
2003年度組織学会研究発表大会プログラム

開 催 日

会   場

所 在 地

懇親会会場

所 在 地

参 加 費

懇 親 会 費

申込 方 法

2003年 6月 13日 (金 )・ 6月 14(土 )・ 6月 15日 (日 )

北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟

〒 060‐0809 札幌市北区北 9条西 7丁 目

北海道大学組織学会研究発表大会準備委員会,0111706‐ 2961(直通)

札幌全 日空ホテル

〒 060‐0003 札幌市中央区北 3条西 1丁 目2-9,011‐ 221-44H(代 表)

振込前納,一般 6,500円 ,大学院生 4,500円

当日支払,一般 7,000円 ,大学院生 5,000円

振込前納,一般 6,000円 (一般・大学院生ともに同額)

当日支払,一般 7,000円 (一般・大学院生ともに同額)

同封の葉書に必要事項をご記入の上,5月 15日 (本)ま でにお知らせくだ

さい。

支 払 方 法

昼   食

同封の振込依頼書に必要事項をご記入の上,5月 15日 (本)ま でにお振込

みください。お振込みいただいた参加費の返却はいたしかねますが,大会

欠席の場合には,報告要旨を 1部お送 りいたします。

弁当を希望される場合には,同封の葉書にてお申しいただいた上,同封の

振込依頼書で必要金額 (1日 分 1,000円 , 2日 分 2,000円 )を必ず前納し

てください。



金第 1日 目(6月 13日・ 日 )

lF共同講義室(W101) lF共同講義室(W102) フアカルティハウスロエンレイソウ

10:00 ドクトラル・コンソーシアム
(エンレイソウの第1ヽ第2,第3

会議室の3室 にて,トリプル・トラッ
クで実施)

14:00-16:00 編集委員会
16:00-18:00 大会委員会
18:00 理事会

第2日 目(6月 14日・土曜日)

9:00- 受  付

A会場 司会 :加護野忠男
(神 戸大学 )

B会場 司会 :鎌田伸一

(防衛大学校 )

C会場 司会 :岡本康雄
(文東学院大学 )

「肥沃な地域資源は技術移転
を促進するのか?一 テキサス州
の2つの州立大学の比較研究
一」
れ三山自早各

`Jぽ

ゴヒ¬けど
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「場と知識創造―現象学的アプ
ローチによる企業の知識創造活
動における「場」の考察―」
露木恵美子 (北陸先端科学技術
大学院大学)

1模倣的同型化プロセスとして
のブーム:『癒し』ブームの内
容分析」
松井剛 (一橋大学)

1組織文化の学習効果がもた
らす戦略行動のカオス的遷
移」
阪井和男 (明治大学)

「技術系ベンチャー企業による知
識コミュニティの越境 :知識の不均
衡モデルを超えて」
松嶋登 (東京都立大学)

高橋勅徳 (沖縄大学)

「バーナードにおける組織人
格と組織類型」
坂本光男 (徳山大学)

10:40-10:50 休  憩

A会場 司会 :藤本隆宏
(東京大学)

B会場 司会 :金井一頼
(北海道大学 )

C会場 司会 :田尾雅夫
(京都大学)

「情報技術による日本的生産
システムの移転一ァンソー・テ
ネシーエ場の事例一」
藤原由紀子 (ネ申戸大学)

「起業者の意味形成における
ビジネスモデルの役割―認知
地図の縮約と異なる認知地図
間の重結合の促進一」吉田孟
申

`夕

古屋大学ヽ

「NPOサポート施設における同
型化と戦略的対応」
吉田忠彦 (近畿大学)

「セル生産研究における4つの

論′点と仮説」
小沢浩 (西南学院大学)

「『製品ブランド』開発 :資生堂
とカネボウの取り組み」
寺川員穂 (大阪大学)

小林敏男 (大阪大学)

1組織的ボランティアの活動継
続要因」
桜井政成 (立命館大学)

12:00… 13:00 昼 食・休 憩甲理事会

乙聟愧浣ゝ六「議訂iI勤1再:〒〒三:1111議1学騨:彗蓑ジ犠力|(野‖‖ヨ‖|ヨ面瀞1葺1弊毒素話釧)|
A会場 司会 :南隆男
(慶應義塾大学)「

B会場 司会 :國領二郎
(慶應義塾大学)

