2008年6月7日（土）
会場A：102

会場B：212

テーマセッション
司会

会場C：210

会場D：206

会場E：208

会場F：306

椙山泰生（京都大学）

山田真茂留(早稲田大学)

陳俊甫(東北大学大学
院)「イノベーション創生
のダイナミズム：三項対
立的分析フレームワーク
の試み」

三木朊乃（一橋大学大学
院）「規格普及における組
織の同型化プロセスに関
する考察－ISO14001の
普及を題材に」

大学院生セッション
加藤俊彦（一橋大学）

古賀広志（関西大学）

平野光俊（神戸大学）

住山アラン(ハーバード
加護野忠男（神戸大学）
尹諒重（一橋大学大学
大学大学院) 「『バグ発
9:50 加藤厚海（広島大学）
黒澤壮史（早稲田大学大学
院）「人事評価制度として
見ツール』活用によるテ
▽ 柴田淳郎（神戸大学）
院）「創発的戦略における
の目標管理の工夫と従
スト能力向上：パッケー
10:10
正当化の意義」
業員の受け入れ：A社中
ジソフトウエア開発の実
「地場産業における競争
央研究所の事例」
証分析」
と協調－協働の１形態と
しての競争」
天羽光宏（横浜国立大 小川悦史(青山学院大学
宮尾学（神戸大学大学院）
学大学院）「ツールキット 大学院)「コールセンター
10:10
「新製品開発と製品カテゴ
を使用したイノベーション における人的資源管理と
▽
リのダイナミズム－技術の
における、イノベーション 非正規従業員の職務業
10:30
社会的形成アプローチによ
タイプに対応する組織能 績との関係－LMX及び
る検討」
力」
職務満足の観点から」

10:30
▽
10:50

（11：50終了）

イムユジン（一橋大学大
成田康修（総合研究大学院 宍戸拓人（一橋大学大
学院）「両立支援施策の
大学）「科学映像の実践プ 学院）「先行者優位の連
利用に伴う心理的変化と
ロジェクト」
鎖」
人材マネジメント」

休憩（10分）
大学院生セッション
司会

桑田耕太郎(首都大学東
京)

青島矢一 （一橋大学）

古川久敬（九州大学）

11:00
▽
11:20

宮本琢也（神戸大学大
若林晃央（京都大学大学
渡邉万里子（慶応義塾大
学院）「中央研究所にお
院）「社会組織構造の変遷
学大学院）「多文化経営
けるローテーション施策
についての誇大理論構築
環境と日本型リーダー
の工夫－大手家電メー
の試み」
シップ」
カーの事例」

11:20
▽
11:40

佐藤治（東京工業大学
大学院）「液晶ディスプレ
佐々木秀徳（明治学院大学
麓仁美（神戸大学大学
イメーカーの設備投資に
大学院）「資源依存モデル
院）「キャリアとマネジメン
おける技術的判断に関
の位置づけの方法論的検
トの相互関係－メンタリ
する考察－ノートPC、液
討」
ングの視点から」
晶モニター領域に対する
投資を事例として」

11:40
▽
12:00

プルクサーポン･ムッタリ
カー（京都大学大学院）「組
織学習と京セラアメーバ経
営」

平野謙治（多摩大学大
学院）「イノベーションを
軸とした戦略経営の研究
－クリステンセンの破壊
理論の検証を起点とし
て」
昼休み（12：00～13:00）
大学院生セッション

司会 米倉誠一郎（一橋大学）

塩次喜代明（九州大学）

小川進（神戸大学）

國領二郎(慶応義塾大
学)

多田和美（北海道大学
八田真行（東京大学大学
大学院）「海外子会社の
13:00 日野恵美子（神戸大学 野口寛樹（京都大学大学
院）「「バザール」の仕組
製品開発活動の進展プ
▽ 大学院）「役員人事に見 院）「NPOにおけるケイパビ
み－インターネット上に
ロセス－日本コカ・コーラ
13:20 る経営者の器」
リティーの考察」
おけるマスコラボレーショ
社と日本ペプシコ社の比
ンのモデル化」
較分析」

加藤敬太（大阪大学大 後藤祐一(北海道大学大学
13:20
学院）「老舗同族企業の 院)「NPO・政府・企業間の
▽
継承にともなう企業革新 戦略的協働による車粉問
13:40
プロセス」
題の解決」

