日本マネジメント学会
第 75 回全国研究大会
統一論題

変革時代のマネジメント
IoT・AI のインパクト

2017 年 6 月 9 日～11 日
会場 : 東洋大学白山キャンパス
東京都文京区白山 5-28-20
協賛 : 東洋大学経営力創成研究センター

全体スケジュール
6月9日
（金）

13：30～15:00
理事会

6 月 10 日
（土）

9:00
受付開始

9:30～12:00
会長等挨拶・統一論題報告 1

12:00～13:00
昼食

6 月 11 日
（日）

9:00
受付開始

9:20～12:00
統一論題報告・シンポジウム 2

12:00～13:00
昼食

13:00～15:00
シンポジウム 1

15:15～
16:00
会員総会

13:00～14:40
自由論題 1・国際

16:30～18:00
企業見学
16:15～
17:15
記念講演

18:30～
懇親会

14:50～15:30
自由論題 2

日本マネジメント学会 第 75 回全国研究大会 実行委員長 董 晶輝

日本マネジメント学会 第 75 回全国研究大会プログラム
変革時代のマネジメント －IoT・AI のインパクト―

統一論題

会場 : 東洋大学白山キャンパス

第 1 日 2017 年 6 月 9 日（金）
13：30～15：00 理事会
16：30～18：00 企業見学

東洋大学白山キャンパス 2 号館 3 階第１会議室
ヤマトホールディングス株式会社 羽田クロノゲート
東京都大田区羽田旭町１１－１ 現地集合（1 階総合受付 16：20）

第 2 日 2017 年 6 月 10 日（土） 9：00～17：00 受付【2 号館 16 階】

9：30～9：40 開会挨拶 第 75 回全国研究大会実行委員会委員長 董 晶輝
会長挨拶 日本マネジメント学会会長 柿崎洋一

統一論題セッション１
9：40～10：20

2 号館 16 階スカイホール （各報告 40 分）
統一論題報告 1

報告者

児玉充氏（日本大学）

テーマ

高度 ICT 時代の戦略経営 ―戦略論及び組織論からのリサーチパースペクティブ―

司会

松村洋平氏（立正大学）

10：25～11：05

統一論題報告 2

報告者

大東正虎氏（岡山商科大学）

テーマ

情報技術の発展とシミュレーション ―経営分野におけるエージェント・ベース・モデリングの可能性―

司会

杉田博氏（石巻専修大学）

11:20～12:00

統一論題報告 3

報告者

栃原稔氏（株式会社富士通総研）

テーマ

IT ベンダー、コンサルタントから見た IoT・AI というデジタル化の影響

司会

吉村孝司氏（明治大学）

12：00～13：00 昼食
統一論題シンポジウム 1
13：00～15：00
コーディネーター報告

パネリスト
コーディネーター
司会者

2 号館 16 階スカイホール

統一論題シンポジウム 1
IoT とマネジメント

松本芳男氏（中央学院大学）

児玉充氏（日本大学）
、大東正虎氏（岡山商科大学）
、栃原稔氏（株式会社富士通総研）
松本芳男氏（中央学院大学）
、松村洋平氏（立正大学）
樋口弘夫氏（和光大学）

15：15～16：00 会員総会 （2 号館 16 階スカイホール)
特別講演
16：15～17：15

2 号館 16 階スカイホール
特別講演

講演者

丸永庸一氏（アサヒ飲料株式会社 監査役）

テーマ

飲料事業の戦略

司会者

小椋康宏氏（東洋大学）

18：00～ 懇親会 ホテルベルクラシック東京 東京都文京豊島区南大塚 3-33-6 Tel：03-5950-1200

第 3 日 2017 年 6 月 11 日（日） 9:00～12:00 受付【8 号館 7 階】
統一論題セッション 2（東洋大学経営力創成研究センターセッション）
9:20～10:00

