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2016 年国際戦略経営研究学会 

第 9 回全国大会プログラム 

〔統一論題〕グローバルブランド戦略と経営革新 

“Global Brand Strategy and Organizational Changes” 
開催日： 2016 年 9 月 17（土）・18 日（日） 

会場：  青山学院大学青山キャンパス総研ビル（14 号館）【正門すぐ右手】 

受付：  総合研究所ビル（14 号館）10 階 17 号会議室  

協賛：  青山学院大学青山経営学会 

 

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

画面右上の「第 9回全国大会参加・発表申込」からお申し込みください。 

※既に登録がお済みの方も、所属・お名前・住所など登録内容を再度ご確認

ください。情報は名札の作成、懇親会参加の有無の確認などに使わせていた

だきます。 

申し込み締切：2016 年 8 月 24 日（水） 

 

大会参加費：同封の払込み用紙で、指定口座にお振り込みください。 

払込み締切：2016 年 8 月 24 日（水） 

 

大会参加費・懇親会費 

 参加費 懇親会費 

前払い 当日払い 前払い 当日払い 

一般会員 6,000 円 8,000 円 5,000 円 6,000 円 

準会員 4,000 円 6,000 円 4,000 円 6,000 円 

非会員 — 10,000 円 — 6,000 円 

 

参加費をお振り込みいただいてご欠席の場合は、後日、報告要旨をお送りいたします。 

一度お振り込みいただいた参加費・懇親会費は返金いたしかねます。予めご了承ください。 

 

連絡先（e-mail）confo9@iasm.jp 

 

【大会実行委員長】： 玉木欽也（青山学院大学） 

【同 副委員長】： 薄上二郎（青山学院大学） 

【大会事務局】： ※安田洋史、山本寛、塩澤友規、高松朋史、薄上二郎（総括） 

         ※青山学院大学経営学部所属 
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会場 総合研究所ビル（14 号館）内の会場配置 

 
【共通会場】 

9 月 17 日（土）・18 日（日） 

[受付／招聘者控室]  総研ビル 10 階 17 会議室 

 

【共通会場】 

[開会式・シンポジウム・会員総会・閉会式] 会場Ａ：11 階 19 会議室 

 

[会員控室／休憩室] 10 階 18 会議室【昼休み以降（自由論題セッション終了後）】 

7 階 12 会議室【終日】 

          

[理事会] 9 階 15 会議室 

 

[懇親会]  青学会館 (IVY ホール) ナルド（９月 17 日 18：15～） 
 

【分科会報告会場】 

階数 9 月 17（土） 9 月 18 日（日） 

11 階 

 

 

【午前：統一テーマセッション】 

会場Ａ：11 階 19 会議室 

【午前：自由論題セッション】 

 会場Ａ：11 階 19 会議室 

 

10 階 

 

【午前：自由論題セッション】  

会場Ｂ：10 階 18 会議室 

【午前：自由論題セッション】 

会場Ｂ：10 階 18 会議室 

  (会員控室/休憩室：昼休み以降) 

9 階 

 

【午前：自由論題セッション】 

会場Ｃ：9 階 16 会議室 

【午前：自由論題セッション】 

会場Ｃ：9 階 16 会議室 

【午前：院生セッション】 

 会場Ｈ：9 階 15 会議室  

8 階 

 

 

【午前：自由論題セッション】 

 会場Ｄ：8 階 11 会議室 

【午前：英語セッション】 

会場Ｅ：8 階 10 会議室 

【午前：院生セッション】 

 会場Ｄ：8 階 11 会議室 

【午前：英語セッション】 

 会場Ｅ：8 階 10 会議室 

7 階   

6 階 
 

 

【午前：院生セッション】 
会場Ｆ：6 階 14603 号室 

会場Ｇ：6 階 14606 号室  
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受付 9:30～ 

9:30～ 10 階 17 会議室 

開会式 10:00～10:20 
 会場Ａ（11 階 19 会議室）  

10:00~10:10 会長挨拶 丹沢安治（中央大学） 

10:10~10:20 大会事務局説明 玉木欽也（青山学院大学） 

統一テーマセッション 10:40～12:40（報告 25 分、質疑 15 分） 

 会場Ａ（11 階 19 会議室）            [司会：渡部吉昭/文京学院大学]

