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1.

著書

1.

『組織シンボリズム論：論点と方法』, 白桃書
房, 2002 年.
『経営学への招待(改訂版)』, 白桃書房, 2000
年.
『経営学大辞典(第 2 版)』, 中央経済社, 1999
年, (奥林康司, 宗像正幸と共同編集代表).
『日本的経営の本流』, PHP 研究所, 1997 年, (編
著).
『人を動かす』, PHP 研究所, 1995 年.
『経営学への招待』, 白桃書房, 1992 年.
『組織行動研究』, 白桃書房, 1985 年.
『組織現象の理論と測定』, 千倉書房, 1978 年,
(野中郁次郎, 加護野忠男, 小松陽一, 奥村昭博
と共著).
『経営管理入門』, 有斐閣, 1978 年, (西田耕
三, 野中郁次郎と共著).
『近代組織論(Ⅱ)』, 白桃書房, 1975 年, (占部都
美と共著).

2.
2.
3.
さかしたあきのぶ

坂下昭宣
職名

教授

学位

経営学博士(神戸大学)

生年

1946 年

学歴
1970 年 3 月 神戸大学経営学部卒業
1973 年 3 月 神戸大学大学院経営学研究科修士課程
修了
1975 年 3 月 神戸大学大学院経営学研究科博士課程
退学

国内出版

4.
5.
6.
7.

8.
9.
2.

レフェリー付き雑誌に掲載された論文

なし
3.

その他国内論文

職歴
1970 年 4 月 (株)日立製作所入社
1975 年 4 月 岡山大学法文学部第二部講師
1978 年 4 月 岡山大学法文学部講師
1979 年 4 月 岡山大学法文学部助教授
1980 年 4 月 岡山大学経済学部助教授
1988 年 4 月 岡山大学経済学部教授
1989 年 10 月 神戸大学経営学部教授
1999 年 4 月 神戸大学大学院経営学研究科教授

1.
2.

3.
4.

担当科目(2002-2003 年度)

5.

学 部 研究指導, 経営学基礎論
大学院 演習, 経営管理特論, 定性的方法論研究,
組織開発プロジェクト研究

6.

学内役職
経営学部夜間学部主事(1997 年 4 月-1998 年 3 月)
経営学部経営学科長(1998 年 4 月-1999 年 3 月)
経営学部経営学科長(2001 年 4 月-2002 年 3 月
神戸大学評議員(2002 年 4 月-2004 年 3 月)

7.
8.
9.

「組織文化はマネジメント可能か」，『国民経済
雑誌』，第 186 巻，第 6 号，2002 年，17-28.
「機能主義的組織シンボリズム論の形成と展
開」，『神戸大学大学院経営学研究科研究年報』，
第 47 巻，2001 年，71-151.
「二つの組織文化論：機能主義と解釈主義」『
, 国
民経済雑誌』
，第 184 巻，第 6 号，2001 年，15-31.
「組織シンボリズム論の論点と方法」, 『国民
経済雑誌』, 第 183 巻, 第 4 号, 2001 年, 37-53.
「組織シンボリズム研究の視圏｣, 『国民経済雑
誌』, 第 179 巻, 第 6 号, 1999 年, 33-47.
「日本的人事システムの変革と企業の戦略・組
織」, 『ビジネス・インサイト』, 第 6 巻, 第 4
号, 1998 年, 8-16.
「経営理念と企業行動」, 『国民経済雑誌』, 第
176 巻, 第 3 号, 1997 年, 33-45.
｢人を動かす二つの仕組み｣,『国民経済雑誌』, 第
172 巻, 第 1 号, 1995 年, 19-33.
｢創業経営者のビジョナリー・リーダーシップと
組織文化｣, 『岡山大学経済学会雑誌』, 第 26
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巻, 第 3・4 号, 1995 年, 105-119.
10. ｢仕事意欲の構造｣, 堀紘一編, 『ヒューマン・リ
ソース』, 総合法令, 1993 年, 第 3 章, 61-100.
11. ｢組織文化とシンボリック・マネジャー｣, 『国
民経済雑誌』, 第 165 巻, 第 4 号, 1992 年, 85-104.
12. ｢企業の組織文化｣, 『税経セミナー』, 第 36 巻,
第 6 号, 1991 年, 17-24.
13. ｢企業のリーダーシップ｣, 『税経セミナー』, 第
36 巻, 第 3 号, 1991 年, 13-21.
14. ｢企業のインセンティブ・システム｣, 『税経セ
ミナー』, 第 36 巻, 第 1 号, 1991 年, 31-37.
15. ｢企業の組織形態｣, 『税経セミナー』, 第 35 巻,
第 17 号, 1990 年, 20-28.
16. ｢企業の組織構造｣, 『税経セミナー』, 第 35 巻,
第 15 号, 1990 年, 11-18.
17. ｢企業の競争戦略｣, 『税経セミナー』, 第 35 巻,
第 14 号, 1990 年, 13-21.
18. ｢企業の成長戦略｣, 『税経セミナー』, 第 35 巻,
第 13 号, 1990 年, 10-18.
19. ｢戦略ビジョンと新事業開発｣, 『岡山大学経済
学会雑誌』, 第 20 巻, 第 4 号, 1989 年, 85-103.
(他学術論文 25 編, 解説・書評等 8 編, 翻訳 1 編)
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1.

海外出版

著書

なし
2.

レフェリー付き雑誌に掲載された論文

なし
3.

その他海外論文

なし
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1.
2.

日本経営学会
組織学会
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1.
2.
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4.

学会における活動

理事：組織学会(1993-1996 年)
部会幹事：日本経営学会(1990-1993 年)
監事：組織学会(2002-2005 年)
常任理事：日本経営学会(2001-2004 年)
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1.
2.

主要所属学会

社会活動・実務経験

岡山市商業活動調整協議会委員
倉敷市企業行動会議調査研究委員

3.
4.
5.
6.

(財)松下社会科学振興財団・日本的経営研究会
主査(1994-1995 年)
岡山県地方自治研究会委員
(財)松下社会科学振興財団理事(2003-2006 年)
非常勤講師：岡山商科大学, 岡山理科大学, 広島
大学経済学部, 広島県立大学, 甲南大学経営学
部，甲南大学広域副専攻センター，大阪経済大
学，兵庫大学経済情報学部
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1.

組織学会・高宮賞(1987 年)
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1.
2.

学会賞等の受賞歴

主な研究助成金(研究責任者のみ)

(財)松下社会科学振興財団・日本的経営研究助
成金(1994-1995 年)
通商産業省・企業行動会議調査研究費(1980 年)
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海外における研究・教育活動

1.

Visiting Professor：Cranfield University, United
Kingdom, 1999-2000

2.

Visiting Scholar：University of California at
Berkeley, 1994-1995
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1.
2.

現在の研究活動

組織シンボリズムの理論的・実証的研究
日本的経営の変貌プロセスに関する理論的・実
証的研究

【連絡先】
URL: http://www.b.kobe-u.ac.jp/syilla/sakasi.htm
e-mail: redcloud@rose.rokkodai.kobe-u.ac.jp

