
氏 名 岩淵 護 ( Iwabuchi Mamoru ) 

所 属 総合研究所 

職 種 研究員・准教授 

生年月日  1972年 1月 12 日 

[履 歴] 

[学 歴] 

1999 年 3 月 桜美林大学経済部 卒業 

2001 年 3 月 駒澤大学大学院経営学研究科専攻修士課程 修了 

2004 年 3 月 駒澤大学大学院経営学研究科専攻博士後期課程 満期退学 

2004 年 9月 ～2006年 8月 長岡技術科学大学工学部研究生（遠山 正朗研究室在籍） 

2020 年 4月 弘前大学大学院地域社会研究科研究生（佐々木 純一郎研究室在籍） 

[学 位] 

経営学修士 

[職 歴] 

2001 年 10 月～ 2002 年 3 月 学校 法人国際理工専門学校 情報処理科 非常勤講師 

（システムアドミニトレータ対策授業 担当） 

2004 年 7 月～ 2006 2006 年 3 月 長岡技術科学大工部 非常勤講師 

（企業論特殊講義担当） 

2005 年 4 月～ 2008 年 3 月 敬愛大学 経済学部 非常勤講師 

（販売管理論 、経営情報論担当） 

2008 年 4 月～ 2009 年 6 月 駒澤大学 経営学部 非常勤講師 

（情報処理Ａ、Ｂ 担当） 

2008 年 4 月～ 2009 年 3 月 創価大学 経営学部 非常勤講師 

（生産管理論 、工業経営論担当） 

2009 年 4 月 青森大学経営部講師 

（経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営情報論Ⅰ/Ⅱ、環境経営論、生産管理論・品質管理論：技術経

営論Ⅰ/Ⅱ、専門演習Ⅲ・Ⅳ、経営基礎演習：1年） 

2009 年 4 月～ 2009 年 6 月 駒澤大学 経営学部 非常勤講師 

（現代商業論 担当） 

2010 年 4 月～ 2018年 3月 八戸工業大学 非常勤講師 

（経営情報論担当） 

2015 年 4月～ 2016年 3月 青森公立大学 非常勤講師 

（グローバル経営論，経営戦略論Ⅰ） 

2016 年 9月～2017年 3月 青森公立大学 非常勤講師 

（経営特殊授業Ⅰ担当） 

2017 年 4月 青森大学総合経営学部 准教授 



（経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営情報論Ⅰ/Ⅱ、工業経営論Ⅰ/Ⅱ、専門演習Ⅲ・Ⅳ、経営基礎

演習：1年） 

2017 年 4月～2018年 3月 青森公立大学 非常勤講師 

（マネジメント論Ⅰ・Ⅱ担当） 

[受 賞] 

特記事項なし 

[所属学会 ] 

日本情報経営学会、工業経営研究学会、組織学会、日本経営学会（東北部会・幹事）、日

本経営行動科学学会、経営戦略学会、アジア市場経済学会（東部会・幹事）、地域経営学

会（理事）、経営哲学学会 

[教育活動] 

[担当科目 ] 

経営情報論Ⅰ / Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/ Ⅱ、専門演習Ⅲ/ Ⅳ、経営基礎演習（1年）、経営

学演習（2年） 

[卒業研究指導] 
2009 年卒業研究： 8 名 

2010 年卒業研究： 8 名（2 名が留学生） 

2011 年卒業研究： 9名（1 名が留学生） 

2012 年卒業研究： 16 名（5 名が留学生） 

2013 年卒業研究： 11 名 

2014 年卒業研究： 9名 

2015 年卒業研究： 9 名 

2016 年卒業研究： 8名 

2017 年卒業研究： 10名（1名が留学生） 

2018 年卒業研究： 9名（1名が留学生） 

2019 年卒業研究 : 14名(1名が留学生) 

2020 年卒業研究 : 14名 

【ゼミ指導】 

  3 年ゼミナール：21名 

  4年ゼミナール：14名 

[教育指導に関する特記事項] 

