
国際戦略経営研究学会 

第 11 回年次大会・研究発表大会プログラム 

【統一論題】 AI時代の戦略経営 “Strategic Management in the AI Era” 

開催日： 2018年 9月 8日（土）・9日（日） 

会  場： 国立大学法人電気通信大学（開催校） B棟  

9月 8日（土） 9月 9日（日） 

【受 付】 B棟 1階 ホール 

【報 告】 B棟 1階 101号、102号、 

B棟 2階 201号 

 （報告は 報告 25分，質疑 15分） 

【基調講演】 B棟 2階 202号 

【会員総会】 B棟 2階 202号 

【懇親会】 B棟 1階 ホール 

【会員控室／休憩室】 B棟 1階 ホール 

【理事会】 新 C棟 1階 103号 

【受 付】 B棟 1階 ホール 

【報 告】 B棟 1階 101号、102号 

B棟 2階 201号 

 （報告は 報告 25分，質疑 15分） 

【シンポジウム】 B棟 2階 202号 

【会員控室／休憩室】 B棟 1階 ホール 

【理事会】 新 C棟 1階 103号 

 

    ※会場／食事案内： プログラムの末尾をご参照ください。 

参加費および懇親会費 

 参加費 懇親会費 

前払い 当日支払い 前払い 当日支払い 

一般会員 6,000円 8,000円 3,000円 4,000円 

準会員 4,000円 6,000円 2,500円 4,000円 

非会員 — 10,000円 — 4,000円 

  

申し込み方法： 国際戦略経営研究学会のホームページ（http://www.iasm.jp/） 

大会サイトから必要事項を登録のうえ、8 月 24 日（金）までに指定口座にお振り

込みください。なお、参加費をお振り込みいただいてご欠席された場合、後日、報

告要旨をお送りいたします。お支払いいただいた参加費・懇親会費は返金いたし

かねますので予めご了承ください。 

詳細は、最後のページをご覧下さい。 

 

連絡先： 

【大会実行委員長】 安部博文（電気通信大学） 

   【同副委員長】 木村剛（立教大学） 

    【大会事務局】 遠藤正之（静岡大学）、長内厚（早稲田大学）、幸田達郎（文教大学） 

高桑健太郎（株式会社レアソン）、高橋宏幸（中央大学）、玉木欽也（青山学院大学） 

松田千恵子（首都大学東京）、山本秀男（中央大学）、横澤公道（横浜国立大学） 

（e-mail）confo11@iasm.jp 

    ※大会当日の各種のお問い合わせ： 受付（B棟 1階ホール）の係員にお尋ね下さい。 

  

http://www.iasm.jp/
mailto:confo11@iasm.jp


大会プログラム 

 

●１日目 9月 8日（土）  

10:00～17:00 受付 

10:30～10:50 
オープニング【会場 B棟 2階 202号】 

 会長挨拶： 歌代豊， 実行委員長挨拶： 安部博文 

教室 B棟 1階 101号 B棟 1階 102号 B棟 2階 201号 

研究発表 統一テーマ 自由論題 院生セッション 

座長 河合忠彦 玉木欽也 中村潤 

11:00～11:40 

デジタルイノベーション経営  

－ IoT/AI時代の新たな戦略思

考 － 

▼高橋浩（B-frontier研究所） 

外国人の人材確保と市場の

変化 

▼今村健太郎（株式会社ビ

ジネス忠臣蔵） 

顧客志向の組織文化がマネ

ジメント・コントロール・システ

ムによる動機づけプロセスに

与える効果の検証 

▼児玉麻衣子（明治大学大

学院） 

11:40～12:20 

ものづくり現場における AI 利活

用による競争優位性の獲得 

▼近藤信一（岩手県立大学） 

北陸地域の女性就業の現状

と課題 

▼中里弘穂（福井県立大学） 

標準化を活用した技術プラッ

トフォーム構築に関する考察 

▼千島智伸（サムスン電子 

株式会社 /中央大学  大学

院） 

12:20～14:00 

12:30～13:20 

昼休み  

理事会 新 C棟 1階 103号 

14:00～15:30 

基調講演【会場 B棟 2F 202号室】 

 「IoT時代の戦略経営～ビジネス・プロセスのデジタル化による新価値創造」  

森川博之（東京大学大学院工学系研究科 教授） 

座長 歌代豊 藤井享 北島啓嗣 

15:40～16:20 

総合商社の AI・IoT時代におけ

る経営戦略 

▼反田和成（香川大学大学院） 

MCS におけるコミュニケーシ

ョンの充実度と職場における

信頼関係が従業員の整合的

行動に与える影響 

▼日浅優（明治大学大学院） 

生産財営業組織における顧

客適合に関する一考察 

▼山中正樹(キーサイト・テク

ノロジー株式会社) 

16:20～17:00 

企業の資金調達分野での

FinTechの新潮流 

▼遠藤正之（静岡大学） 

「グローバル製品サービス戦

略(PSCC-LM)プロデューサ

ー」の産学連携研究会活動

を通した人材育成プログラム

の実証と実習用ラボ構想 

▼玉木欽也（青山学院大学）

他 

消費者信用における信用リス

クマネジメントへの顧客別収

益性分析の適用意義 

▼明珍儀隆（明治大学大学

院） 

17:10～18:00 会員総会  【会場 B棟 2階 202号】 

18:00～20:00 懇 親 会  【会場 B棟 1階 ホール】 

  



