国際戦略経営研究学会

第 12 回年次大会・研究発表大会プログラム
【統一論題】 戦略経営の人間的側面
“The Human Side of Strategic Management”
開催日：
会 場：

2019 年 10 月 5 日（土）・6 日（日）
文教大学 越谷キャンパス（開催校） 12 号館
10 月 5 日（土）

10 月 6 日（日）

12 号館 1 階 正面入口
12 号館 1 階 12101 号、12102 号、
12103 号、12104 号
（報告は 報告 25 分，質疑 15 分）
【基調講演】 12 号館 1 階 12101 号
【シンポジウム】 12 号館 1 階 12101 号
【会員総会】 12 号館 1 階 12101 号
【懇親会】 食堂 2 階
【会員控室/休憩室】 12 号館 2 階 12204 号
【理事会】 12 号館 2 階 12202 号（会議室）
【受
【報

付】
告】

※会場/食事案内：

12 号館 1 階 正面入口
12 号館 1 階 12101 号、12102 号、
12103 号、12104 号
（報告は 報告 25 分，質疑 15 分）
【シンポジウム】 12 号館 1 階 12101 号
【会員控室/休憩室】 12 号館 2 階 12204 号
【理事会】 12 号館 2 階 12202 号（会議室）
【受
【報

付】
告】

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

4,000 円

4,500 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、9 月 19 日（木）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。
発表者へのお願い：
発表に際して配布資料 15 部程度をご用意下さい。
PC(VGA 端子対応) または USB(Windows 対応)を持参して下さい。ポインタは持参して下さい。
連絡先：
【大会実行委員長】 幸田達郎（文教大学）
【同副委員長】
木村剛（中央大学）
【大会事務局】
安部博文（電気通信大学）、遠藤正之（静岡大学）、長内厚（早稲田大学）、
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）confo12@iasm.jp
※大会当日の各種のお問い合わせ： 受付（12 号館 1 階 正面入口）の係員にお尋ね下さい。
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大会プログラム
●１日目 10 月 5 日（土）
受付 9:30～17:00

教室
研究発表
座長

オープニング【会場 12 号館 1 階 12101 号】
会長挨拶： 歌代豊， 実行委員長挨拶： 幸田達郎
12 号館 1 階 12101 号
12 号館 1 階 12102 号 12 号館 1 階 12103 号
統一論題
統一論題
自由論題
河合 忠彦
安部 博文
山本 秀男

10:30～11:10

他者からの影響に着目
した創造的思考態度の
変容に関する探索的研
究
▼木村 裕斗

産学連携『未来戦略デ
ザイン』事業構想にお
ける「ビジネスプロデ
ューサー」と「システ
ムクリエーター」の人
材育成プログラムの設
計と実証
▼玉木 欽也 他

エコシステム理論の構
築に向けて－IoT /AI/
5G 時代の新たな戦略思
考－
▼高橋 浩

「富山県の観光土産品
と地域創生－消費者購
買調査の多変量解析に
よる分析－」
▼那須野 育大

わが国製造業の従業員
が知覚する組織帰属意
識及び組織文化に関す
る調査
▼絹村 信俊

新たな社会環境のもと
での Weick(1979)におけ
る組織化概念
▼星井 進介

中小企業のビジネスの
プラットフォーム化と
それによるエコシステ
ム形成戦略
▼松吉 由美子

地域通貨によるキャッ
シュレスの可能性の考
察
▼遠藤 正之

10:00～10:20

11:10～11:50

12 号館 1 階 12104 号
自由論題
近藤 信一

11:50～13:00
昼休み
(12:00～12:50) 理事会 12 号館 2 階 12202 号（会議室）
大会基調講演(英語)【会場

12 号館 1 階 12101 号】

演者
▼Caroline Benton （筑波大学

副学長）

13:00～14:30
司会
▼咲川 孝（中央大学）

大会シンポジウム(日本語) 【会場 12 号館 1 階 12101 号】
「戦略的な経営者を育てる仕組」

14:40～16:10

演者
▼ 梅田一郎 新時代戦略研究所 理事長(前・ファイザー株式会社名誉会 長)
▼ 田邉充 東レ株式会社 医薬・医療 事業本部 参事 HBC グローバル事業室長(前・Toray
International America Inc.社長)
▼ 竹中成一 株式会社 オークラニッ コーホテルマネジメント 取締役、常務執行役員
コメンテーター
▼ 福井琢 柏木総合法律事務所 代表弁護士、慶應義塾大学法科大学院 教授、信越化学工業
株式会社 社外監査役、株式会社ヤマハ 社外取締役
司会
▼ 幸田達郎（文教大学）

16:20～17:30

会員総会

【12 号館 1 階 12101 号】

17:45～19:00

懇親会

【会場

大学食堂 2 階】
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大会プログラム
●２日目 10 月 6 日（日）
受付 9:50～16:00
12 号館 1 階 12101 号
自由論題
長内 厚

12 号館 1 階 12102 号
自由論題
室 勝弘

12 号館 1 階 12103 号
自由論題
木村 裕斗

12 号館 1 階 12104 号
英語セッション
徳永 善昭

10:20～11:00

原価企画によるﾀﾞｲﾅﾐｯ
ｸ･ｹｲﾊﾟﾋﾞﾘﾃｨに関する考
察 ―トヨタエコシステ
ム生成のキーストーン
機能―
▼野間口 隆郎 他

企業のガバナンスの構
造的分析のためのフレ
ームワークの検討
▼冨原 寿男

Customer Relationship
Dynamics using Hidden
Markov Model
▼Jean-Laurent Viviani
et al.