土橋力也(名古屋大学大 山﨑喜代宏(神戸大学大
中本龍市（京都大学大
学院)「情報移転コストが 学院)「中核技術を保有し
学院）「製薬企業の開発
組織境界に与える影響 ない企業の優位性に関
販売提携段階における
－日本赤十字社の事例 する論理 ソニーの薄型
提携能力」
分析」
テレビ事業の事例」

曽根秀一（滋賀大学大
福地宏之（一橋大学大
13:40 学院）「老舗企業の存続
江向華（京都大学大学院） 学院）「マーケティング組
▽ と衰退のメカニズム：宮
「中国大企業分布」
織の設計と事業プロセス
14:00 大工企業の比較分析を
の変化」
通じて」

羅嬉穎（京都大学大学
院）「プラットフォーム・
ベースの製品開発：効率
性と多様性のマネジメン
ト（日本の携帯電話開発
の事例）」

休憩（10分）

大沼雅也(一橋大学大学
院)「新旧技術の関係性
の変化メカニズム：X線
CTとMRIの普及過程」

菅野洋介（東北大学大
学院）「デザイン産学連 遠藤貴宏（一橋大学大学
携－成果を生み出すだ 院）「制度的起業家の役
めの連携プロセスマネジ 割」
メント」

会場A：102

会場B：212

テーマセッション
司会

小本恵照（ニッセイ基礎研
究所）「企業と産業の要因
が企業経営に与える影
響」

「神戸洋菓子産業の人
材育成と事業システム」 小宮一高（香川大学）
14:50
猪口純路(広島市立大学)
▽
「産業集積における事業
15:30
システムの多様性-ジーン
ズ産業集積の考察から」
立本博文（東京大学）「コ
ンソーシアム標準を利用し
た企業の競争優位戦略－
GSM携帯電話のケース」

15:30
▽
16:10

会場D：206

会場E：208

研究発表セッション
榊原清則(慶応義塾大学)

小野善生（滋賀大学）
14:10 西尾久美子
▽ （京都女子大学）
14:50 森元伸枝（神戸大学）

会場C：210
藤本隆宏（東京大学）

武石彰 （京都大学）
宮重徹也（富山商船高等
山田尚史（国士舘大学）
専門学校）藤井敦（北九州
藤村修三（東京工業大
「インターネット市場が完
市立大学）「医薬品の研究
学)「製品アーキテクチャ 全競争市場に接近しない
プロセスと開発プロセスに
と市場競争力に関する理 要因についての考察：海
おける投資規模効果の分
論的考察」
外格安航空券市場にお
析－製薬企業の収益性の
ける時系列分析」
観点から」
浅川和宏(慶応義塾大学)
中村洋（慶応義塾大学）
真保智行（一橋大学）
竹田陽子（横浜国立大
澤田直宏(横浜市立大学)
「技術導入と企業パフォー
学）「技術の応用開拓成 「対外的・対内的技術交
マンス－石油化学産業に
果に影響を与える要因」 流が研究所のR&D成果
おける実証研究」
へ及ぼす相対的影響に
関する分析」
楠木建・青島矢一
（以上、一橋大学）
「システム再定義としての
イノベーション」

会場F：306
テーマセッション

井上達彦（早稲田大学）

桑田耕太郎
（首都大学東京）
松嶋登（神戸大学）
高橋勅徳（滋賀大学）
水越康介
（首都大学東京）
山口みどり
（東京経済大学）
宇田忠司（北海道大学）
「制度的企業家をめぐる
理論射程の経験的検
討」

河尻耕太郎・濱崎陽一
福冨言（京都産業大学）
（以上、産業技術総合研究所）
「販売業者の経験効果：
「研究組織における組織活
自動車,住宅, 生命保険販
動のダイナミズムと生産性
売」
の相関分析」