統一論題報告 4

報告者

小嶌正稔氏（東洋大学）

テーマ

IoT・AI とマネジメントシステム

司会者

仁平晶文氏（千葉経済大学）

12:00～15:00 受付【8 号館 2 階】
8 号館 7 階 125 周年記念ホール（各報告 40 分）

10:05～10:45

統一論題報告 5

報告者

水野雄太氏（株式会社 Nextremer 社長室長 グローバル担当）

テーマ

最先端技術とオープンイノベーション

司会者

大野和巳氏（文京学院大学）

11:00～12:00

統一論題シンポジウム 2

パネリスト

小嶌正稔氏（東洋大学）
、水野雄太氏（株式会社 Nextremer 社長室長 グローバル担当）

コーディネーター

井上善海氏（東洋大学）

司会者

瀬戸正則氏（広島経済大学）

12:00 分～13:00 昼食 （8301 教室）

第 76 回大会委員会（8302 教室）

自由論題報告セッション１

（報告 25 分、コメントおよび質疑 15 分 計 40 分）

A 会場（一般）8202 教室

13:00～13:40

B 会場（一般）8203 教室

D 会場（院生）8303 教室

報告者

柴田仁夫氏（埼玉学園大学）

下境芳典氏（東洋大学）

佐藤拓氏（東洋大学）

テーマ

インターンシップが従業員の能力に

対境理論を事例研究のフレームワーク

自動車産業における競争戦略の国際

与える影響

化することの検証

比較に関する研究

コメンテーター

郭 智雄氏（九州産業大学）

海老澤栄一氏（神奈川大学）

中村公一氏（駒沢大学）

司会者

早川淑人氏（札幌学院大学）

大平義隆氏（北海学園大学）

篠原淳氏（熊本学園大学）

13:40～14:00

休憩
A 会場（一般）

14:00～14:40

B 会場（一般）

D 会場（院生）

報告者

川野祐二氏（下関市立大学）

河合博子氏（高崎商科大学）

呉贇氏（京都大学）

テーマ

「創業者統治」と非営利組織のガバ

オープン・イノベーションによる事業転

中国における日本的経営の受容

ナンス

換：知的資本と企業価値の観点から

―TQC の初期導入をめぐって―

コメンテーター

佐久間信夫氏（創価大学）

高垣行男氏（駿河台大学）

鈴木岩行氏（和光大学）

司会者

三森敏正氏（石巻専修大学）

梅田勝利氏（九州共立大学）

津田秀和氏（愛知学院大学）

国際セッション(13:00～14:40) C 会場 8204 教室
13:00～13:25
Kyuhyong

報告者

Kim

(Chung-Ang

University, School of Business
Administration)

Effectiveness of F-SCORE on the

テーマ

Loser

Following

On-Line

Portfolio Strategy in Korean
Stock Market

司会者

13:25～13:50

13:50～14:15

14:15～14:40

Soo Hyun Jun
(Keimyung
University, Dept. of Tourism
Management)

Chung, Dae-Yong (Soongsil
University)
Kim, Choon-Kwang (Baekseok
University)
Yang, Jun-Hwan (Dankook
University)

Baek You-Sung (Dept. of Mgt.
Dong Yang University)
Nam Jung-Soon (Ph. D.
Candidate,
Dong
Yang
University)

An
Analysis
of
the
Differences between Airbnb
users and nonusers: Brand
Credibility, Benefits, and
Perceived Risk

The Effect of Role Model on
Entrepreneurial
SelfEfficacy
and
Entrepreneurial Motivation
of
Korean
University
Students.

文 載皓氏（常葉大学）

細萱伸子氏（上智大学）

自由論題報告セッション２
14:50～15:30

A 会場（一般）8202 教室

An Empirical Study on the
structural
relationships
among Resilience, BWF and
Organizational Commitment:
Focused
on
Yeoung-Ju
Agricultural Cooperatives
employees

（報告 25 分、コメントおよび質疑 15 分 計 40 分）
B 会場（一般）8203 教室

C 会場（一般）8204 教室

D 会場（院生）8303 教室

報告者

木下幸雄氏（岩手大学）

中山雅之氏（国士舘大学）

文 載皓氏（常葉大学）

陳 塵氏（東洋大学）

テーマ

農外参入企業のマネジメント
は優れているか

国際協力 NGO と給与

多国籍企業の CSV 戦略

中国国有上場企業におけ
るコーポレートガバナン
スの一考察

當間政義氏（和光大学）

細萱伸子氏（上智大学）

田中信弘氏（杏林大学）

金在淑氏
（日本経済大学）

櫻澤仁氏（文京学院大学）

青淵正幸氏（立教大学）

市古勲氏（東海学園大学）

杉田あけみ氏（千葉経済
大学短期大学部）

コメンテーター

司会者

15:30 閉会

閉会挨拶 日本マネジメント学会組織委員長 亀川雅人

参加要領
【大会参加申込み】
同封の返信ハガキに該当事項をご記入の上、5 月 29 日（月）までにご返送ください。

【参加費等】
事前申込み

当日受付

お弁当は事前申し込み分のみご手配します。

大会参加費（一般）

6,000 円

6,500 円

土曜日は学生食堂が営業しています。

大会参加費（院生）

3,000 円

3,500 円

近隣にコンビニやレストランも営業していま

懇親会費

6,000 円

6,500 円

すが、昼時間には込み合います。

単価 1,000 円

当日受付なし

弁当（10 日、11 日）

【郵便振替口座】
口座番号：00150-5-514653 口座名義：日本マネジメント学会第 75 回全国研究大会
※同封の郵便振替払込用紙をご利用の上、5 月 29 日（月）までにお振込みください。当日は念のため振込用紙の控え
もしくはコピーをお持ちください。

【企業見学】
ヤマトホールディングス株式会社 羽田クロノゲート 東京都大田区羽田旭町１１－１
集合時間：6 月 9 日（金）16:20 時間厳守

集合場所 1 階総合受付

定員：20 名（大会参加者限定、応募者多数の場合は先着順）
申し込み方法、詳細などは別紙の「企業見学について」を参照

【懇親会】
懇親会場のホテルベルクラシック東京は JR 山手線「大塚」駅【南改札口】を出て右折徒歩 1 分

【会場へのアクセス】
・都営地下鉄三田線 「白山」駅
A3 出口から「正門」徒歩 5 分
・都営地下鉄三田線 「千石」駅
A1 出口から「正門」徒歩 7 分
・東京メトロ南北線「本駒込」駅
1 番出口から「正門」徒歩 5 分
ご注意：「正門」は小さい噴水池が目印です。
土曜日の会場 2 号館へお越しの際は「正門」
よりお入りください。その左側にある８号館
（松の木が目印）からは入らないでください。
日曜日の会場はこちらの８号館入口より
ご入場ください。
（キャンパス内の移動経路は
迷路になっております）

【お問い合わせ先】
実行委員長 董晶輝
E-mail don@toyo.jp
電話 03-3495-7461

