国際ビジネス研究学会創立 20 周年記念大会 10 月 27 日(日) 自由論題プログラム
時 間

Ａ会場(39-401)

Ｂ会場(39-402)

Ｃ会場(39-403)

サービス・貿易関連

グローバル人事・新興国市場関連

国際経営関連

自由論題会場： 近畿大学 39 号館
時 間

Ｄ会場(39-301)

Ｅ会場(39-302)

院生報告・フォーラム

院生報告・フォーラム

（1）

前野高章（日本大学）

笠原民子（静岡県立大学）・

林 隆一（神戸学院大学）

（1）

李 兌賢（近畿大学大学院）

9：30-

貿易円滑化の進展と貿易コストの決

西井進剛（兵庫県立大学）

工作機械の産業勃興におけるモジュ

9：30-

韓国家電メーカーの韓米ＦＴＡへの

定要因分析

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ

ール化の役割

10：10

のグローバル戦略とグローバル人的資

10：00

影響

源管理の適合性についての縦断的

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：河野公洋（岐阜聖

事例研究

徳学園大学）

（2）

王 盈智（東京大学大学院）

加藤 敦（筑波大学大学院）

10：00-

中国に進出しないリスクが本当にある

インフラシステム輸出における戦略的

か：日台企業の寿命の比較研究

提携の成否に関する研究：ガスター

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：伊田昌弘（阪南

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：古沢昌之（大阪

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：河野英子（横浜

大学）

商業大学）

国立大学）

（2）

長島直樹（富士通総研）・長島芳

Ding Ding TEE（Monash

立本博文（筑波大学大学院）

10：10-

枝（工学院大学）

University）・ Pervaiz, K.

プラットフォーム企業のグローバル戦

インド消費者の実像と日本小売業に

AHMED（Monash

略: ボッシュの新プラットフォーム戦略

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：竹之内秀行（上智

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：内田康郎（富山

よる参入可能性の検討 －現地調

University）・ Yukiko

について

大学）

大学）

査に基づく示唆－

SHINOMIYA（近畿大学）

（3）

柳田志学（早稲田大学大学院）

国際交流フォーラム: 韓国国

10：30-

東南アジアにおける多国籍企業と「距

際ビジネス学会派遣者報告

10：50

Work Values of High Work
Centrality Culture: The

10：30

11：00

Context of Japanese Society

ビン事業での戦略的提携事例

離」に関する研究

Yong-Duk Kim
(Soongsil University)

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：津田康英（奈良

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：梅野巨利（兵庫

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：安本雅典（横浜

県立大学）

県立大学）

国立大学）

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：齋藤泰浩（東京国

Jeong-Oh Ham (KOTRA)

（3）

今井利絵（ハリウッド大学院大学）

櫻木晃裕（宮城大学）

西口敏宏（一橋大学）

際大学）

"The Determinants of

10：50-

小売システムの国際移転 －日系ド

ホワイトカラー・ビジネスパーソンのモテ

地域発ネットワークのグローバルな繁

ィベーションの規定要因 －日米英比

栄：温州企業家の台頭と限界

（4）

孫 徳峰（京都大学大学院）

Performances of Korean

ラッグストアのインストアプロモーション
技術の上海市場への移転－

較への探索的研究－

11：00-

高級品志向戦略から低価格品戦略

Investment Companies in

へ：中国における日本アパレル企業Ａ

China"

11：30

11：30

Ｂ社のケース

Joon-Seok Oh

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：深澤琢也（東京

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：杉浦正和（早稲

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：森本博行（首都

富士大学）

田大学）

大学東京）

（4）

藤野哲也（長崎大学名誉教授）

中川功一（大阪大学大学院）

11：30-

「グローバル企業内労働市場」の活

ミクロ主体の行為連鎖による地域エコ

用：日本板硝子における外国人社

システムの変容 －シリコンバレーのシ

長の退場を契機に

ステム変容の事例より－

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：吉原英樹（神戸

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：今井雅和（専修

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：臼井哲也（日本大

大学名誉教授）

大学）

学）

大学）

12：10

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：銭 佑錫（中京大

(Sookmyung Women's

学）

University)

