201３年度日本MOT学会

第５回年次研究発表会スケジュール表
2014年3月15日（土）

場所：東京理科大学PORTA神楽坂
10:15
10:20
10:20
11:20

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
講演：「イノベーション創出のプロセス」 森 健一
セッション (1)イノベーション研究・技術戦略
( Ｉ ）

座長：中田 行彦
11:25 1-1 発表者

会場： P51教室

中村 弘

座長：三藤 利雄

会場： P52教室

2-1 発表者 大城 裕太

渡邊 惠子

座長：永島 晃

LCC調達拡大の為の新規調達
先の調査手法に関する研究

2-2 発表者 金田 利彦

生産技術ドリブンイノベーション
の発生論理
下村 浩気
中小企業ネットワークにおける統合
機能の在り方とその多様性 飯田ビジネ
スネットワーク支援センターと京都試作ネットの事
例分析

12:40
13:25

3-2 発表者 矢野 哲淳
グローバル下の海外相互補完
製品開発における組織間相互作
における適正な物流手法に関
用のメカニズム ～ 自動車開発におけ
るコンセプト展開を事例にして ～
する研究
2-3 発表者 岩本 隆
3-3 発表者 Jeongmin Yim (任 廷敏)
人材・組織マネジメント間のリ
技術レバレッジを最大化する戦略
論 ～イネーブラーによるオープ
ンケージと多様性 ：日独自動
ン・クローズド設計～
車サプライヤーの比較研究
昼食・休憩（45分間）

セッション (４) ｻｰﾋﾞｽｻｲｴﾝｽ､
ｻｰﾋﾞｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

座長：中田 章
13:25 4-1 発表者

13:50 4-2 発表者

14:15 4-3 発表者

セッション (５) ものつくり価値革新

会場： P51教室

座長：平野 真

会場： P52教室

沙魚川 久史
5-1 発表者
スマートシティに見る都市の新た
な機能と価値
〜サービス視点の一考察
伊藤 紗也佳
5-2 発表者

製造業の国際化におけるイノベー
ション創発 ―YKKファスナー事業
に於ける製品開発を事例として―

再生医療分野におけるルール組
成初期過程のフレームワーク分
析

現場力の維持・向上に対して管理
技術の果たす役割 JR東日本の
My project 活動に関する調査を
通して

竹倉 徹

澤口 学

セッション (６) 企業価値、知財戦略

座長：田中 義敏

会場： P53教室

6-1 発表者 冨田 裕人
後発企業のコモディティ化回避戦
略 〜二次元コードリーダ市場にお
ける特許取得パターンの分析〜

6-2 発表者 安彦 元
権利範囲の広さで見るソフト
ウェア特許の年次推移

沙魚川 久史
5-3 発表者 浪江 一公
6-3 発表者 中川 勝吾
サービスモデルの変容に伴う価
高収益ビジネスを実現するモ
防護標章による大学名称・校
値共創と支援技術の変化に関す
デルの研究
章の保護
る一考察

14:40
14:50

休憩（10分間）
セッション (７)イノベーション研究・技術戦略
( ＩＩ ）

座長：平林 裕治
14:50 7-1 発表者

15:15 7-2 発表者

セッション (８) 産学連携、ベンチャー企業 セッション (９) 品質、技術生産性、標準化

会場： P51教室

番に貢献する新技術コミュニティ

15:40 7-3 発表者

16:05 7-4 発表者

16:30 7-5 発表者

座長：宮 正義

及川 昌志
8-1 発表者
レーザ加工の技術革新
－技術生成のメカニズムの解明
－
今井 寿子
8-2 発表者
大型開発プロジェクトにおけるコミュ
ニティ主導型イノベーション ぶっつけ本

中田 行彦

会場： P52教室

座長：富田 公夫

会場： P53教室

名取 隆

9-1 発表者 森下 尚紀
熱処理での異常燃焼の原因分
地方自治体による先進的な事業
析に対するSTAMP/STPAの適
化支援政策の研究 －大阪市トップラ
ンナー育成事業を事例として－
用
山下 穣
9-2 発表者 北村 直樹
企業のノンコア領域における
LCC調達における品質レベル
産学連携ブリッジ機能に関す
調査に関する考察
る研究
8-3 発表者 久米 諒
9-3 発表者 林 裕子

組織間関係からみた産学官連
携：東工大細野秀雄教授によるIGZO

中小企業の産学連携と医工連携
についての研究-どのような企業が産学

の事例から

連携と医工連携に取り組むのか-

境界組織に着目したレギュレー
ターとイノベーター間相互作用の
分析フレームワーク構築

藤井 雅雄
8-4 発表者 加藤 宣幸
9-4 発表者 林 裕子
道の駅「八王子滝山」の10年
戦略的レギュレーションがもた
農法イノベーションの開発過程と
後に向けたイノベーションの
らすイノベーション
そのメカニズムの分析 ― 特に
イノベータの資質に着目してー
提案
：先端医療を事例として
加瀬 明子
離島における風力発電システム
導入規模の最適化手法の研究

16:55
17:05
17:10
18:40

会場： P53教室

3-1 発表者 今永 昌平

研究開発プロジェクトにおける
キーマン依存度のパフォーマンス
への影響に関する一考察

－建設プロジェクトの発注者に求められる役割－

12:15 1-3 発表者

元東京理科大学イノベーション研究科教授、元東芝ＴＥＣ社長

セッション (2) 技術経営・マーケティング・
セッション (3) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済下の技術経営
研究開発

製品開発における発注者の目的を実
現するための設計プロセスについて

11:50 1-2 発表者

会場：Ｐ５１教室

閉会挨拶(Ｐ５１教室) ： 中田 章 日本MOT学会副会長・企画委員長
懇親会 ： PORTA神楽坂 ６Ｆ 理窓会クラブ