C会場 司会 :石 田英夫
(中 村学園大学)

D会場 司会 :佐 々木利廣
(京都産業大学)

「キャリア初期段階における自
発的離職行動」
小川憲彦 (ネ申戸大学)

「IT主導型ナレッジ・マネジメ
ントと実践共同体一K社の営
業マンの観察から一」
筒井万里子 (神戸商科大学)

「評判の連鎖による研究開発
ネットワークの形成と展開」
仁平晶文 (横浜国立大学)

「フランチャイズ・チェーンの成
長メカニズムの角翠明」
犬飼知徳 (一橋大学)

1研究開発専門職のキャリアの

多様化」
月岡亮 (神戸大学)

「集団内における対面コミュニ

ケーションと電子コミュニケー
ションの利用に関する考察」
池田広男 (ネ申戸大学)

1中 小・ベンチャー企業の研究
開発支援制度の実態調査一

日本版SBIRの 実態調査に基
づいて一」
ノ|ヽ合都 (感 應義塾大学 )

「日本企業のアフター・マー
ジャー・マネジメントー再建型
M〔臥における組織統合プロセ
スの研究―」
円中来 手

`ネ

由百 大 学 ヽ
「フリーランスのキャリア。デザ
インー新たなキャリア・モデル
の探究一」
宇田忠司 (ネ申戸大学)

「インターネット市場の効率性 :

インターネット市場と店頭市場
の価格差とばらつきの比較を
通じて」
山田尚中(学習際大学)

「政府が関係する研究開発プロ

ジェクトの評価マネジメントーテー
マ選択のオープン化とオプション

設定。行使の影響―」
辻本将晴 (慶應義塾大学)

「企業間関係の再構築として
の合併行動」
高田真也 (東京大学)

14:00-14:10 休  憩

A会場 司会 :新宅純二郎
(東京大学)

B会場 司会 :伊丹敬之
(一橋大学 )

C会場 司会 :桑 田耕太郎
(東京都立大学 )

D会場 司会 :金井壽宏
(神 戸大学 )

1技術に対する認識の多様
性 :金型・金属加エサプライ
ヤーは3次元情報技術をどの

ように見ているか」
竹 円陽子

`結

涯国十大学ヽ

「ネットワークの構造と企業の

競争優位」
近能善範 (法政大学)

「コミットメントから見た人間行
動の2段階モデル」
岩田一哲 (名 古屋大学)

「デファクト・スタンダードの世
代交代におけるリーダーシッ
プ・スタイル」
柴田高 (東京経済大学)

「ITマネジメントの戦略マネジ
メントとしての有効性」
歌代豊 (三菱総合研究所)

「社会ネットワークと企業の信
頼性一「埋め込み」アプローチ
の理論的有効性の検討―」
若林直樹 (京都大学)

「組織的意思決定とセカンド・
オーダーのリスク観察一『リスク
を取る意思決定』についての
基底的考察―」
菖 巳 差 開

`滞
涌 科 学 大 学 ヽ

「プロフェッショナルを生かす
マネジメントの変化」
宮下清 (東京都立短期大学)

15:20-15:30 休  憩



15:30-16:15 記念講演 :長谷川岳「YOSAKOIソーラン祭り 街づくりNPOの経営学」 (A会場)

16:15-16:25 休  憩

16:25-17:50 総会・高宮賞授賞式 (A会場)

17:50-18:30 懇親会場への移動

18:30-20:30 狼
〔

親 (於 本L幌全国空ホテル)

第3日 目(6月 15日・日曜日)

A会場     lF共 同講義室(w103)   大会本部          2F共 同講義室(W201)
B会場     2F共 同講義室(w203)   会員控室          lF共 同講義室(W102)
C会場     lF講 義室(2)         〃            2F共 同講義室(W202)
D会場     lF講 義室 (1)

大会事務局   lF共 同講義室(W101)

8:30- 受  付

蔀ギ躙11岬
:琴甲
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|インクジェット・プリンター産業
における企業の特許から何が
学べるか?」

ニール・クライマー (学習院大
生学姜)

[組織におけ繊 非論理の発
生とその拡大プロセス」
平田譲二 (下橋大学 )

