2012年度日本MOT学会

第4回年次研究発表会スケジュール表
2013年3月23日（土）

場所：芝浦工業大学芝浦キャンパス
10:30
10:35
11:35

開会あいさつ： 元橋一之 日本MOT学会会長、東京大学教授

会場： ３０１教室

講演：仮題「エネルギー・環境制約下の技術経営」 関 誠夫 芝浦工業大学教授（元千代田化工建設(株)社長・会長）
セッション (1の1) イノベーション研究・技術戦略

座長：角 忠夫

会場：301号室

セッション (２の1) 技術連携・融合

セッション (３) イノベーション人材

座長：坂本正典 会場：302号室

11:40 1-1 発表者 中田 行彦

2-1 発表者 今井 雄基

「オンリーワン企業のジレンマ：
シャープIGZOの事例研究」

「スズキのダイナミックケイパビリティ：GM、
いすゞとの戦略的提携を事例に」

12:00 1-2 発表者 今井 寿子

2-2 発表者 吉田 仁

「住宅用太陽光発電システム市場の特異性と
静かなるイノベーション」
12:40 1-3 発表者 若林 慶

「研究プロジェクト間の人的ネットワークの
プロジェクト発展への関与」
3-2 発表者 張 輝
「イノベーションの誘発に資する
「横断知」について」
3-3 発表者 松田 尚子

「統合的イノベーション・マネジメント研究と
事業化支援の試み」

12:40
13:20

会場：306号室

3-1 発表者 野口 泰志

「大学や公的研究機関に派遣された
企業技術者の知識の吸収プロセス」
2-3 発表者 仙石 慎太郎

「技術ロードマップを用いた
製品開発マネジメントに関する考察」

座長：富田公夫

「アンケートからみた人的ネットワークの
起業行動への影響」

昼食・休憩（40分間）
セッション (1の2) イノベーション研究・技術戦略

座長：中田 章

会場：301号室

セッション (２の２) 技術連携・融合

セッション (３) イノベーション人材

座長：三藤利雄 会場：302号室

13:20 1-4 発表者 若林 秀樹
「電機業界の興亡～経営重心からの評価」
13:40 1-5 発表者 大道寺 謙悟
「医薬品LCM戦略としての新製剤戦略」

座長：富田公夫

会場：306号室

2-4 発表者 辻本 将晴
「ビジネスエコシステムの
分析フレームワークの構築と適用」
2-5 発表者 名取 隆

3-4 発表者 岩本 隆
「技術・戦略の融合による
ビジネスプロデュース」
3-5 発表者 橋上 保隆
「中小・中堅日本企業における経営層による
「中小企業の技術連携に関する実証研究
従業員へのコミットメントが従業員のモチベー
「技術連携に関するアンケート調査」から」
ションに及ぼす影響過程の分析」
セッション (6) 知的財産

座長：田中義敏 会場：306号室
14:00 1-6 発表者 八代 英美

2-6 発表者 林 永周

6-1 発表者 犬塚 篤

「中小企業における産産連携
に関する実証研究」

「再生医療における知識創造」

「特許情報の粘着性と
オープン・イノベーションの可能性」

14:20 1-7 発表者 中田 遼

2-7 発表者 西平 守秀
6-2 発表者 中井 豊
「中小企業の医療機器分野参入における医
「日中韓企業の電気自動車戦略
「知の融合によるイノベーションプロセスの分析
工連携に関する研究－どのような企業が医
リチウムイオン電池安全特許出願
－医療機器の実証分析－」
工連携に取り組むのか（第一報）－」
に見る開発方向性」

14:40
14:50
セッション (4) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済下の技術経営
座長：永島 晃

会場：301号室

14:50 4-1 発表者 先山 真希
「QCDととカントリリスク を考慮した
自動車部品調達の最適化に関する研究」
15:10 4-2 発表者 川邊 安彦
「グローバルな部品調達の
マネージメントに関する仮説と分析」
15:30 4-3 発表者 阿久津 富弘
「インフラの海外展開を成功させる
組織･人的資源に関する研究」
15:50 4-4 発表者 小田 稔
「鉄鋼業の発展の歴史と
グローバル化について」
16:10 4-5 発表者 野元 伸一郎
「AEC(ASEAN Economic Community)/
ASEAN経済共同体以降の変化を
見据えたビジネス戦略検討」

セッション (5) 社会システム・インフラ
リスク管理

セッション (6) 知的財産

座長：平林裕治 会場：302号室

座長：田中義敏 会場：306号室

5-1 発表者 星野 伸行
6-3 発表者 安彦 元
「人間・機械から成る複雑なシステムの 「なぜ日本企業はグローバル市場で負けるの
ハザード分析に対するSTAMPSTPAの適用 か～ＤＲＡＭ・太陽電池の特許の広さ分析
～福島第一原発事故を事例として～」
に基づく一考察～」
5-2 発表者 岡本 克也

6-4 発表者 谷津 維則

「太陽光発電導入時の天候依存性による
負荷曲線の低減効果について」

「戦略的商品開発手法の開発
－ＱＦＤと特許情報の融合－」

5-3 発表者 川西 寛
6-5 発表者 山下 穣
「市町村の社会資本インフラの持続可能な
「企業のノンコア領域における
維持管理に必要な
産学連携ブリッジ機能に関する研究」
アセットマネージャーの育成」
5-4 発表者 杉本 崇
6-6 発表者 カン ビョンウ
「日本における持続的コミュニティ形成の
提案～日本版Sun Cityの形成～」
5-5 発表者 片桐 邦彦

「移動通信産業における各企業の
ビジネスモデルと技術標準戦略について」
6-7 発表者 Seokbeom Kwon

「待ち行列理論による病院放射線技術科
における患者待ち時間の考察」

16:30 4-6 発表者 武田 麻利奈
「危機に直面したテレビ産業から
読み取れること」
16:50
17:00
17:15
18:30

閉会挨拶：中田 章 MOT学会副会長・企画委員長
芝浦校舎1階 ラウンジで懇親会

「個人発明者及び中小企業の
発明振興におけるNPEの影響」