休憩（10分）

16:30 ～ 18:10

高宮賞受賞式

18:30 ～ 20:30

会員総会

（会場A：102）

懇親会（社会科学系アカデミア館１F）

2008年6月8日（日）
10:00 ～ 11:10

特別講演 ： 安藤忠雄氏 「組織を考える」 （会場A：102）
休憩（10分）

11:20 ～ 12:00

高宮賞受賞セッション （会場A：102）
昼休み（12:00～12:50）

会場A：102

会場B：212

会場C：210

会場D：206

12:50 山田幸三（上智大学）
▽ 伊藤博之（滋賀大学）
13:30 出口将人
（名古屋市立大学）
喜田昌樹
（大阪学院大学）
13:30 松本雄一
▽ （関西学院大学）
14:10 青木本吉
（瑞浪市陶磁資料館）
有田焼陶磁器窯元・今
右衛門窯

会場E：208

研究発表セッション

テーマセッション
淺羽茂（学習院大学）

守島基博（一橋大学）

日高健(近畿大学)「需給と
もに不確実な産業のビジ
ネスシステムと経済主体
間関係－養殖マグロ産業
を事例に」

上野山達哉（福島大学）
「キャリアの文脈における
職務再設計のあり方：D
社のケース」

山田晃久（名古屋市役所)
「創発戦略を導く組織学習
のマネジメント～JR東日
本における『ecute』の事
例」

竹内倫和(川口短期大学)
竹内規彦(東京理科大学) 犬塚篤（東京大学）
「新規参入者の組織社会 「特許発明者に着目した
化過程におけるプロアク ＮＩＨ症候群の検証」
ティブ行動の役割」

椙山泰生（京都大学）
高尾義明(首都大学東京)
14:10
具承桓（京都産業大学）
▽ 「陶磁器産地の分業構 久保亮一(京都産業大学)
造、競争の不文律、人
14:50
「ビジネス・エコシステム生
材育成の仕組み」
成のメカニズム－光ファイ
バ通信の事例」

日野健太（駒澤大学）
「ビジョンの実現とフォロ
ワーによるアイデンティ
フィケーション」

新宅純二郎（東京大学）
西村宣彦（三菱重工業
（株））「製造業の研究開
発組織に必要な組織能
力に関する一考察」

浅川和宏(慶応義塾大学)
馬駿（富山大学）「日本企
業の海外進出が本国にお
ける経営活動に与える影
響」
安田英土（江戸川大学）
「日系多国籍企業における
海外R&D活動成果の本国
移転要因に関する研究」

小沢貴史(鳥取大学）
李炳夏（東京大学大学院）
「製品市場の再活性化メ 「日本における外資系企業
カニズムに関する考察」 の現地化戦略」

休憩（10分）
研究発表セッション

テーマセッション
山倉健嗣（横浜国立大学） 長瀬勝彦(首都大学東京)

三品和広（神戸大学）

安室憲一(兵庫県立大学)

前川洋一郎（関西外国語
岩脇千裕（（独）労働政策
15:00 長内厚（神戸大学）
西村友幸（釧路公立大学）
大学）「創業300年超の老
研究・研修機構）「大学新
▽ 善本哲夫（立命館大学） 「手段－目的の連鎖と組
舗と100年前後の老舗に
卒者採用における『コンピ
15:40 伊吹勇亮（長岡大学） 織の境界」
おける長寿戦略の比較
テンシー採用』の実態」
神吉直人（神戸大学）
分析」

高瑞紅（神戸大学）「補完
関係のマネジメントに関す
るアクションリサーチ：異文
化企業間関係の視点か
ら」

「商品コンセプト開発の
マネジメント－What to 加藤俊彦・沼上幹・軽部大 阿部孝太郎（小樽商科大
15:40 makeの技術経営」
（以上、一橋大学）
学）「ブレインストーミング 淺羽茂（学習院大学）
▽
「組織の<重さ>と日本企業 におけるファシリテーショ 「同族企業の投資行動：
16:20
の組織的問題：第２回調 ン効果－実験参加者手 積極性と我慢強さ」
査から」
記の分析を中心に」

陳韻如（九州国際大学）
井村直恵（京都産業大学）
平野実（県立広島大学）
「台湾企業再生の特性と
分社化を梃子にした競争
優位再編成過程の再検
討」

16:20
▽
17:00

秋山健太郎（中部電力株
式会社）「経営戦略の本
質－電力経営を事例とし
て」

新藤晴臣（明星大学）「産
学連携システムを通じたベ
ンチャー創出－中国科学
院の事例を中心に」

会場F：306

