
第 23回全国大会 10 月 23日(日) 自由論題 プログラム 会場：4 号館 2階 

時 間 Ａ会場 423 教室 Ｂ会場 424 教室 Ｃ会場 425 教室 時 間 Ｄ会場 426 教室 Ｅ会場 427 教室 

（1） 

9：00- 

9：40 

 

 

 

 

 

＊５分 

「市場変容プロセスの国際比較研

究 ―液晶テレビ市場の日米比較

をつうじて―」 

今井まりな（京都橘大学） 

司会・コメンテータ 

藤澤武史（関西学院大学） 

「多国籍企業の海外現地経営に

おける『現地採用本国人』の活用

に関する研究 ―在中国日系進

出企業へのアンケート調査・ヒアリン

グ調査にもとづいて―」 

古沢昌之（大阪商業大学） 

司会・コメンテータ 

有村貞則（山口大学） 

「中国における日系ドラッグストア小

売システムの移転要因」 

今井利絵（ハリウッド大学院大

学） 

司会・コメンテータ 

大石芳裕（明治大学） 

 

[報告キャンセルされました] 

院生セッション 

（1） 

9：30- 

10：00 

 

 

 

 

*５分 

「多国籍企業における国の

文化と組織文化の関わり」 

小野香織（早稲田大学大

学院） 

司会・コメンテータ 

馬越恵美子（桜美林大

学） 

「内部資源に乏しい企業の

急速な国際化における外部

専門家の役割と利用企業

の満足要因について」  

柴原友範（筑波大学大学

院） 

司会・コメンテータ 

關 智一 （立教大学） 

（2） 

9：45- 

10：25 

 

 

 

 

 

＊５分 

「国際分業行動移行期における日

本企業の生産体制 ―珠江デルタ

の複写機・プリンター企業のフラグメ

ンテーション―」 

森本博行（首都大学東京名誉

教授） 

司会・コメンテータ 

山口隆英（兵庫県立大学） 

「ブラジル自動車産業の人材育成

状況について」 

塚田修（関東学院大学） 

司会・コメンテータ 

北原敬之（京都産業大学） 

「グローバル・ブランド消費における

原産国イメージの影響 ―中国人

消費者のグローバル・ブランド消費

を中心に―」 

李玲（広島市立大学） 

司会・コメンテータ 

井上真里（日本大学） 

 

（2） 

10：05- 

10：35 

 

 

 

 

 

*５分 

「変革リーダーの制度的属

性と政治的戦術 ―日本企

業 3 社のグローバル人事制

度導入に関する比較事例

研究―」 

後藤将史（京都大学大学

院）司会・コメンテータ 

平賀富一（ニッセイ基礎研

究所／新潟大学） 

「欧州環境規制に対する多

国籍企業の企業行動 ―

自主的アプローチによる正当

性の獲得―」 

永里賢治（一橋大学大学

院） 

司会・コメンテータ 

岸本寿生（富山大学） 

（3） 

10：30- 

11：10 

 

 

 

 

＊５分 

「工作機械一産業三態の多国籍

化 ―オークマとヤマザキマザックを

中心として―」 

榎本俊一（経済産業省） 

司会・コメンテータ 

梅澤隆（国士舘大学） 

 

「研究開発者の海外経験と創造

的成果」 

鈴木章浩（長岡大学） 

司会・コメンテータ 

内藤陽子（東海大学） 

「アジア新興国インフラビジネスへの

日本企業の課題」 

江崎康弘（長崎県立大学） 

司会・コメンテータ 

今井雅和（専修大学） 

（3） 

10：40- 

11：10 

 

 

 

 

*５分 

「日系多国籍企業と日本人

派遣者の帰任について」 

周ようか（中央大学大学

院） 

司会・コメンテータ 

大木清弘（東京大学） 

「華為の市場ニーズに対応

した研究開発組織の改革 

―意思決定システムの構築

を中心に― 」 

張艶紅（滋賀大学大学

院）司会・コメンテータ 

唱新（福井県立大学） 

時 間 Ａ会場 423 教室 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 E会場 

（4） 

11：15- 

12：15 

 

 

 

 

国際交流フォーラム 

韓国国際ビジネス学会 

Byeong-Joon MOON, 

President of KAIB, Kyung 

Hee University 

Nam Gyoo PARK, Vice 

President of KAIB, Seoul 

National University 

    

昼 食 

時 間 Ａ会場 423 教室 Ｂ会場 424 教室 Ｃ会場 425 教室 Ｄ会場 426 教室 E会場 427 教室 

（5） 

13：20- 

14：00 

 

 

 

 

*５分 

「IoT市場の本質と日系電子部品

メーカーの市場開拓戦略」 

近藤信一（岩手県立大学） 

司会・コメンテータ 

糸久正人（法政大学） 

「早すぎる登用 vs. 実力に応じた

登用」の違いをもたらす“２つの要

因” ―日本企業中国子会社にお

ける比較事例研究―」 

林尚志（南山大学） 

司会・コメンテータ 

笠原民子（静岡県立大学） 

「新興国戦略の通説と実態 ―ボ

リュームゾーンからプレミアムゾーンの

戦略へ―」 

上野正樹（南山大学） 

司会・コメンテータ 

椙山泰生（京都大学） 

「非英語圏企業における英語公用

語化の現状とその影響（日本企

業のケース）」 

氏家佐江子（SBF 

Consulting） 

司会・コメンテータ 

藤原由紀子（神戸学院大学） 

「日中合弁企業の経営文化の融

合に関する一考察 ―海信日立

の事例を中心に―」 

郝燕書（明治大学）ほか 

司会・コメンテータ 

板垣博（武蔵大学） 

（6） 

14：05- 

14：45 

 

 

 

 

＊５分 

「台湾 IC設計企業（ファブレス）

の競争戦略ストーリー」 

岸本千佳司（アジア成長研究

所） 

司会・コメンテータ 

富田純一（東洋大学） 

「国際戦略提携の解消に関する研

究」 

中村裕哲（愛知学院大学） 

司会・コメンテータ 

臼井哲也（日本大学） 

「韓国系化粧品企業の海外進出

に関する一考察 ―大手メーカーと

OEM・ODM メーカーの中国進出

をケースに―」 

朴煕成（福岡女学院大学） 

司会・コメンテータ 

崔 在濬（中央学院大学） 

「日本語ビジネスコミュニケーション

能力 ― ベトナム人に着目して 

―」 

小西由樹子（早稲田大学院） 

司会・コメンテータ 

澤木聖子（滋賀大学） 

「リクルートに学ぶ国際ビジネスにお

ける M&A の成功事例」 

伊波浩美（慶應義塾大学） 

司会・コメンテータ 

林正（京都産業大学） 

（7） 

14：50- 

16：10 

 

編集フォーラム 

「学会誌に掲載される論文

の条件とは ―事例研究を

中心に―」 

 

パネリスト： 

新宅純二郎（東京大学）、 

銭佑錫（中京大学）、 

立本博文（筑波大学） 

 

司会： 

周佐喜和（横浜国立大学） 

 

プログラムは変更される場合があります。  (敬称略)                                                                      