（5）

中田 寛（首都大学東京大学院）

"A Study on the Outbound FDI

11：30-

顧客価値の顕在化によるグローバル戦

and CSR of Korean

12：00

略の進展：グローバル・ファッション企業
における価値共創の取組み

Manufacturing Firms"

司会：井口知栄（慶應義塾

昼 食
（6）

藤澤武史（関西学院大学）

魏 聰哲（台湾・中華経済研究

フェロー記念講演

（6）

千葉直樹（首都大学東京大学院）

淀川里美（横浜国立大学大学院）

13：00-

アジアにおける旅行支出行動分析

院）

安保哲夫（東京大学名誉教授）

13：00-

オープンイノベーション・パラダイムにおけ

進化する自動車サプライヤのグローバ

The Transformation and

日本型生産システムの国際移転と

る価値創造のマネジメント

ル・ネットワーク形成

Upgrading of SME Clusters in

競争優位の構築問題 －6 大陸の

Taiwan (台湾中小企業クラスター

ハイブリッド工場と現地市場環境－
司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：松崎和久（高千穂

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：長谷川信次（早稲

大学）

田大学）

13：40

13：30

の進化)
司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：今西珠美（流通

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：荒井将志（杏林

科学大学）

大学）

（7）

太田正孝（早稲田大学）・酒井

Parissa Haghirian（上智大学）

13：40-

章（電通イージス・ネットワーク事業

14：20

司会：板垣 博（武蔵大学）

（7）

江崎康弘（埼玉大学大学院）

特別講演

13：30-

パッケージ型インフラ輸出事業推進に

Bicultural Managers and their

髙井 眞（関西学院大学名誉教

14：00

局）・杉浦正和（早稲田大学）・

Role in Multinational

授）

対策案

池上重輔（早稲田大学）

Corporations – An Exploratory

持続的経済発展時代の終焉と企業

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：飯田健雄（多摩大

プロフェッショナルサービス企業における

Study in Japan

パラダイムの転換 － 国際ビジネス

学）

国際ナレッジマネジメント： 電通アジ

研究の原点を顧みて －

関する日本企業の現状分析、課題と

（8）

アによる DNA(Dentsu Network

14：00-

編集フォーラム

伝統とイノベーション・フォーラム

Asia)カレッジの事例

15：30

国際ビジネス研究の方法論を問

：Local to Global

う － 国 際 ビ ジ ネス 研 究 学 会

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：西井進剛（兵庫

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：馬越恵美子（桜

県立大学）

美林大学）

司会：諸上茂登（明治大学）

20 周年に当たって：JAIBS 編

（8）

勝田英紀（近畿大学）

パドミニ ジャヤセカラ（広島大学大

永島暢太郎（東海大学）

集委員会－

14：20-

TPP 参加で薬剤費は高騰するか？

学院）・高橋与志（広島大学大学

多国籍企業のイノベーション経営と持

院）

続可能な開発

15：00

Improving post-assignment
expatriates: A case of Sri
Lankan firms in Asia
司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：小久保欣哉（野

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：王 英燕（広島市

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：高橋意智郎（実

村総合研究所）

立大学）

践女子大学）

（9）

小泉 毅（兵庫大学短期大学部）

高 瑞紅（和歌山大学）

三輪祥宏（名古屋商科大学）

15：00-

A study on Japan’s FDI

国際分業体制の構築とグローバル調

グローバル統合が強化される経営環

development and a Japan’s

達：日台企業提携の事例を中心に

境における在日現地法人の自律的

government policy to raise a

な組織行動に関する研究－日本ヒュ

global leader

ーレット・パッカード社 Collabo の事

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：井上葉子（日本

例－

大学）

西堀耕太郎（株式会社日吉
パネリスト：

屋 代表取締役）

磯辺剛彦（慶應義塾大学）

behavioural outcomes of

15：40

パネリスト：

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：板垣 博（武蔵大

司会・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：榎本 悟（関西学

学）

院大学）

榊原清則（法政大学）

谷尻真治（タマノイ酢株式会社

新宅純二郎（東京大学）

執行役員・海外事業部部長）

立本博文（筑波大学大学院）
コーディネーター：四宮由紀子
司会：銭 佑錫（中京大学）

（近畿大学）

＊プログラムは変更される場合があります
(敬称略)