 特にない。状況に応じて判断。学生に対しては、媚びないこと（K）、怠らないこと(O)、

奢らないこと(O)の３つの精神にもとづいた指導を行っている。 



[研究活動] 
[研究テーマ] 
（１）経営戦略と経営組織の理論研究（経営情報システムとの関連性も含む） 

（２）技術経営，環境経営、国際経営より捉えた価値の統合過程、組織能力と中心的専門

能力の流通過程ならびにイノベーション事象の考察 

（３）企業システムの経済学からみた経済学的ネットワーク事象の考察 

（取引費用理論、プリンシパル―エージェント理論、プロパティ・ライツ理論にもとづい

た取引費用、調整費用、情報費用を節約する定性分析フレームワーク） 

（４）技術経営（生産管理、品質管理を含むオペレーション戦略）、環境問題・企業倫理

（共通価値戦略）の視点より日本のものづくりや日系企業による国際経営の考察を行う。

また地域やネットワークいう概念を取り入れることで、国内においては青森クリスタルバ

レイ構想を中心とした産業集積（商業集積を含む）の失敗事例から、国外では東南アジア

（CLMV 諸国）ならびに南アジアにおける日系企業のクラスター化戦略の事例調査を行う 

（５）地域創生を地域の問題解決と制度経済、経済的ネットワークの視点から捉えた考察。 

地域を単位として捉えたグローバルネットワークおよびグローバル組織の研究。これに国

内外を問わずに地域を単位とするグローカルな視点、ヒエラルヒー組織と非ヒエラルヒー

組織の両立を図るためのフラクタル組織の視点を加味させることで、産業クラスター化の

プロセス考察へと応用。なおこの研究については平成 27 年度より「取引費用モデルを活用

したクラスターネットワーク形成と地域活性化に関する実証的研究（基盤研究 C）」として

展開されている(2019)。 

(6) 論理的な思考を戦略的に推し進めるための要件について探究。誘致政策の失敗や道徳

や制度に反した経済開発の是正の観点より論じるため、ワールドカフェ方式にもとづき、

貧困削減に貢献する企業経営、ならびにこれを削減する政策について検討。ワークショッ

プ技法、SNSや NPO の視点から、有効的な考察へと結び付けることを意図。研究キーワード

は、①グローカル・ネットワーク（クラスターネットワーク）、②取引費用政治学、③経験

経済に立脚させた経済システム、④プロパティ・ライツに立脚させた地域の変容、⑤レン

ト経済学とリスク・マネジメント(2020)。 

[著書、論文、総説] 
1. 「中小企業白書における企業間関係に対する一つの理論的接近－」『言語・人文科学論

集』（長岡技術科学大学），第19 号，43－57 頁，2005 年。 

2. 「電子市場の方向性と制度体系が及ぼす影響－脱モール時代の方向性と理論的枠組み－」

『経営学部研究紀要』（駒澤大学）,第38 号,57－112 頁，2009 年。 

3. 「情報システムの変遷からみた2 つの組織観－Barnard,C,I.とSimon,H.A.の貢献－」『研

究紀要』（青森大学・短期大学学術研究会）,第32 巻－第2 号，35-64 
頁，2009 年。 

4. 「産業誘致政策と企業戦略の方向性の乖離－資源活用の側面より捉えた青森クリスタル



バレイ構想－」『経営学論集リーマン・ショック後の企業経営と経営学』（日本経営学会

編），第82 集，172-173 頁，2012 年。 

5.「ミャンマー見聞録－潜在的な成長可能性（伸び代）を探す旅を終えて」『グローバリ

ゼーション研究』（工業経営研究学会グローバリゼーション研究分科会編），第10集，2頁，

2013年。 

6.「マレーシアにおける産業政策と日系企業による戦略の方向性－自動車産業における政

策と日系企業による一考察－」『グローバリゼーション研究』（工業経営研究学会グロー

バリゼーション研究分科会編），第12-1集，47-72頁，2015年。 

7.「国内におけるモノづくりから捉えたリンケージ・バリューという事象－戦略プロセス

のフレームワークより捉えた青森クリスタルバレイ構想の今」『工業経営研究学会第32回

全国大会 予稿集』（工業経営研究学会・統一論題報告），9-14頁，2017年。 

8.「スリランカの産業復興と日系企業の貢献－現地経営とリンケージ・フレームワークに

関連させて」『研究紀要』（青森大学学術研究会），第40巻－第2号，1-28頁，2017年。 

9. 「ネットワークと戦略を駆使する新しい仕組み－ネットワーク戦略，取引費用からと

らえた統合と調整」『研究紀要』（青森大学学術研究会），第40巻－第３号，127－214頁，

2018年。 

10. 「スリランカの持続的成長から捉えたリンケージ・フレームワーク－東南・南アジア

におけるモノづくりネットワークより捉えたリンケージバリュという現象」『アジア産業

研究センター年報』（専修大学社会知性開発研究センター），第4号，29－32頁，2018年。 

11. 「ネットワークと戦略，取引費用からとらえた統合と調整－南アジアにおける現地経

営の一考察－」『アジア市場経済学会第22回全国大会 予稿集』（アジア市場経済学会・

自由論題報告），23-27頁，2018年。 

12. 「誘致企業と地場企業の現状と可能性－」『日本経営学会第92回全国大会予稿集』（日

本経営学会・ワークショップD会場第一報告），83頁,2018年。 

[学会発表] 