大会プログラム 

 

●2日目 9月 9日（日） 

9:50～16:00 受付 

 B棟 1階 101号 B棟 1階 102号 B棟 2階 201号 

研究発表 自由論題 自由論題 英語・院生セッション 

座長 徳永善昭 丹沢安治 咲川孝 

10:20～11:00 

他国より生産性が低い日本

企業の生産性を改善するに

は 

▼山本邦雄（横河ソリューシ

ョンサービス MCS研究所） 

アライアンス能力を高める知

識マネジメントプロセス 

▼安田洋史（青山学院大学） 

Organizational Virtuousness, 

Happiness, and Job Performance 

among French and Japanese 

Employees: A Structural Model 

▼Remy Magnier-Watanabe（筑

波大学）他 

11:00～11:40 

ホスピタリティ産業における

マネジメント・コントロール・フ

レームワークの妥当性の検

討 

▼豊崎仁美（明治大学大学

院）他 

通信インフラ設備の品質確

保とその手順の検証 

▼室 勝弘（リコージャパン株

式会社） 

Competition of Leading Position 

in Computer Industry: With 

Supply Chain Point of View 

▼中村英樹（東京理科大学） 

11:40～12:20 

顧客ポートフォリオによる限

界利益安定性管理 

▼小村亜唯子（明治大学大

学院） 

 
日本のモータースポーツ産業の

考察 ―産業クラスターの観点か

ら― 

▼山本塁（㈱ろざん） 

12:30～14:00 

12:30～13:20 

昼休み 

理事会 新 C棟 1階 103号 

研究発表 自由論題 自由論題 院生セッション 

座長 浅田孝幸 安田洋史 野間口隆郎 

14:00～14:40 

公益事業者の 6次産業化に

関する研究 －地域活性化

マーケティングの観点から－ 

▼那須野育大（(独)国立高

等専門学校機構） 

大塚商会にみる企業の組織

変革における一考察 

▼山口茂利仁（スターティア

株式会社） 
発表取り下げ 

イノベーションを創出する組織の

意思決定メカニズム 

▼戸田順子（東京理科大学大学

院） 

14:40～15:20 

わが国耕種農業経営におけ

る農産物原価計算について 

▼保田順慶（大原大学院大

学） 

日本企業の所有構造と統治

体制の関係の分析 

▼冨原寿男（サントリー食品

インターナショナル株式会

社） 

予算管理と方針管理における増

幅効果 

▼桔梗美彩（明治大学大学院） 

15:30～17:05 

英語シンポジウム 【会場 B棟 2階 202号】 
“Challenge Spirit in Strategic Management” 

趣旨説明 木村剛（立教大学） 

 木野茂徳 （国立大学法人 電気通信大学 理事（経営戦略担当）） 

 Khan Md Mahfuzus Salam （株式会社 CodeNext 代表取締役） 

 早川正士 （株式会社 早川地震電磁気研究所 取締役社長） 

総合司会 山本秀男（中央大学） 

17:05～17:10 クロージング（歌代豊会長） 

 

  



     会場 国立大学法人電気通信大学 B棟 へのアクセス       

住所： 〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1 

 

路線図： 京王線特急で新宿－調布は 15分 

 

 

電気通信大学周辺地図： 京王線 調布駅 中央口を出て右に徒歩 5分 

 



学内マップ： 会場の B棟は 6番 正門から徒歩 3分 

 

 

 

 

              食事・駐車場関係のご案内                

 

・昼 食： 別途、近隣のコンビニ等を記載した地図を配布します。 

・駐車場： 近隣の有料駐車場をご利用ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B棟

新C棟



大会参加申込手続きの詳細 

 

＜申込み・振込方法＞ 

▪ 大会参加を希望される方は、国際戦略経営研究学会ホームページの大会サイトより、参加申込み

手続きを2018年8月21日(火)までに行ってください。 

 

▪ Web登録をされた方は、前払い金額が適用されます。諸費用を2018年8月24日(金)までにお振込み

ください。 

 

▪ 同封の払込用紙をご利用いただかなくても、ゆうちょ銀行のATM及びその他金融機関の窓口・

ATM、インターネットバンキングよりお振込みいただけます。 

 

▪ お振込みの際は、「氏名」「受付番号」を必ず記入してください 

 

▪ 既にお振り込済みの方は、同封の払込用紙を破棄願います。 

 

▪ 2018年 8月 21日（火）までにWeb登録をされていない方は、当日窓口にて当日払い金額をお支

払いください。 

 

＜大会諸費用の払込先＞ 

郵便局   口座記号番号 00180-9-764358 

加入者名 国際戦略経営研究学会年次大会口 

 

＊他金融機関からのお振込の場合 

口座記号番号 ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）店（019） 

当座 0764358 

加入者名 国際戦略経営研究学会年次大会口 

 

＜大会諸費用の振込に関する問い合わせ先＞ 

国際戦略経営研究学会大会ヘルプデスク 

〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター 

FAX： 03-5227-8632  e-mail： iasm-desk@bunken.co.jp 

 

 

発表者へのご案内 

 

・当日はパソコン、ポインタはご持参ください。 

・会場のプロジェクタ接続は VGAです。必要に応じて接続用ツールをご持参ください。 

・資料配布をご希望の場合、予定人数分のコピーをご持参ください。 

 


