
国際戦略経営研究学会第２回全国大会プログラム

統一論題『戦略経営とM&A・アライアンス』

本統一論題は、M&A、アライアンスという今日の日本企業が存続・成長してゆく上での重要課題の１

つに、「戦略経営」の視点から、理論、実践の両面にわたって多角的な検討を加え、企業に対して有用

な処方箋を示すとともに、その基礎となりうる理論の開発を促進することを目指している。

M&A、アライアンスを今大会で取り上げる意義は、それらを狭義の経営戦略（論）の視点から取り上

げるにとどまらず、製品・サービス開発、マーケティング、アカウンティング・ファイナンス、人的資

源管理、知的財産権、その他のファンクショナル領域から多面的にアプローチし、現実からの要請に応

えてより実践的で実行可能な処方箋を提案するとともに、理論的には、経営戦略論および各ファンクシ

ョナル理論の「戦略により直接的にかかわる先端的な領域」を開拓、彫琢し、さらには「戦略経営理論」

の構築にチャレンジすることと考えている。

開催日時 ９月１８日（金） ９時３０分から１８時２０分まで

９月１９日（土） ９時３０分から１５時４５分まで

会員総会  ９月１８日(金) １３時から１４時３０分まで(時間帯にご注意下さい)

通常の議事に加え、理事改選があります。

会 場     青山学院大学 青山キャンパス

        統一論題会場 9号館 931教室

        自由論題会場 15号館（ガウチャーメモリアルホール）3階

            15305教室，15306教室、15309教室

懇親会会場  島根イン青山

〒１０７－００６２ 東京都港区南青山7丁目1番5号

電話： ０３－３７９７－３３９９

大会事務局: 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷４－４－２５

青山学院大学経営学部吉田研究室内（8号館714号室）

国際戦略経営研究学会第二回全国大会事務局

        電話：０３－３４０９－８９９５

         email: yoshida@busi.aoyama.ac.jp

昼食： 学食が下記の通り開いております。ご利用ください。

１８日（金）１０時から１５時まで

     １９日（土）１０時から１４時まで

参加費に関してましては、上記のメールアドレスまでお問い合わせ下さい。



【９月１８日（金）】 統 一 論 題

・会場： 号館 室
・ 報告者 分、討論者 分、質疑 分

9:30
～

10:00

開会の辞：会長 林 昇一中央大学

基調報告テーマ： 戦略経営とM＆A・アライアンス

報告者： 吉田孟史(青山学院大学)

司会者： 佐野雄一郎（産業能率大学）

10:10
～

11:00

テーマ：中小・ベンチャー企業の知財戦略と知財評価 －その意義と課題－

報告者： 境新一(成城大学)

討論者： 山崎忠史（アーンストン＆ヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス）

／田中敏行（大分大学）

司会者： 歌代豊(明治大学)

11:10
～

12:00

テーマ： エレクトロニクス産業における分業型ビジネスモデルの台頭と日本企業の

事業再構築～垂直統合型モデルと国際分業型モデルのクロスロードを探る～

報告者： 永池克明(久留米大学)

討論者： 桑名義晴（桜美林大学）

司会者： 徳永善昭（亜細亜大学）

12:00
～

13:00

昼 休 み・

理事会 号館 階グローバルビジネス研究所セミナールーム

13:00
～

14:30
会 員 総 会

14:30
～

15:20

テーマ： M&A・アライアンスの『戦略経営論』的分析

----パナソニックの薄型TV戦略を例として

報告者： 河合忠彦（中央大学）

討論者： 岸田民樹（名古屋大学）

司会者： 北島啓嗣（福井県立大学）

15:30
～

16:20

テーマ： ダイナミック組織変容下における戦略的人的資源管理の可能性

報告者： 平松庸一（新潟大学）

討論者： 古屋紀人（IGBネットワーク株式会社）

司会者： 丹野勲（神奈川大学）

16:30
～

17:20

論題 ： 日本企業のM&A戦略－サーベイ調査による分析－

報告者： 花枝英樹（一橋大学）

討論者： 斎藤進（上智大学）

司会者： 浅田孝幸（大阪大学）

17:30
～

18:20

記念講演：佐山展生（一橋大学）

講演テーマ： 「企業価値向上と戦略的M&A」

司会者： 古川浩一（東京工業大学名誉教授）

18:50
～

懇 親 会 （会場島根イン青山）

会長挨拶、来賓挨拶
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【９月１９日（土）】 自 由 論 題

