


財務、さらには中小企業の戦略や地域活性化等に関する最近の研究について発表がなされ、

こちらも活発な質疑応答が行われました。 
  (3) 記念講演には伊藤忠商事株式会社シニアフェローの石岡徹氏をお招きし、「日系企業の中

国戦略Ⅱ」というテーマでご講演いただきました。氏の豊富な中国経験に基づく的確な現

状分析と具体的な話には大変説得力があり、日本企業のグローバル戦略について示唆に富

む内容のお話でした。 
 
 
   （写真上）河合忠彦会長による開会挨拶 ／ （写真下）石岡徹氏の記念講演 
 



第３回国際戦略経営研究学会全国大会プログラム 

【９月１０日（金）】統一論題 

  
会場：２号館 １階 ２００教室  
報告：報告者３０分、討論者１０分、質疑５分 

9:30  
 ～  
10:00  

開会の辞：会長 河合忠彦 （中央大学）  
基調報告：「グローバル競争における持続的競争優位」徳永善昭（亜細亜大学）   
司会者：榊原研互 （慶応義塾大学）  

10:00  
 ～  
10:45  

報告者：咲川 孝 （新潟大学）「日本と中国に対する、ＨＲＭの慣行と製造形 

態が操業成果に及ぼす交互作用」    
討論者：永池克明 （久留米大学）  
司会者：徳永善昭 （亜細亜大学）  

10:55  
 ～  
11:40  

報告者：天野倫文 （東京大学）「新興国市場戦略の諸観点とものづくり：イノ 

ベーターのジレンマを超えて」   
討論者：森本博行 （首都大学東京）  
司会者：丹沢安治 （中央大学）  

11:40  
12:40  昼休み・理事会（２号館６階）  

12:40  
 ～  
13:25  

報告者：山下 勝 （青山学院大学）「キャリア連帯と成長戦略―映画産業にお 

ける創造性管理―」          
討論者：弘中史子 （滋賀大学）   
司会者：吉田孟史（青山学院大学）  

13:35  
 ～  
14:20  

報告者：坂井孝司 桐野章 柿沢寿信（デロイトトーマツコンサルティング株式

会社）「チェンジマネジメントの日米比較―戦略実行へのプロセス―」  
討論者：平松庸一 （新潟大学）  
司会者：林 伸二 （青山学院大学）  

14:30  
 ～  
15:15  

報告者：鈴木研一 （明治大学）「顧客関係性評価のための管理会計モデル： 

固定収益会計の提唱」  
討論者：石井宏宗 （サンシングループC.E.O.）   
司会者：青木章通 （専修大学）  

15:25  
 ～  
16:10  

報告者：山崎忠史 （アーンスト＆ヤング）「レイヤーマスターの競争戦略の 
研究―自転車部品の株式会社シマノ等を通じて―」  

討論者：田中敏行 （大分大学）  
司会者：境 新一 （成城大学）  

16:20  
17:00  記念講演：伊藤忠商事(株) シニアフェロー 石岡 徹「日系企業の中国戦略Ⅱ」  
17:10  
18:00  会員総会：２００教室  
18:10  
20:10  懇親会 ：２号館 ６階会場  

 

timai
長方形



【９月１１日（土）】自由論題 

 
会場：Ａ会場（２３５教室） Ｂ会場（２３６教室） Ｃ会場（２３７教室） 
報告（一般会員・準会員）：１セッション４０分（報告２５分、質疑１５分） 
    会場A（２３５教室） 会場B（２３６教室） 会場C（２３７教室） 