1.「電子デバイス産業の戦略的課題－内外棲み分けのためのビジネス・モデルの構築に向

けた考察－」、日本経営学会第85 回全国大会、2011 年9 月。 

2.「ASEANネットワーク構築と日本のモノづくり－日系製造業における製造観の変化につい

ての一考察」、工業経営研究学会グローバリゼーション研究分科会ベトナム・カンボジア

視察報告会、2012年5月。 

3.「ASEANネットワーク構築と日本のモノづくり－日本製造業における持続的成長の可能性

と課題の一考察」、アジア市場経済学会東部部会研究報告会、2012年11月。 

4. 「地域経済のハブ化とイスラム経済圏ネットワーク形成の一考察－マレーシア，トルコ

の自動車メーカより捉えた産業政策と市場特性－」、工業経営研究学会グローバリゼーシ

ョン研究分科会トルコ・ドバイ視察報告会、2013 年6 月。 

5. 「マレーシアにおける産業政策と日系企業による戦略の方向性－自動車産業にお 

ける政策と日系企業による現地経営の一考察－」、アジア市場経済学会第17回全国大会、

2013 年6 月。 

6.「ダイバーシティ・マネジメントより捉える日系企業の労務管理－潜在的な成長可能性

から捉えたミャンマーとマレーシアの制度比較と日系企業による経営戦略の方向性にもと



づいた多様性管理についての一考察」、日本労務学会東北部会研究報告会、2013年11月。 

7. 「バーナード＝サイモン理論の貢献と取引コスト理論の学際的借用－情報技術の活用に

もとづいた協働システム分析への応用－」、日本経営学会東北部会報告、2014年12月。 

8. 「地域経営の今日的課題－クラスターネットワーク形成と地域活性化」、地域経営学

会第4回研究会報告、2015年4月。 

9.「東南アジア進出より捉えた政策とネットワーク―グローバル統合・ローカル適応の論

理から捉えたネットワーク戦略」、工業経営研究学会グローバリゼーション分科会タイ・

ラオス視察報告会、2015年7月。 

10.「アウトバウンドにもとづいた地域価値‐フィールドワークの手法と問題提起」、地域

経営学会第13回研究会研究フォーラム 地域経営の実践的検討～青森県大鰐町『まち・ひ

と・しごと創生大鰐町総合戦略』策定をうけて、2016年5月。 

11.「東南アジア・南アジアにおけるBOPとネットワーク―制度とリンケージからとらえた

戦略システムの考察」、工業経営研究学会グローバリゼーション研究分科会バングラデシ

ュ視察報告会、2016年6月。 

12.「参与考察にもとづくフィールドワークから導かれる三つの視点－情報整理・解決手法

の再発見、実施と計画のためのフレームワーク」、地域経営学会第14回研究会（青森・む

つ市大会）報告、2016年7月。 

13.「取引費用モデルを活用したクラスターネットワーク形成と地域活性化に関する実証的

研究」、第8回マクロ政策分析研究会（青森大学）報告、2016年8月。 

14.「クラスターネットワーク形成と地域活性化－山口県萩市の取り組みとビジネスシステ

ムの構築」、地域経営学会第16回研究会報告、2016年10月。 

15. 「地域における伝統工芸の復興と日系企業が果たすべき役割－スリランカで9割を生

産するノリタケ工場、世界ブランドを目指すマザーハウス」、工業経営研究学会グローバ

リゼーション研究分科会スリランカ視察報告会、2017年5月。 

16. 「国内におけるモノづくりから捉えたリンケージ・バリューという事象－戦略プロセ

スフレームワークより捉えた青森クリスタルバレイ構想の今」、工業経営研究学会第32回

全国大会統一論題報告、2017年9月。 

17.「スリランカの持続的成長から捉えたリンケージ・フレームワーク－東南・南アジアに

おけるモノづくりネットワークより捉えたリンケージ・バリューという事象」、アジア市

場経済学会東西合同部会研究報告会、2017年11月。 

18.「成長戦略から捉えたリンケージ理論の位置づけ－価値行動にもとづいた取引費用理論

の借用」、工業経営研究学会グローバリゼーション研究分科会メキシコ視察報告会、2018

年6月。 

19.「ネットワーク戦略、取引費用からとらえた統合と調整－南アジアにおける現地経営の

一考察」、アジア市場経済学会第22回全国大会、2018年7月。 

20.「地域システムを整合化させる価値マネジメント－青森県下北のモノづくりからとらえ



た企業誘致と成長」、日本経営学会第92回全国大会ワークショップD会場・第一報告、2018

年9月。 

21.「道徳と制度から捉えた開発戦略:グラミン・ユニクロが試行する貧困削減戦略につい

ての一考察」、アジア市場経済学会東部部会研究報告、2019年3月。 

22.「地方企業の持続可能性」、日本経営学会第93回全国大会ワークショップ・中国四国ブ

ースコーディネータ報告、2019年9月。 

[その他の活動] 
[公開講座、講演、セミナー] 
[学内各種委員] 
（引継ぎ中断） 

学術研究会ならびに紀要編集委員長・事務局次長（引継中） 

（前年継続） 

附属総合研究所内ブランディング研究センター、情報化・IT委員会（遠隔サポート兼） 

（新規配属） 

学部教務委員、学生募集タスクフォース、図書委員会 


