2014年度日本MOT学会
第６回年次研究発表会スケジュール表
2015年3月14日（土）
場所：東京大学本郷キャンパス
9:00

開会あいさつ： 井川康夫 日本MOT学会会長、北陸先端科学技術大学院大学教授
1. 技術経営研究のフロンティアを探る 座長：元橋 一之

9:10
9:35
10:00

中田 行彦

ビジネス・アーキテクチャの変化が産業構造に与える影響：液晶産業からの事例研究

1-2 発表者

三藤 利雄

技術のイノベーション・システム：機能分析モデルの可能性と限界を検証する

1-3 発表者

加納 信吾

イノベーションとレギュレーションの相互作用：先端医療を事例として
休憩（10分間）

2.イノベーション研究・技術戦略

( Ｉ ）

座長：佐相 秀幸 会場：31講義室
10:35 2-1 発表者 岩本 隆

3.技術経営の国際問題

4.モノづくり価値創造研究会

座長：加納 信吾 会場：32講義室

座長：平林 裕治 会場：34講義室

3-1 発表者

10:55 2-2 発表者 名取 隆

3-2 発表者 Ya Min Thu

Examining National
Innovation System in
Terms of Developing
Countries' Context

中堅企業の医療機器開発に
みるイノベーション戦略
2-3 発表者

Sangjic Lee
（李 相直）

3-3 発表者 張家 銘

Corporate Knowledge
Sourcing and Management
Capability for Companion
Diagnostics Development:
A New Framework

Demand heterogeneity and
product technology strategy
11:35 2-4 発表者 松岡

金 大暎
（キム デヨン）

日本企業のインドにおける
ITオフショア開発の成功と
失敗の要因分析

オープン・クローズド設計によ
る戦略論
～クローズド領域設計～

修

3-4 発表者 Nopparat Thepthepa

検査の価値評価とイノベー
ション
-子宮頸がんウィルス検査の
事例研究11:55

会場：31講義室

1-1 発表者

10:25

11:15

会場：Ｐ５１教室

2-5 発表者 高階 建太

The Learning Organization
in Museum Context: the
case of National Science
Museum, Thailand (NSM)
3-5 発表者

鉄道技術における共同出願
に関する調査研究

Mao Haiyu
（毛 海宇）

Knowledge Sourcing by
Overseas Returnees: A
New Way of Diffusing
International Technology
to Emerging Economies

4-1 発表者 倉重 光宏

ゼロエミッション型の先端部
素材産業における製品構
成マネジメントと工程管理
4-2 発表者 平野 真

製造業ハイテク・ベンチャー
の経営戦略 ―大企業との
連携手法を中心に
4-3 発表者 平野 真

歯科医療機器産業におけ
る経営戦略
―グローバル化とローカル
化の視点から
4-4 発表者 アムジャド・バーバル

新潟スカイプロジェクトにお
ける中小企業連携と自治
体の果たした役割
4-5 発表者 飛野 大樹

グローバル・ニッチ・トップ
企業における価値形成
－半導体・電子関連産業を
中心に

12:15

昼食・休憩（45分間）

13:00

パネルディスカッション「ビッグデータから如何に価値を引き出すか？」
（「技術と経済の会」ビッグデータとイノベーション研究会共同事業）31講義室
パネリスト：浅田 寿士（コマツ ICTソリューション本部ビジネスイノベーションセンター所長）
中川慶一郎（NTTデータ数理システム取締役）
横山 淳（JR東日本研究開発センター テクニカルセンター所長）
モデレーター：元橋一之 （東京大学工学系研究科教授）

休憩（10分間）

14:50
2.イノベーション研究・技術戦略
15:00

( Ⅱ ）

座長：中田 行彦 会場：31講義室
2-6 発表者 岩見 紫乃

座長：長田 洋

15:20 2-7 発表者 乾 利之

15:40 2-8 発表者 藤井 雅雄

6-1 発表者 林 裕子

医療分野の国際ルール組
成における境界組織の分
析
6-2 発表者 伊東 久仁

公的機関の研究マネジメ
ント～産業技術総合研究
所とフラウンホーファー研
究機構のケーススタディ
5-3 発表者 新村 和久

有機農法の普及に関するTIS
フレームに基づく分析

座長：平野 真 会場：34講義室

日本の電気自動車技術の
普及に関する分析
－Innovation Systemを用
いて－
5-2 発表者 中村 吉明

商標情報を利用した事業分
析に関する考察

6.技術経営と制度

会場：32講義室

5-1 発表者 津江 佑哉

新産業振興のための技術
シーズの発掘に関する研究

再生医療関連ガイドライン
の日米欧国際比較
6-3 発表者 伊藤 紗也佳

大学特許のライセンス収
入に影響を与える因子に
関する研究
-東京大学ライフサイエン
ス特許の事例報告-

技術予測における技術分
類概念が医療のルール策
定に与える影響の解析～
次世代医療機器評価指標
ガイドラインを事例として～

休憩（10分間）

16:00
7. 人材問題

座長：三藤 利雄

会場：31講義室

16:10 7-1 発表者 林 裕子

8. ベンチャー・新事業創造

9. 技術経営と標準

座長：角 忠夫 会場：32講義室

座長：宮 正義 会場：34講義室

8-1 発表者 DANG Jianwei（党 建偉）

女性の理系の進路選択にお
ける親の意識の影響に関す
る調査
16:30 7-2 発表者 丹羽 正樹

16:50 7-3 発表者 野末 卓

先端医療における日本主
導の技術標準形成過程の
分析
9-2 発表者 寄能 雅文

ベンチャーキャピタルの資
金供給における空間的集
積傾向の分析
8-3 発表者 大谷 隆児

持続的競争優位をもたらす事
業創造人材の育成～製品レ
ベルの価値創造から事業レ
ベルの価値創造へ～

9-1 発表者 木戸 舞

Local bias in venture
capital investment:
distance and long-term
8-2 発表者 松本 久仁子

未来の顧客価値を起点とした
新たなコア技術戦略の取組
み

17:10
17:30

5. 産学連携とイノベーションシステム

コア技術と標準化規格の関
係の一考察
9-3 発表者 田村 傑

下請け型製造業中小企業
の新事業開発の好機認識
における偶然の作用

閉会挨拶（31講義室）： 佐相 秀幸 MOT学会副会長・企画委員長
懇親会 ： 工学部展示室（工学部2号館2階213号室）

技術標準の制定過程と企
業の研究開発戦略

