05
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第 1セ ッション

感 詮:L珊認証扇
13:00-13:35 林 洋一郎(東北天〒天学院/日本学術振興会特

別研究員)

塁塾翌墾罫霧織平が型ャ%喬
13:35--14:10 導基業リメ早套言 根米 龍之 (又教大学 )

↑性      f』ごItた主夕撃ス形態変化の類型 :製
薬・医療産業を事例とした検討」    … 0(67)

14:10-14:45

サ写3 争季子1   の展開I
一一一――                               ・

 ・ °(71)

第 2セ ッショじ/(14:55～ 16:40)

会場 A(23番教室)

司会 :岩田 智 (北海道大学)

会場 B(24番教室)

司会 :岸田 民樹 (名古屋大学)

14:55--15:30

千グ督ミ ミ

"了

基籠電機略―中国の拡大と戦略
ラ歪ィラ受孫秀

波大学大学院/ヒ ューイアFT戸万

彗ιテ i T慮晦書『
15:30-16:05 慶 宮下 清 (東京都立大学)

「組織内プロフェッショナルの専門性」 …。(7o

16:05--16:40 谷口 真美 (広島大学)

「企業組織の中の女性管理者」
…(8め
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