第 19 回全国大会 10 月 28 日(日) 自由論題プログラム
時 間

Ａ会場（Ａ-307）

自由論題会場： 桜美林大学 明々館

Ｂ会場（Ａ-308）

Ｃ会場（Ａ-309）

時 間

Ｄ会場（A-406）

Ｅ会場（Ａ-407）

（1）

金 英善（早稲田大学日本自動

張 秉煥（岡山学院大学）

岡本義輝（宇都宮大学多文化公

（1）

薛 嬌（桜美林大学大学院）

辺 成祐（東京大学大学院）

9：00-

車部品産業研究所）

情報技術融合型健康サービスの

共圏センター）

9：00-

中国企業の国際Ｍ＆Ａにおける組

素材メーカーのグローバル展開とＳ

現代自動車の国際競争力の源

市場化と政策課題－産業政策と

日系企業 R＆D 部門のローカル

織統合の諸課題 ―その統合の困

ＣＭ戦略 ―鉄鋼産業の海外進出

泉 ―現代モビスを中心に―

実証事業を題材として－

化の課題 －マレーシアでの実

難性の原因を巡って―

の例を中心に― 司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：

証的研究をもとに－

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：大東和武司（広島

種崎 晃（三菱ガス化学／横浜国立

市立大学）

大学大学院）
兼平靖夫（横浜国立大学大学院）

9：40

9：30

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：折橋伸哉（東北

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：伊佐田文彦（滋

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 岩田 智（北海

学院大学）

慶医療科学大学院大学）

道大学）

（2）

唐澤龍也（明治大学大学院）

（2）

近藤信一（一般財団法人機械振

吉田 匡（千葉大学）

Celal BAYARI （名古屋市立大学

9：30-

日系広告会社の国境を越える知識

組込みソフトウェア開発組織の規制

9：40-

興協会経済研究所） 精密機械

米国自動車産業の日本市場へ

大学院研究員）

10：00

移転 -アサツー ディ・ケイの中国

対応 ―車載ソフトウェア機能安全

関連中小企業の海外展開の現

の外圧に関する有効性の検証

THE

オペレーションの事例を中心に-

標 準Ｉ Ｓ Ｏ26262 へ の各 国の対 応
司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：徳田昭雄（立命館

10：20

（3）
10：2011：00

CURRENT

TRENDS

IN

状 －上海近郊進出企業へのヒ

―国際ビジネスにおける製品戦

JAPANESE FDI IN AUSTRALIA:

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：吉原英樹（南山大

アリング調査からの考察－

略の「標準化」・「適応化」の視点

2008-2011

学）

大学）

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：森本博行（首都

から― 司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：諸上茂

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：内堀敬則（白鴎

（3）

舟橋豊子（明治大学大学院）

東谷仁志（名古屋市立大学大学院）

大学東京）

登（明治大学）

大学）

10：00-

BOP 市場における流通と消費の実

ＨＶ／ＥＶ電池企業と自動車メーカ

安本雅典（横浜国立大学）・糸久

李 春利（愛知大学）

藤沢武史（関西学院大学）

10：30

態 ―フィリピンのサリサリ・ストアを

ーの企業間関係―製品アーキテク

世界市場クラスター化の有効な

事例にして―

チャ論からの考察―

分析手法

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：崔 在濬（中央学

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：河野英子（東京富

院大学）

士大学）

（4）

曹 佳潔（京都産業大学大学院）

徐 寧教（東京大学大学院）

おける EV（電気自動車）の事例

10：30-

二つの協働によるＢＯＰビジネスの

マ ザ ー 工 場 制 の 変 化 と海 外 工 場

－

11：00

実現 ―住友化学の事例を中心に

－トヨタ自動車におけるグローバル

正人（東京大学ものづくり経営研

中国の原子力政策と原発開発

究センター）
フォーマル・インフォーマル組織
による標準化プロセス－ドイツに

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：内田康郎（富山

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：板垣 博（武蔵

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：田端昌平（近畿

して― 司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：星野裕志

生産センター－ 司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：

大学）

大学）

大学）

（九州大学）

曺 斗燮（横浜国立大学）

（4）

中川功一（大阪大学）

井上葉子（日本大学）

杉浦正和（早稲田大学）

（5）

高山パトリシアベレン（早稲田大学

国際交流セッション

11：00-

マザー工場、兵站線の伸び、自

Marketing Strategy Adaptaion for

「グローバル人材」に関する人事

11：00-

大学院）Global expansion of cultural

韓国国際ビジネス学会

立した青年たち

MNCs: A Contingency Fitness

部門と人事部門以外の認知差異

11：40

Perspective

products. The success case of Latin

11：30

American TV Products
司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：佐藤憲正（桜美林