「地域密着型」スポーツクラブ
の展開とプロデューサーの役
害J

松野将宏 (東北大学 )

「企業の社会的責任に関する
一考察」
大泉英隆 (高千穂大学 )

「再参入に向けた技術の保持・発
展プロセスと企業間協力～松下
電器のコンピュータ産業再参入に
至るまでの事例研究～」
陳韻如 (京都大学)

「中国国有企業の変革プロセ
スについての研究一海外企業
との提携による知識 0意識の変
革一」
菖瑞紺

`ネ

申戸大学ヽ

「ナレッジ型組織の戦略とプロ
フェッショナリズムー経営コンサル
ティング・ファームの4つの戦略と
定量モデル構築の試み一」
日詰慎一郎 (早稲田大学)

「企業における品質マネジメン
トシステムの展開一IS09001の
企業への融合政策の検討一」
西浦正佳 (同志社大学)

191140■ 10:00

「生産技術の転用による企業
成長～セイコーエプソン社の

単一事例分析～」
藤原雅俊 (一橋大学 )

「戦略的提携の第二国への展開―台
湾、タイにおけるフォードとマツダのケ
イパビリティ移転についての実証研究
―」
折橋伸哉 (東京大学)

ゲニエルoヘラー
`古

市十登ヽ

|ソフトウェア開発組織におけ
るピア評価一戦略的人的資源
理論の視″点から一」
鳥取部真己(一橋大学)

「利害関係の発生とその波及」
桂田智子 (名 古屋大学)

「製品開発におけるデザ不万
自動車企業の事例分析」
森永泰史 (ネ申戸大学)

「技術革新プロセスと既存企
業の適応可能性」
齋藤靖 (一橋大学 )

「企業における人的資源価値
と競争優位の研究」
平松庸一 (早稲田大学)

「組織としての地域共同体を
考える」
湯川恵子 (神奈川大学 )

10:20-10:30 休  憩

A会場 司会 :青島矢―

(一橋大学 )

B会場 司会 :谷本寛治
(一橋大学)

C会場 司会 :赤岡功
(京都大学)

「イノベーション・ジレンマに関
する研究」吉村孝司
(埼玉学園大学 )

「専門経営者における「選択の

自由」と「中庸」～利害関係者
間の利害調整の基準をめぐっ
て～」
7k村血弘

`明

治大学 )

|スーパーマーケットの営業政
策とキャリア形成一聞き取り調
査と質問紙調査の照合―」
本田一成 (日 本労働研究機
本理:)

「イノベーション経営でのボト
ルネラクとそのマネカ ンド」

~

高山誠 (山 之内製薬 )

「企業とNPOのコラボレーショ
ンニマインア7共同開発τ戸

~

ケースー」
佐々木利廣 (京都産業大学 )

11:40-11:50 休  憩

11:50-12:10 高宮賞受賞者セッション A会場 司会:岸田民樹(名 古屋大学)

12:10… 13:10

A会場 B会場 C会場
「変革期におけるリーダーシップ」
白樫三四郎 (甲子園大学)・ 中井誠
(甲子園大学)・ 橋本行史 (甲 子園大
学)・ 藤本昌代 (同志社大学)

「社会的構成主義と組織論」
高橋正泰 (明治大学)・ 杉野周 (九州
国際大学)・ 高井俊次 (湊川女子短期
大学)・ 中西晶(都立科学技術大学)・

青木克生(関東学院大学)

「人材育成における課題と展望―雇
用・評価・キャリアー」
石井耕 (北海学園大学)・ 亀野淳 (北

海道大学)・ 斗内邦裕 (本L幌市役所)・

菊地佳代 (北海道大学医療技術短期
十蛍蔀ヽ



●交通の御案内

新千歳空港ビルの地下駅であるJR新千歳空港駅で快速エアポー トに乗車してくださ

い。36分で JR札幌駅に到着します。 JR札幌駅の北日から徒歩約 7分で北大正門に到

着します。

至麻生

●会場の御案内

北大正門に到着後,構内の掲示に従い,人文 0社会科学総合教育研究棟の 1階の受付に

お越 しください。正門から徒歩約 5分です。

人文・社会科学総含教育研究棟 会場平面図

W101
講義室

大会事務局

文学部・教育学部方面経済学部。法学部方面