・ 会場：ガウチャーメモリアルホール（ 号館）， 階
・ 準会員報告 分 コメント 分、質疑 分
・ 一般報告 分、コメント 分、質疑 分

会場A(１５３０５) 会場B（１５３０６） 会場C（１５３０９）

論題
セールス人材と組織のfitに
影響を与える規定要因につい
て

報告者
山崎京子（筑波大学大学院ビ
ジネス科学専攻）

司会 中里弘穂（愛知産業大学）

9:30
～

10:00
準会員
報告

討論者 山本寛(青山学院大学)

論題
大学の教育サービス革新にお
ける高次の組織学習プロセス

Program management control, 
single projects and project 
performance

企業結合会計の動向とパーチ
ェス法の有用性について

報告者
斎藤保男（北陸先端科学技術
大学院大学）

金宰煜（大阪大学経済学研究
科）

森田聡（中央大学大学院総合
政策研究科）

司会 中里弘穂（愛知産業大学） 和賀仁(日産自動車) 小酒井正和（玉川大学）

10:00
～

10:30
準会員
報告

討論者 寺澤朝子(中部大学) 玉木欽也(青山学院大学) 大島正克（亜細亜大学）

論題
多面市場における産業分析モ
デル（プラットフォーマーの
戦略分析モデル）

企業の社名変更とパフォーマ
ンスに関する事例研究

日本における戦略的管理会計
の現状と問題点

報告者 高桑健太郎（株式会社レアソ
ン）

薄上二郎（大分大学） 矢澤信雄（LEC 東京リーガル
マインド大学）

司会 永島暢太郎（東海大学） 太下義之（三菱UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝ
ｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）

市村誠（中央大学）

10:30
～

11:15

討論者 長内厚(神戸大学) 林伸二(青山学院大学) 佐々木郁子(東北学院大学)

論題

我が国のＣＡＴＶ事業推進に
おける企業戦略に関する考察

サブプライムローン問題に介
在する判断上のリスクと行動
リスクマネジメント

エクソン・フロリオ条項
（ Section 5021 of the 
Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 
1988）によるM&A規制と展望
について

報告者 室勝弘（中央大学大学院総合
政策研究科）

後藤茂之（三井住友海上グル
ープホールディングス(株)）

加藤直樹（防衛大学校）

司会 児玉充（日本大学） 戒野敏浩（青山学院大学） 文堂弘之（常磐大学）

11:15
～

12:00

討論者 山本秀男(中央大学) 亀坂安紀子（青山学院大学） 金子信吉（公認会計士金子会
計事務所）

12:00
～

13:30

昼 休 み・
理事会 号館 階グローバルビジネス研究所セミナールーム

論題
地域金融機関における戦略的
経営統合・アライアンスの
新展開

組織における多様性と企業
成果

報告者 西尾弘一（筑波大学大学院） 咲川孝（新潟大学）

司会 草田浩司（三菱UFJリース） 嶋根政充（明海大学）

13:30
～

14:15

討論者 井上善海（広島大学） 山下勝（青山学院大学）
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論題
戦略的提携と M&A から見た製薬
業界の国際戦略について

集合戦略を通したポピュレー
ション・レベル学習のマネジ
メントの可能性

報告者
広崎心・坂田壽衛・平田光子（武
田薬品工業、日本大学）

近藤弘毅（目白大学経営学部）

司会 木村行雄（産業技術総合研究所） 関根純（NTTデータ）

14:15
～

15:00

討論者
岡崎彬（アポロ・トレーデイング
株式会社）

丹沢安治（中央大学）

論題
アライアンスによる企業競争力
の構築

組織能力のダイナミズムの
本質

報告者
安田洋史（株式会社東芝） 佐藤秀典、福澤光啓、浜松翔

平(東京大学)

司会 松尾尚（産業能率大学） 井原久光（東洋学園大学）

15:00
～

15:45

討論者 高橋伸夫（東京大学） 吉田孟史（青山学院大学）

閉会の辞
山本秀男（中央大学）

閉会の辞
吉田孟史（青山学院大学）

最寄りの公共交通機関から会場まで

●東京メトロ：表参道駅（銀座線、半蔵

門線、千代田線）（ 出口徒歩 分）

●渋谷駅（ ）：宮益坂方面徒歩 分

○ 東京駅から

東京メトロ：東京（丸ノ内線）→赤坂

見附で銀座線乗換（同じホームの反対

側）→表参道

○ 品川駅から

品川駅→ 山手線→渋谷駅

○羽田空港から

羽田空港（京浜急行）→（蒲田で乗換）

→品川（ へ乗換）→ 山手線→渋

谷駅

日金

日土

B1 5
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←表参道方面     渋谷方面→
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