Identifying the Motives
for Japanese FDI in the
US Southeast
▼Remy MagnierWatanabe et al.

11:00～11:40

多国籍企業のﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｹ
ｲﾊﾟﾋﾞﾘﾃｨとﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽ
ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ－第四次産業
革命期のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略に
一時的なｸﾗｽﾀｰと共立地
が果たす役割－
▼永島 暢太郎

社外役員の特性と監視
の有効性－会計不正の
定量分析－
▼青木 英孝

顧客ポートフォリオ分
析における費用配賦と
営業利益安定性
▼小村 亜唯子

Strategic Management in
Overseas Market from the
Dynamic Capability
Perspective: The Case
Study of Chengdu ItoYokado
▼Tsuyoshi Kimura et al.

11:40～12:20

自動車とゲーム機は
GAFA・5G 時代を生き
残れるか ―ダイナミッ
ク・プラットフォーム
戦略のフレームワーク
による分析―
▼河合 忠彦

日本企業の経営者と企
業ライフサイクルの適
合に関する仮説探索研
究
▼小久保 欣哉

アジャイル・プロジェ Unpacking the Process of
クトの現状 -マネジメン Culture’s Consequences
ト・コントロールの構 ▼Takashi Sakikawa
築に向けて▼中村 正伸 他

研究発表
座長

昼休み
12:20～13:30
(12:30～13:20) 理事会 12 号館 2 階 12202 号（会議室）
研究発表
座長

13:30～14:10

14:10～14:50

座長

シンポジウム

自由論題
藤井 享

―
分科会シンポジウム
Challenges and strategies
for strategic global
management research and
practices
▼徳永 善昭
▼咲川 孝
▼伊藤 富佐雄
▼野間口 隆郎

院生セッション
遠藤 正之

日本版 CONNECTED
INDUSTRIES の基盤
▼山本 邦雄

戦略実行手段としての
予算管理及び方針管理
の ハイブリッド・シス
テムの有効性
▼岩淵 悠希

テキストマイニングを
用いた組織文化の定量
的な測定の一考察
▼細尾 英雄 他

通信インフラ設備構築
上のコンプライアンス
遵守の障壁
▼室 勝弘

電波技術を活用したビ
ジネス・エコシステム
における価値創造
▼千島 智伸

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ｼｽﾃﾑと
信頼の関係 および信頼
が協働に対して期間を
わたってもつ効果
▼日浅 優

幸田 達郎

―

松田 千恵子

林 恭子

集落営農組織の持続可
能性向上のための方策
▼保田 順慶

プロジェクトのマネジ
メント・コントロー
ル・システムと コミュ
ニケーションの創出と
連鎖
▼高木 珠莉愛

従業員のモチベーショ
ン向上に向けた飲食チ
ェーンにおける店舗経
営モデルの構築
▼松木 知徳 他

大学の歴史と学生獲得
の関係に関する一考察
―首都圏の私立大学を
対象としたパネルデー
タ分析―
▼小池 裕子

市場志向とマネジメン
ト・コントロール・シ
ステム： 階層線形モデ
ルを用いた実証分析
▼児玉 麻衣子

アジャイル・プロジェ
クト・マネジメント・
コントロールの探索 ―
場の論理の適用可能性
―
▼豊崎 仁美 他

15:40～16:20

分科会シンポジウム
GAFA 主導の IoT/AI 時
代における日本企業の
対抗戦略
▼丹沢 安治
▼歌代 豊
▼北島 啓嗣
▼近藤 信一
▼藤井 享

16:25～16:30

クロージング（歌代豊会長）

15:00～15:40

院生セッション
北島 啓嗣
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会場
住所：

文教大学 越谷キャンパス

〒343-8511

12 号館

へのアクセス

埼玉県越谷市南荻島 3337

交通：
【新宿駅から】
新宿［JR 山手線］→日暮里［JR 常磐線］→北千住［東武スカイツリーライン区間準急］→北越谷（約 60 分）

【渋谷駅から】
渋谷［東京メトロ半蔵門線

【東京駅から】

急行］→越谷［東武スカイツリーライン］→北越谷（約 65 分）

東京［JR 山手線／京浜東北線］→上野［東京メトロ日比谷線］→北千住［東武スカイツリーライン急行／区間急行］
→越谷［東武スカイツリーライン］→北越谷（約 50 分）

東武スカイツリーライン

北越谷駅

徒歩 10 分。

改札を出て左(西口)、直進。歩道が緑になり 5 分程度歩き、接骨院先を右折(電柱に表示あり)。
右折後の歩道も緑色。右折後、直進。出津橋を渡った先が正門。

北越谷駅から
キャンパスまでの順路

キャンパス案内図
会場はすべて 12 号館
懇親会場は「学生食堂」
の2階

昼食・コンビニエンスストアのご案内
10 月 5 日（土）は 13：30 まで、学生食堂 1 階が営業予定です。
10 月 6 日（日）は学内ファミリーマートが 17：00 まで営業予定です。(食堂は休業)
ファミリーマートは 6 号館の中、正門側 1 階にあります。
また学外には、出津橋を渡ってしばらく進むと 24 時間営業のセブンイレブンがあります。

宿泊のご案内
ホテルサンオーク(東武スカイツリーライン「新越谷駅」徒歩 3 分) ℡. 048-966-3009
が便利です。（「北越谷駅」の 2 駅前）
他に、都内宿泊の場合には、「北越谷駅」乗り換え無しの直通電車がある、東武スカイツリーライ
ン、地下鉄日比谷線沿線のホテルが便利です。（北千住・浅草・上野・日比谷など）
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