招待講演（場所：日本教育会館 ７階 中会議室）

9:15～9:30

開催の挨拶（日本MOT学会 佐相秀幸会長）

9:30～10:10

基調講演 総合科学技術・イノベーション会議 常勤議員 原山優子氏
「科学技術イノベーション政策の新機軸を探る」

10:10～10:50

講演－１ ジャーナリスト 西村吉雄 氏
「日本電子産業の衰退に何を学ぶか」

10:50～11:30

講演－２ 博報堂 執行役員 嶋本 達嗣 氏
「生活者発想によるイノベーション」

11:30～13:00

休憩

一般講演（場所：日本工業大学 神田キャンパス）
１．製造業における戦略・組織・人材育成
座長 角 忠夫
13:00～13:20 １－１ 野元 伸一郎（日本能率協会コンサ
ルティング）
「コンカレント・エンジニアリングの最新動向
について」

２．イノベーションの測定
座長 長田 洋

３．海外におけるイノベーション
座長 高梨 千賀子

２－１ 樋口 明子 （東京大学）
３－１ 三上 達毅（法政大学）
「医療ビッグデータ解析のための探索的研 「日本と海外の地域産業のミラー構造から
究－疾患シミュレーション研究のクラスター の経済の向上」
解析－」

13:20～13:40 １－２ 安藤 豊（東京都中小企業診断士協 ２－２ 溝口 裕邦（東京大学）
会）
「医療ビッグテータ解析のための探索的研
「オンリーワン戦略を実現するものづくりコン 究 －希少疾患のビブリオメトリック解析－」
サルティング」
13:40～14:00 １－３ 城戸 悠吏（北陸先端科学技術大学
院大学）
「製造業における学習する組織の研究～
MOT改革実践塾の成果ドキュメント分析に
よる製造業A社の変化の軌跡～」
14:00～14:20 １－４ 紺野 稔浩（北陸先端科学技術大学
院大学）
「自動車メーカー子会社における組織変革
の研究」
14:20～14:40 １－５ 小林 勝広（清水建設）
「大学院修士課程で学ぶ現職技術者の研
究テーマ・手法の変遷過程に関する分析」

３－２ Ms.Ya Min Thu（立命館大学）
「Factors influencing the adoption of an
innovation: Extractive Industry
Transparency Initiative (EITI) standards in
Myanmar」
２－３ 高橋 亜紀子（東京大学）
３－３ アッラシュード カーリド（工学院大
「医療ビッグデータ解析のための探索的研 学）
究～免疫抑制剤Tacrolimusのビブリオメトリ 「Prospective scenarios for solar energy
クス解析～」
development in Saudi Arabia」
２－４ 張 景雯（東京大学）
「医療ビッグデータ解析のための探索的研
究－カプセル内視鏡の知識ソース解析－」

３－４ 有働 正寛（法政大学）
「最新テクノロジー活用の新規事業の構築
方法によるBI向上のマーケティング戦略」

２－５ 木戸 舞（東京大学）
「先端医療ガイドラインの引用分析による
マッピング手法の開発－薬事規制と技術標
準のリンケージ解析を中心に－」

休憩

14:40～14:50
４．研究会特別セッション－１
座長 中田 行彦

５．技術経営全般－１
座長 内平 直志

６．イノベーションと地域・社会
座長 三藤 利雄

５－１ 馬場 靖憲（東京大学）
６－１ 松本 久仁子（東京大学）
14:50～15:10 ４－１ 加納 信吾（東京大学）
「インフラ輸出におけるガラパゴス状態の定 「顧客満足に向けたリーンなコーポレート研 「集積の外部性（地域特化 vs. 多様性）と地
義と分析－要素の相互依存性とサブシステ 究：質問票調査分析」
理的距離に関する分析」
ムの移転可能性の視点から－」
15:10～15:30 ４－２ 松岡 修（東京大学）
「臨床検査における製品・サービス複合体
の解析」

５－２ 名取 隆（立命館大学）
「中堅・中小企業におけるオープンイノベー
ションの活用と課題 －関西１８商工会議
所によるアンケート調査の分析から－」

６－２ 宮入 寛太郎（二松学舎大学）
「イノベーションの組織的受容におけるルー
ティン自体を作成するメタなルーティンの役
割–自治体の街路灯管理における意思決定
事例を対象として-」

６－３ 平松 庸一（新潟大学）
15:30～15:50 ４－３ 海野 大（NTTコミュニケーションズ） ５－３ 倉重 光宏（高知工科大学）
「APIエコノミーにおけるモジュール戦略につ 「地方中小企業の第２創業にみる事業戦略 「イノベーションと社会的表象」
いて」
の分析～世界ブランド日本酒“獺祭”事例
～」
５－４ 小関 珠音（大阪市立大学）
６－４ 星井 進介（新潟大学）
15:50～16:10 ４－４ 川邊 安彦(法政大学）
「タイを事例にした新規投資と収益性の考え 「有機EL分野における企業提携・合併・買収 「ソーシャル・イノベーションにおける言語分
方－タイ王国BOI庁2015年度スーパークラ と産業形成」
析の適用と地域課題の発見」
スターの効果－」
16:10～16:30 ４－５ 吉田 尚人（東京理科大学）
「企業の事業設計と技術・組織・ヒトのダイ
ナミズム」

５－５ 西尾 好司（日本工業大学）
「多様化するOpen Innovation活動と今後の
研究の方向性」

休憩

16:30～16:40
７．研究会特別セッション－２
座長 柴田 友厚

８．技術経営全般－２
座長 平松 庸一

９．マーケティング、ビジネスモデル
座長 小関 珠音

８－１ 今岡 善次郎（東京農工大学）
９－１ 難波 和秀（高知工科大学）
16:40～17:00 ７－１ 目代 武史（九州大学）
「自動車開発における製品バリエーションの 「振動抑制技術におけるイノベーション課題 「技術経営(MOT)における消費者行動を考
創出と共通化の戦略：VW MQBとマツダ・コ の取り組み」
慮した技術マーケティング」
モンアーキテクチャ」
16:70～17:20 ７－２ 中田 行彦（立命館アジア太平洋大
学）
「シャープは復活できるのか？「すり合わせ
国際経営」から見た鴻海・シャープの競争戦
略」
17:20～17:40 ７－３ 中田 行彦（立命館アジア太平洋大
学）
「なにがビジネス・アーキテクチャを決める
のか？グーグルのモジュール化スマート
フォンの事例から」
17:40～18:00 ７－４ 特別セッション全体の議論・まとめ

８－２ 今井 寿子（立命館大学）
「テクノロジーの類型化に関する一考察--内部要因としてのハイスペック/ロースペッ
クと外部要因としてのハイテク/ローテクに
着目して---」
８－３ 永倉 千紗（東京大学）
「先端医療におけるレギュラトリーパスの選
択に関する研究- 遺伝子治療・再生医療
の事例分析- 」

９－２ 角 忠夫（北陸先端科学技術大学院
大学）
「製造業のサービス化に対する産学連携の
課題」
９－３ 岩本 隆(慶應義塾大学）
「テクノロジーの進化がもたらすPR業界のビ
ジネスモデルの変化」

９－４ 高梨 千賀子（立命館大学）
「IoT時代にむけたレガシーからの転換」

18:30～20:30
懇親会（場所：「ワイン食堂 sumiya」 千代田区神田神保町2-12-4）

（注）研究会特別セッション－１，２
２０１６年度から設置した｢モジュール化」対「すり合わせ｣研究会に関連するテーマを集中的に発表・議論するセッションです。

