
第１8 回全国大会 １０月２３日（日）自由論題プログラム                                          （於：富山大学 経済学部棟） 

時間 Ａ会場 （101） Ｂ会場 （102） 時間 Ｃ会場 （201） Ｄ会場 （301） Ｅ会場（401） 

（1） 

9：00- 

9：30 

有力外資生命保険企業のアジア
事業展開－欧米企業 3 社の考
察を中心として－ 平賀富一（横
浜国立大学大学院） 
司会・コメンテーター／藤澤武史
（関西学院大学） 

酒類のグローバルブランド構築と
課題 －日本における JINRO ブ
ランドの研究― 
楊 仁集（早稲田大学大学院） 
司会・コメンテーター／井上真里
（日本大学） 

（1） 

9：00- 

9：40 

日系小売業における国際電子調
達－アジェントリクス・エーピーを事
例として－ 
川端庸子（阪南大学） 
 
 
司会・コメンテーター／今井利絵
（ハリウッド大学院大学） 

イノベーションにおける多国籍企業
の優位性 －企業家精神を供給
する組織管理上の工夫－ 
關 智一（立教大学） 
 
 
司会・コメンテーター／岩田 智
（北海道大学） 

資源調達システムの国際比較－
鉄鉱石をめぐる日中の角逐－ 
田中 彰（名古屋市立大学） 
 
 
 
司会・コメンテーター／梅野巨利
（兵庫県立大学） 

（2） 

9：30- 

10：00 

活性化に向けたイノベーションの検
討―自動車企業のコア技術戦略
を事例として― 
西釜義勝（九州大学大学院） 
司会・コメンテーター／折橋伸哉
（東北学院大学） 

海外への知識移転の速度を決め
る要因 －北京現代汽車を事例
に－ 
徐 寧教（東京大学大学院） 
司会・コメンテーター／金綱基志
（長崎県立大学） 

（2） 

9：40- 

10：20

深セン進出日系企業の事業展開
と分業体制変化の考察 
溝部陽司（横浜国立大学成長
戦略研究センター）、石塚辰美
（横浜国立大学成長戦略研究セ
ンター） 
司会・コメンテーター／李 瑞雪
（富山大学） 

研究開発活動における組織の知
識構造 －シャープとサムスン電
子の液晶ディスプレイ技術の比較
－  松本陽一（神戸大学経済
経営研究所） 
 
司会・コメンテーター／曺 斗燮
（横浜国立大学） 

ビジネススクールの虚像と実像 
金 雅美（和光大学）、吉原英樹
（南山大学） 
 
 
 
司会・コメンテーター／太田正孝
（早稲田大学） 

（3） 

10：00- 

10：30 

組織間ネットワークにおける他者
視点取得とその限定的効果  
－グローバル航空会社間の提携
ネットワーク分析－ 閔 廷媛（慶
應義塾大学大学院） 
司会・コメンテーター／牛丸 元
（明治大学） 

米系製造多国籍企業の在日現
法における戦略的行動にみられる
変化の分析 
三輪祥宏（早稲田大学大学院）
 
司会・コメンテーター／土井一生
（九州産業大学） 

（4） 

10：30- 

11：00 

中国日系合弁工場における多能
工化の現地適応に関する一考察 
鞠 冉（小樽商科大学大学院） 
 
司会・コメンテーター／伊藤賢次
（名城大学） 

中国民営中小企業の人的資源
管理 －経営戦略と内部労働市
場との関係を中心に－ 
祁 岩（早稲田大学大学院） 
司会・コメンテーター／河野英子
（東京富士大学） 

（3） 

10：20-

11：00 

多国籍企業の創発的調整 －ダ
イナミック・ケイパビリティ，実践とし
ての戦略，双面性の観点から－ 
馬場 一（関西大学）、崔 在濬
（中央学院大学） 
 
司会・コメンテーター／山倉健嗣
（横浜国立大学） 

新興国企業のクロスボーダーM&A
の国際比較－中印自動車産業
を中心に－ 
李 春利（愛知大学） 
 
 
司会・コメンテーター／澤田貴之
（名城大学） 

日本のビジネススクールのグローバ
ル化 
杉浦正和（早稲田大学）、太田
正孝（早稲田大学） 
 
 
司会・コメンテーター／吉原英樹
（南山大学） 

（5） 

11：00- 

11：30 

Japanese expatriate  
managers' overseas 
assignment competence and  
effectiveness in Asia.   
ザカ プランヴェラ（早稲田大学大
学院）  司会・コメンテーター／
馬越恵美子（桜美林大学） 