10:40~11:20 
ブランド・コミュニティの新たな役割期待 

中田寛(首都大学東京大学院) 

11:20~12:00 
自動車プレミアム・ブランドのグローバル展開 
福田正彦（文教大学）   

12:00~12:40 
企業のガバナンス改革と会計不正－定量的アプローチ－ 
青木英孝（中央大学）  

自由論題セッション 10:40～12:40（報告 25 分、質疑 15 分） 
 会場Ｂ（10 階 18 会議室）               [司会：河合忠彦/筑波大学]

10:40~11:20 

多国籍企業のダイナミックケイパビリティと知識の結合性  
－地域のクラスターの持続可能な開発及び繁栄に向けて－ 
永島暢太郎（東海大学）  

11:20~12:00 
パートナー間多様性とアライアンス・ガバナンスとの交互作用 
安田洋史（青山学院大学） 

12:00~12:40 
新たなプラットフォーム企業登場による経営戦略と経営革新の刷新 
高橋浩（北陸先端科学技術大学院大学）  

 会場Ｃ（９階 16 会議室）               [司会：野間口隆郎/和歌山大学] 

10:40~11:20 

地方創生に向けた Global-CEP プロデューサー育成プログラムの産学連携研究開発とそ

の大学教育への展開 

－体験ツーリズムによる国際文化交流・産業雇用創出の総合演出家(Global-CEP: Global 

Cultural Experience Professional) －  

玉木欽也（青山学院大学）、権藤俊彦（青山学院大学）               

11:20~12:00 
ツーリズムと社会的表象 

平松庸一（新潟大学大学院）                         

12:00~12:40 
地方創成事業における資金調達と予算管理 

小酒井正和（玉川大学） 

 会場Ｄ（8階 11 会議室）                  [司会：佐野享子/筑波大学] 

10:40~11:20 
海外展開における幹部人材の現地化と育成 

今村健太郎（株式会社ビジネス忠臣蔵） 

11:20~12:00 
産学連携で実現した小中高校生のためのプログラミング教室 

安部博文（電気通信大学）                   

12:00~12:40 
製パン業の SWOT 分析と暖簾わけ制度の可能性 

田島浩太（株式会社クーロンヌ・ジャポン）、薄上二郎（青山学院大学） 

 

大会プログラム 第 1 日目【9 月 17 日（土）】 会場：総研ビル(14 号館) 
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英語セッション 10:40～12:40（報告 25 分、質疑 15 分） 

 会場Ｅ（８階 10 会議室）      [司会：Norihito Furuya /University of Missouri-St. Louis]

10:40~11:20 
Study on Competitive and Interdependency Relationship of Players in Business Ecosystem of 
Emerging Direct Response Insurance Category 
Tetsuo Mori (Tokyo Metropolitan University) 

11:20~12:00 
Management Practices in Malaysian and Indian Organizations 
Sakikawa, Takashi ( Niigata University), Chaudhuri, Kaushik ( Shiv Nadar University)        

12:00~12:40 
The Intersection of Organizational Culture and National Culture Research 
Sakikawa, Takashi ( Niigata University)  

院生セッション 10:40～12:40（報告 25 分、質疑 15 分） 

 会場Ｆ（６階 14603 号室）                [司会：大島正克/亜細亜大学]

10:40~11:20 

固定顧客比率の違いによる顧客の維持が財務業績へ与える影響分析  

－ホテル業 A社の施設別比較－ 

山脇香織(明治大学大学院)、細田雅洋（作新学院大学）            

11:20~12:00 

クレジットカード業における固定客の定義および財務業績への影響  

－A 社の事例研究－ 

明珍儀隆(明治大学大学院)             

12:00~12:40 
なぜサムスンは栄え、エルピーダは消滅していったのか 

工藤充明(東京経済大学)、柴田高（東京経済大学）                  

 会場Ｇ（６階 14606 号室）                  [司会：近藤信一/岩手県立大学]