9:30  
 ～  
10:10  
準 会 員 セ

ッション  

論題 不確実性の高い環境下での

新規ビジネスの成功要因モ

デルの構築 

プロスポーツリーグの所有

権をベースとした統治構造

の比較制度分析 

多面プラットフォーム型事

業の成長戦略の研究 

報告者 千歳 学（中央大学大学院）  大井義洋（中央大学大学院）  高桑健太郎（中央大学大学

院） 

司会 歌代 豊（明治大学） 吉田孟史（青山学院大学） 大島正克（亜細亜大学） 

10:10  
 ～  
10:50  
準 会 員 セ

ッション  

論題 コストリーダーシップのバ

リエーション分析 

コールセンターにおける人

的資源管理と非正規従業員

の職務態度との関連―ＬＭ

Ｘの観点から― 

チェンジエージェントとス

テークホールダーＫＰＩ分

析 

報告者 橋本恭広（KDDI株式会社）  小川悦史（青山学院大学大

学院）  

野間口隆郎（筑波大学大学

院）  

司会  歌代 豊（明治大学） 吉田孟史（青山学院大学） 大島正克（亜細亜大学） 

11:00  
 ～  
11:40  

論題 ＩＴシステム統合における  

マネジメントモデルに関す

る考察  

新規事業は誰が担うのかー

外部環境適合的なリーダー

シップ選択のフレームワー

ク 

ミドルの革新的試行の起因

メカニズムの探求 

報告者 宮坂美樹（日本ヒューレッ

トパッカード株式会社） 

市川良紀（パナソニックシ

ステムワークス株式会社） 

山崎勝士（株式会社ウ―

ノ・アクティブ） 

司会 山本秀男（中央大学）  岸田民樹（名古屋大学）  牛丸 元（明治大学） 

11:40  
 ～  
12:20  
  

論題 経営戦略とＩＴシステム間

の最高経営情報責任者のコ

ーディネーション機能 

意思決定と企業成長との関

連性―中小製造の経営陣を

対象に― 

中小企業の経営革新におけ

る知識共有の阻害要因に関

する研究 

報告者 栗原直樹（株式会社ワイ・

デイ・シ―） 

木下良治（岡山理科大学） 安部博文（大分大学） 

司会 山本秀男（中央大学） 岸田民樹（名古屋大学） 牛丸 元（明治大学） 
12:20  
 ～  
13:20 

昼休み 

（午後の部は次ページへ） 
 



 

13:20  
 ～  
14:00  

論題  小売業におけるポイント

制度と価格政策の効果の

検証 

研究開発を目的とした戦

略的提携に関する一考察 

デジタル時代の地方放送

局とＣＡＴＶ事業の生き

残り企業戦略 

報告者 青木章通 佐々木郁子（専

修大学 東北学院大学） 

松本有二 三浦徹志（静岡

産業大学 大阪成蹊短期

大学） 

室 勝弘（中央大学） 

司会 鈴木研一（明治大学）  佐野雄一郎（産業能率大

学）  

薄上二郎（大分大学） 

14:00  
 ～  
14:40  

論題 為替換算基準の進化と多

国籍企業の経営戦略 

医薬品業界におけるＭ＆

Ａ戦略の動向と特徴―Ｍ

＆Ａ戦略の整理と有効性

吟味 

企業誘致における地域活

性化の現状と課題―雇用

を中心とした分析から― 

報告者 樋口浩義（水戸短期大学） 平野 純（中外製薬株式会

社） 

中里弘穂（愛知産業大学） 

司会  鈴木研一（明治大学） 佐野雄一郎（産業能率大

学） 

薄上二郎（大分大学） 

14:50  
 ～  
15:30  

論題  経営戦略におけるカント

リーリスクと成長戦略に

ついて 

Ｍ＆Ａがもたらす短期的

経済効果―シナジー理論

と経営者の傲慢理論によ

る検証―  

 

報告者 加藤直樹（防衛大学校） 石井宏宗（サンシン電気株

式会社） 

 

司会 永池克明（久留米大学） 花枝英樹（中央大学）  

15:30  
 ～  
16:10  

論題 グローバル経営における

アライアンス 

親子上場からくる株主間

利害対立に係る経済学的

分析 

 

報告者 安田洋史（青山学院大学） 原 正則（武蔵野学院大学）  

司会 永池克明（久留米大学） 花枝英樹（中央大学）  

  閉会の辞 閉会の辞 閉会の辞 
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