海外現地法人におけるローカルス
タッフによる日本人派遣者の評価
韓 敏恒（早稲田大学大学院） 
 
 
司会・コメンテーター／澤木聖子
（滋賀大学） 

（4） 

11：00-

11：40 

戦後、外資系製薬企業の在日
経営に関する史的分析 －社会
関係資本に注目して－ 
竹内竜介（横浜国立大学） 
 
 
 
司会・コメンテーター／山内昌斗
（広島経済大学） 

グローバルフランチャイジング企業の
海外子会社マネジメント：教育産
業（公文教育研究会）の知識移
転と獲得プロセスから 
朴 煕成（神戸松蔭女子学院大
学） 
 
司会・コメンテーター／大石芳裕
（明治大学） 

（6） 

11：30- 

12：00 

EU におけるコーポレート・ガバナン
スの統合 －単一市場の効率化
と健全性に向けた先進的な実験
－明山健師（神奈川大学大学
院）  
司会・コメンテーター／風間信隆
（明治大学） 

企業経営システムの世界標準化 
―OECD 原則の想像する制度と
実践― 
大沼一弘（神奈川大学大学院）
 
司会・コメンテーター／梶浦雅己
（愛知学院大学） 

（5） 

11：40-

12：20 

日本の製薬企業による国際展開
に関する考察 －アライアンスと保
有資源の視点から－ 
新藤晴臣（大阪市立大学）、小
久保欣哉（株式会社野村総合
研究所） 
 
司会・コメンテーター／稲村雄大
（芝浦工業大学） 

 
特別講演  

グローバル自動車産業 

―過去と未来― 

下川浩一（元富山大学経済学

部助教授、法政大学名誉教授、

東海学園大学経営学部特任教

授） 

 

司 会   

藤本隆宏（東京大学） 

 

コンサルティング会社の国際成長
戦略 
池上重輔（早稲田大学） 
 
 
 
 
司会・コメンテーター／西井進剛
（兵庫県立大学） 

（7） 

12：00- 

12：30 

BOP 層の現状課題と BOP ビジネ
スにおける BOP 層の役割 －
BOP ビジネス研究とフィリピン実地
調査から－ 舟橋豊子（明治大
学大学院） 司会・コメンテーター
／金﨑賢希（九州産業大学） 

Rethinking the Research of Kao 
through the Review of MNC 
Theory by pre-1990 童 静瑩
（九州大学経済学研究院） 
司会・コメンテーター／長谷川信
次（早稲田大学） 

 



昼食 12：20-13：10 
 

 
昼食 12：30-13：20 

（8） 

13：20- 

13：50 

International Diversity 
 Management Initiatives:  
"Implicit Practices" 
 Amongst Japanese MNCs 
 Subsidiaries in Malaysia.  
ヌルハイザル アザム アリフ（広
島市立大学大学院） 
司会・コメンテーター／丹野 勲
（神奈川大学） 

Public Sector Reform in 
Indonesia : the Impact of the 
Bureaucracy Reform on Human 
Resource Management at the 
Ministry of Finance 
シルビア イタ クリスティウィ（早稲
田大学大学院） 
司会・コメンテーター／小林麻理
（早稲田大学） 

（8） 

13：10-

13：50 

 
オフショア化努力に関する分析 
伊藤龍史（新潟大学） 
 
 
 
 
 
司会・コメンテーター／安田賢憲
（創価大学） 

 
外国人非正規従業員の人的資
源管理とリテンション・マネジメント 
－外航海運企業の観点から－ 
米澤聡士（日本大学） 
 
 
 
司会・コメンテーター／薄上二郎
（青山学院大学） 

（9） 

13：50- 

14：30 

From protection to 
promotion: Development 
strategies for creative 
industries in Korea and 
Singapore 
ジョンズ アダム（立教大学） 
 