10:40~11:20 
新興国市場に進出した日系企業における研究開発戦略 

藤塚征昭(中央大学)                   

11:20~12:00 
日系電子部品企業の競争優位構築メカニズム 

千島智伸(中央大学大学院)                          

12:00~12:40 
米国クラウド CRM 企業のダイナミック・ケイパビリティ 

－補完アプリとの CRM アーキテクチャー－ 

田中章雅(横浜国立大学大学院) 、佐藤亮（横浜国立大学）             

 
昼休み 12:40～13:50、理事会 12:50～13:40（9 階 15 会議室） 

会員総会 13:50～14:50 
 会場Ａ（11 階 19 会議室）  

13:50~14:50 本年度事業報告・次年度事業計画 

統一論題シンポジウム 1 15:00～17:45 
 会場Ａ（11 階 19 会議室）          [総合司会進行：安田洋史/青山学院大学]

15:00~16:15 

特別講演 

(英語) 

テーマ：Global Brand Protection Strategy(英語)  

Mr. James E. Moynihan, Director，Louis Vuitton Japan 

Intellectual Property Department（ルイ·ヴィトンジャパン知的財産部長） 

Moderator：Philippe Orsini (Nihon Univ.) 

16:30~17:45 
基調講演 

（日本語） 

テーマ：人材面からみたブランドマネジメント 

岩瀬大輔（ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長） 

コメンテーター：山本寛（青山学院大学） 

懇親会 18:15～20:15  青学会館（IVY ホール)  ナルド 司会 山本寛（青山学院大学） 
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大会プログラム 第 2 日目【9 月 18 日（日）】 会場：総研ビル(14 号館) 

受付 9:30～ 

9:30～ 10 階 17 会議室 

自由論題セッション 10:00～12:00（報告 25 分、質疑 15 分） 
 会場Ａ（11 階 19 会議室）               [司会：北島啓嗣/福井県立大学]

10:00~10:40 
地域中小企業の海外展開におけるビジネスモデルの構築 
反田和成（香川大学大学院）                 

10:40~11:20 
ビジネスアーキテクチャ戦略とシステム・エンジニアリングの活用 
阿部武志（青山学院大学）  

11:20~12:00 

グローバル製品サービス戦略(Global-PSLM)プロデューサー」の産学連携による研究会

活動および育成プログラムの開発と実証 
－Global-PSLM: Global-Product and Service Lifecycle Management－    
玉木欽也（青山学院大学）、朴英元（埼玉大学）、荒川雅裕（名古屋工業大学）、 
阿部武志（青山学院大学）、後藤智（青山学院大学）  

 会場Ｂ（10 階 18 会議室）               [司会：桑名義晴/桜美林大学]

10:00~10:40 
転職経験者が適応しやすい組織文化に関する一考察 

絹村信俊（三菱自動車工業株式会社）  

10:40~11:20 現場からの報告：多国籍企業特有に求められる戦略的人材について 

伊藤富佐雄（東洋インキ SC ホールディングス株式会社）              

11:20~12:00 
企業におけるコミュニケーションの重要性と現実の活動形態 

室勝弘（リコージャパン株式会社）  

 会場Ｃ（９階 16 会議室）                [司会：浅田孝幸/立命館大学]

10:00~10:40 
日本の生産性低下の研究 

山本邦雄 (横河ソリューションサービス株式会社)                 

10:40~11:20 
固定収益会計における安全性測定 －商品セグメントからのアプローチ－ 

石井宏宗(サンシン電気株式会社)、小村亜唯子（明治大学大学院）、花井博貴（株式会

社エスシーツー）                       

11:20~12:00 

コーポレートブランドと ESG 対応との関係に係る研究 

－2015 年度環境省パイロットプログラムの結果を踏まえて－ 

白田佳子（SBI 大学院大学）  

英語セッション 10:00～12:00（報告 25 分、質疑 15 分） 

 会場 E（８階 10 会議室）        Cindy Yoshiko Shirata（Hosei University）/ 

Jiro Usugami（Aoyama Gakuin University）  

10:00~10:40 
Co-creation of Value in Both B to B and B to C Environments 
Yoshiaki Watanabe (Bunkyo Gakuin University) 