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：山口隆英（兵庫

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：馬場 一（関西

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：平賀富一（ニッ

県立大学）

大学）

セイ基礎研究所）

（6）

島岡未来子（早稲田大学大学院）

（5）

フェロー記念講演

深澤琢也（東京富士大学）

ヘ ラ ― ・ ダ ニ エ ル （ 横 浜 国 立大

11：30-

非営利組織経営におけるステーク

11：40-

（Ｆ会場：Ａ-408）

小売流通企業の海外市場におけ

学）・北原敬之（デンソー）・李澤

12：00

竹田志郎（ 横浜国立大学名

る外部資源獲得による事業展開

建（大阪産業大学）

築

誉教授）

―関係ケイパビリティからの考察

日系企業の海外拠点マネジメン

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：土井一生（九州産

グローバル市場開発の新パ

―

トにおける基本的な思考と行動

業大学）

12：20

大学）

ホルダー・マネジメント・モデルの構

ラダイムを求めて ―“選ばれ

―異文化環境下のコミュニケー

（7）

毛利拓男（首都大学東京大学院）

る商品”から“選ばれる経営”

ション構築―

12：00-

タイ大洪水からの復興と企業戦略

に、そして“選ばせる経営”へ

への提言 ―ＨＤＤ産業の事例―

12：30

―

司会：太田正孝（早稲田大学）

1) Characteristics of
Emerging Korean
Multinationals
Ku-Hyun Jung (KAIST)
Young-Ryeol Park
(Yonsei University)
2) Analysis of the Effectiveness
of Korean Government
Investment Policies in FDI
Yong Duk Kim
(Soongsil University)
Yeong Seon Yoon
(Soongsil University)

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ丸谷雄一郎（東

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：澤木聖子（滋賀

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：榎本 悟（関西学

司会：藤沢武史（関西学院大学）

京経済大学）

大学）

院大学）

（8）

立本博文（筑波大学大学院）

大多和裕志（青山学院大学大学

咲川 孝（新潟大学）

13：20-

プラットフォーム企業のグローバ

院）

Are

ル戦略―車載エレクトロニクス産

衰退する日本レストラン産業の

culturally strong companies built

業におけるボッシュの事例―

欧米進出の糸口 －成功する国

to

際競争優位ポジションを探る－

indigenous management theory

Highlighting Overlooked but

and beyond

Potentially Significant Expatriates

総合司会：馬越恵美子（桜美林

昼 食

14：00

Japan's
last?:

and

the

Toward

U.S.'s
Asia's

（8）

Philippe ORSINI（日本大学）

フォーラム（Ｆ会場：Ａ-408）

13：20-

An IR Grid and

グローバル人材マネジメントへ

Competency-Based View of MNC

14：00

Expatriates：A Conceptual Typology

の先進企業の取り組み

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：安田賢憲（創価

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：四宮由紀子（近

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：山野井順一（中

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：臼井哲也（日本大

大学）

大学）

畿大学）

央大学）

学）

座長：白木三秀(早稲田大学)

（9）

李 泰王（愛知大学）

今井利絵（ハリウッド大学院 大

松島桂樹（武蔵大学）

（9）

池上重輔（早稲田大学）

14：00-

トヨタと現代自動車における組織

学）

ＢＯＰマーケットにおけるＩＣＴの役

14：00-

International

柔軟性の問題

ビューティサービスビジネスの競

割 ―Ｍ-ＰＥＳＡを事例として―

14：40

争優位と海外への移転可能性

14：40

business

model

transformation and Distance

【パネリスト】
シーメンス・ジャパン
ヒューマンリソーシス本部長

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：上山邦雄（城西

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：關 智一 （立教

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：伊田昌弘（阪南

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：今井雅和（専修大

大学）

大学）

大学）

学）

（10）

銭 佑錫（中 京大学）・具 承 桓

竹之内秀行（上智大学）、齋藤泰

百武仁志（茨城大学）

14：40-

（京都産業大学）・伊藤清道（中

浩（東京国際大学）、高橋意智郎

グローバル企業の組織学習によ

京大学）・曺 斗燮（横浜国立大

（実践女子大学）

る持続可能な競争優位の確立に

学）・周佐喜和（横浜国立大学）

日本企業の相互依存的投資行

ついて

「創造型」国際経営は可能か？

動と組織間ネットワーク

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：風間信隆（明治

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：磯辺剛彦(慶應

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：橋本雅隆（目白

大学）

義塾大学)

大学）

（11）

西原博之（明治学院大学）

中村久人（東洋大学）

佐藤敦子（早稲田大学大学院）

15：20-

日台合弁企業の経営課題の研

ボーングローバル企業経営に関

太田正孝（早稲田大学）

究 ―定性情報による分析を中

する理論的研究 ―早期国際化

異文化マネジメント研究の潮流と

心とした考察―

と持続的競争優位性を中心とし

国際ビジネス実務への適用課題

15：20

16：00

星野恭敏
コマツ
常務執行役員（元）
日置政克
丸紅
執行役員・人事部長
葛目 薫

＊フェロー記念講演とフォーラム「グローバル人材マネジメントへの先進
企業の取り組み」は、Ｆ会場（Ａ-408 教室）です。
＊プログラムは変更される場合がございます。

て―
司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：杉田俊明（甲南

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：高井 透（日本

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：山崎聖子（一橋

大学）

大学）

大学）

(敬称略)