司会・コメンテーター／内堀敬則
（白鴎大学） 

国際交流セッション 
The Evolution of Samsung 
Electronics Company 
講演 Mannsoo Shin 
(President, Korean Academy of 
International Business 
/Professor, Korea University） 
司会 Masataka Ota (Waseda 
University) 

（9） 

13：50-

14：30 

北欧デザイン産業の競争優位構
築過程 ―デンマークと日本の家
具産業の比較において 
井村直恵（京都産業大学） 
 
 
 
司会・コメンテーター／平野 実
（広島県立大学） 

フォーラム  

富山県企業の 

国際ビジネスとイノベーション

◆パネリスト 

株式会社 スギノマシン 

株式会社 タカギセイコー 

株式会社リッチェル 取締役 
経営企画本部長 冨田裕信 

◆コメンテーター 

洞口治夫（法政大学） 

髙井 透（日本大学） 

◆司 会 

李 瑞雪（富山大学） 

在ブラジル日系進出企業の人的
資源管理－「日系人の活用」を
中心に－ 
古沢昌之（大阪商業大学） 
 
 
 
司会・コメンテーター／白木三秀
（早稲田大学） 

（10） 

14：30- 

15：10 

航空機メーカの製品開発シ
ステム 
竹之内玲子（明海大学） 
 
 
 
司会・コメンテーター／新宅純二
郎（東京大学） 

店舗環境が消費者の感情および
購買価値観に及ぼす影響について
－台湾のニトリを例にして－ 
蕭 至恵（台湾省国立嘉義大
学）、深澤琢也（東京富士大学） 
 
司会・コメンテーター／諸上茂登
（明治大学） 

（10） 

14：30-

15：10 

海外日本企業のインド・タイ現地
法人における人と組織のマネジメ
ント －ダイナミックケイパビリティア
プローチによる比較分析-」 
中川有紀子（慶應義塾大学産
業研究所） 
司会・コメンテーター／梅澤 隆
（国士舘大学） 

 労働生産性とビジネスパフォーマン
ス 
朴英元、氷熊大輝、一小路武
安、秋池篤（東京大学大学院経
済学研究科ものづくり経営研究セ
ンター） 
司会・コメンテーター／椙山泰生
（京都大学） 

休 憩 15：10-15：20 

（11） 

15：20- 

16：00 

社会的企業における協働的なビ
ジネスモデルに関する考察 
潘 燕萍（京都大学ベンチャー・
ビジネス・ラボラトリー） 
 
司会・コメンテーター／今井雅和
（専修大学） 

 （11） 

15：20-

16：00 

新興国市場戦略における非連続
性の検証－比較ケース分析－ 
臼井哲也（日本大学）、内田康
郎（富山大学）、内堀敬則（白鴎
大学）、深澤琢也（東京富士大
学） 司会・コメンテーター／天野
倫文（東京大学） 

乱気流の環境下でのインサイド 
アウト型オープンイノベーション戦略
永島暢太郎（東海大学） 
 
 
司会・コメンテーター／坂野友昭
（早稲田大学） 

日系多国籍企業の組織変革と 
グローバル人材の育成 －新規事
業開発の視点から－ 
山本崇雄（千葉商科大学）、桑
名義晴（桜美林大学） 
司会・コメンテーター／齋藤泰浩
（東京国際大学） 

（12） 

16：00- 

16：40 

  （12） 

16：00-

16：40 

多極化時代の日系多国籍企業
の地域統括マネジメント 
森 樹男（弘前大学） 
 
 
 
 
司会・コメンテーター／佐藤幸志
（拓殖大学） 

自動車産業におけるオープン・イノ
ベーション －欧州における車載
組込みシステムの開発と標準化を
事例として－ 
徳田昭雄（立命館大学） 
 
 
司会・コメンテーター／富田純一
（東洋大学） 

転換期を迎えた中国・華南地域
におけるものづくり －労務費追求
の限界と拡大する中国市場への
対応－ 岸 保行（東京大学大
学院経済学研究科ものづくり経
営研究センター）、内村幸司（マー
サージャパン株式会社） 
司会・コメンテーター／高橋意智
郎（実践女子大学） 

＊ 変更される場合がございます。（敬称略） 