10:40~11:20 
Impact of Stressors on Commitment of Japanese Managers and Non-managers   

Chaudhuri, Kaushik (Shiv Nadar University)，Sakikawa, Takashi (Niigata University) ,    

11:20~12:00 
Job Task Characteristics and Well-Being: The Mediating Role of Job Satisfaction  
Remy Magnier-Watanabe(Univ. of Tsukuba), Philippe Orsini,(Nihon Univ), Toru Uchida 
(Niigata Univ. of International and Information Studies), Caroline Benton(Univ. of Tsukuba) 
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院生セッション 10:00～12:00 （報告 25 分、質疑 15 分） 

 会場Ｄ（8階 11 会議室）                  [司会：小酒井正和/玉川大学] 

10:00~10:40 
マネジメント・コントロール・システムによる水平的調整 

豊崎仁美(明治大学大学院) 

10:40~11:20 
固定収益会計における顧客セグメント間での収益性構造の比較 

川田修平(明治大学大学院)、 三谷 華代（明治大学大学院） 

11:20~12:00 
ホテル業におけるマネジメントコントロールと信頼の相互補完関係 

－ホテル業Ａ社の事例を用いて－ 

日浅優（明治大学大学院）、豊崎仁美（明治大学大学院）、鈴木研一（明治大学）   

 会場Ｈ（9階 15 会場）                  [司会：林伸二/青山学院大学]

10:00~10:40 
ゼネコンの業務プロセスに起因した海外進出の困難性についての考察 

古木雅人(青山学院大学大学院)  

10:40~11:20 
構成的現実の視点を重視した社会的表象 

星井進介（新潟大学大学院）、平松庸一(新潟大学大学院)  

11:20~12:00 
キャリアデザイン研修の効果に関する考察 －Ａ社の調査結果からみた組織間キャリア

効力と効果との関係－ 

浅野浩美(筑波大学大学院)  

 
昼休み 12:00～13:30、理事会 12:15～13:15（9 階 15 会議室） 
 

統一論題シンポジウム 2 13:30～16:40  
 会場Ａ（11 階 19 会議室）              [総合司会進行：高松朋史/青山学院大学]

13:30~14:30 

基調報告 

（日本語） 

テーマ：「B to B 企業のブランド戦略とコミュニケーション」 

阿部剛士（横河電機株式会社執行役員 コーポレート・マーケティング本部本部長）

 

14:40~16:40 

パネル討議 

（日本語） 

司会 田中洋（中央大学） 

テーマ：「グローバルブランド戦略と経営革新」 

阿部剛士（横河電機） 

桑山三恵子（一橋大学） 

白田 佳子（法政大学） 

鈴木研一（明治大学）  

開会式 16：40～16：50 
 会場Ａ（11 階 19 会議室）  

16:40~16:50 

 

会長閉会挨拶 丹沢安治（中央大学） 

実行委員長挨拶 玉木欽也（青山学院大学） 
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 会場（青山学院大学青山キャンパス）へのアクセス 

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25 

 
■青山学院大学 青山キャンパス：会場 総研ビル（14 号館 正門すぐ右手）受付 10 階 

JR、東急東横線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線他「渋谷駅」より徒歩 10 分 

地下鉄（銀座線、半蔵門線、千代田線）「表参道駅」（B1・B3 出口）より徒歩 5 分 

JR 渋谷駅→ 

 

食事・駐車場等の案内 

▪17 日（土）は学食を利用できます（17 号館１階）。18 日（日）は利用できません。その他、

青山学院大学周辺の飲食店などをご利用ください。 

▪青山キャンパス内、館内はすべて禁煙です。指定された喫煙場所をご利用ください。 

▪お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

正門 

東門 

←東京メトロ表参道駅 

大会会場 

受付 10 階 

懇親会会場 

IVYホール3階 
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その他 

プログラムは、変更になる場合があります。 

自然災害などの不可抗力による変更やキャンセルにつきましては、国際戦略経営研究学会、

青山学院大学、大会事務局は責任を負いかねます。何卒ご了承ください。 
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