
第 21回全国大会 11月 3日(月・祝) 自由論題プログラム                                    自由論題会場： 北海学園大学 7号館 

時 間 Ａ会場：7 号館 D40 Ｂ会場：7 号館 D41 Ｃ会場：7 号館 D42 時 間 Ｄ会場：7 号館 D31 Ｅ会場：7 号館 D50 

（1） 

9：00- 

9：40 

小西由樹子 

（（株）POOL） 

青少年期の在外経験が与

える海外配属者としての適

性 −米国在住の日本人

を対象とする調査から− 

 

司会・コメンテーター： 

櫻木晃裕（宮城大学） 

鈴木真也（文部科学省科

学技術・学術政策研究所） 

国際産学共同研究の形成に

関する分析 

 

 

 

司会・コメンテーター： 

笠原伸一郎（専修大学） 

高橋信弘（大阪市立大

学）  

オフショア開発に伴う技術移

転と中国ソフトウェア企業の技

術力向上 

 

 

司会・コメンテーター： 

近藤信一（岩手県立大学） 

（1） 

9：00- 

9：30 

李  兌賢（近畿大学大学

院） 

韓米 FTAの履行による輸出入

と直接投資の動向分析 

 

 

司会・コメンテーター： 

船津秀樹（小樽商科大学） 

Doaa A. Zaher 

（J.F. Oberlin University） 

The impact of organizational 

culture on hospital 

performance: the case study 

of hospitals in Saudi Arabia 

司会・コメンテーター： 

土井一生（九州産業大学） 

（2） 

9：30- 

10：00 

 

中村裕哲（愛知学院大学大

学院） 

情報サービス産業における戦略

提携の研究 

司会・コメンテーター： 

安田賢憲（創価大学） 

周  ようか（中央大学大学

院）個人と組織の心理契約に

よる多国籍企業海外派遣者の

帰任成功への影響について 

司会・コメンテーター： 

山本崇雄（神奈川大学） 

（2） 

9：40- 

10：20 

八木規子（聖学院大学） 

日本人労働者と外国人労

働者の多様性に対する認

知—サブグループ力学から

考察する多様性の影響— 

司会・コメンテーター： 

太田正孝（早稲田大学） 

法木秀雄（早稲田大学） 

為替レートの主要自動車生

産国と企業に与えるインパクト

ー日本の自動車企業の競争

力優位の視点からー 

司会・コメンテーター： 

周佐喜和（横浜国立大学） 

勝田英紀（近畿大学） 

日本におけるメディカルツーリズ

ムの可能性 

 

 

司会・コメンテーター： 

藤沢武史（関西学院大学） 

（3） 

10：00- 

10：30 

唐澤龍也（明治大学大学

院） 

日系広告会社の国境を越える

知識創造におけるネットワーク

の役割 

司会・コメンテーター： 

今井利絵（ハリウッド大学院大

学） 

孫 徳峰・椙山泰生（京都大

学大学院・京都大学） 

海外製品開発拠点の能力構

築における探索と活用の順序 

-日本分析計測機器メーカーの

中国開発拠点の事例分析- 

司会・コメンテーター： 

岩田 智（北海道大学） 

（3） 

10：20- 

11：00 

米澤聡士（日本大学） 

外国人従業員の規範的統

合と予期的社会化－外航

海運企業による入社前船

員教育・訓練の観点から－ 

 

 

 

司会・コメンテーター： 

笠原民子（静岡県立大

学） 

高 瑞紅（和歌山大学） 

中国における多国籍企業の

グローバル調達－米国企業

の事例を中心に－ 

 

 

 

 

司会・コメンテーター： 

李 瑞雪（法政大学） 

小久保欣哉（野村総合研

究所） 

日本の製薬企業によるクロス

ボーダーM&A－武田薬品工

業を事例に－ 

 

 

 

司会・コメンテーター： 

森本博行（首都大学東京） 

（4） 

10：30- 

11：00 

寺﨑新一郎（早稲田大学）

特別感を維持・醸成する流通

戦略－ラグジュアリー・ブランドに

みる国際化過程の検討－ 

司会・コメンテーター： 

池上重輔（早稲田大学） 

王  盈智（東京大学大学

院）多国籍企業の優位性と企

業の寿命-台湾企業の事例- 

 

司会・コメンテーター： 

關 智一（立教大学） 

（4） 

11：00- 

11：40 

山本崇雄・桑名義晴（神

奈川大学・桜美林大学） 

海外子会社のイノベーション

と海外人材の役割の変化 

―日系多国籍企業を中心

として― 

司会・コメンテーター： 

森 樹男（弘前大学） 

畠山俊宏（富山高等専門

学校） 

中小企業における研究開発

の国際化―日本セックを事例

に― 

 

司会・コメンテーター： 

多田和美（近畿大学） 

古川千歳・髙橋俊一（愛知

大学・立正大学） 

多国籍プロジェクトチームでの

知識共有に関する予備的研

究〜インフラビジネスを事例と

して〜 

司会・コメンテーター： 

植木英雄（東京経済大学） 

（5） 

11：00- 

12：30 

≪本セッションのみ 7号館D30

にて開催いたします≫ 

 

BOP ビジネスセッション 

「日本企業による挑戦と課題」 

座長：菅原秀幸  

（北海学園大学） 

 

安室憲一（大阪商業大学） 

大石芳裕（明治大学） 

平本督太郎（野村総合研究

所） 

馬場 隆（JICA） 

国際交流フォーラム：韓国国

際ビジネス学会派遣者報告 

司会：太田正孝（早稲田大

学） 

Paul Y.J. Kim (President 

of Korean Academy of 

International Business 

(KAIB),  

Professor of 

Sungkyunkwan University)  

”Chinese On-line 

Advertising ; a case study 

of Open tide China" 

Namkyu Park (Chairman 

of International Relation of 

KAIB) 

 

（5） 

11：40- 

12：20 

フェロー記念講演  

吉原英樹（神戸大学名誉

教授）消えていった日本的

特徴 -国際経営 40 年を

ふりかえる- 

司会：岡田美弥子（北海道

大学） 

川端庸子（阪南大学） 

欧州における小売企業のブラ

ンド戦略 

 

 

司会・コメンテーター： 

深澤琢也（東京富士大学） 

金 熙珍（東北大学） 

開発タスクの海外移転と本社

エンジニアの心理的抵抗 

 

 

司会・コメンテーター： 

椙山泰生（京都大学） 

昼 食  

（6） 

13：30- 

14：10 

フェロー記念講演 

平松一夫（関西学院大

学） 

国際会計基準（IFRS）

をめぐるわが国の対応 

司会：藤沢武史（関西学院

大学） 

井上葉子（日本大学） 

中国企業のグローバル M＆A

についての研究 ―大手民間

企業复星グループによる示唆 

 

司会・コメンテーター： 

大平義隆（北海学園大学） 

池上重輔（早稲田大学） 

“Perception Gaps 

between Headquarter 

and Subsidiary Home 

Country National 

Managers on Subsidiary 

Role" 

司会・コメンテーター： 

井口知栄（慶應義塾大学） 

（6） 

13：30- 

14：00 

原木英一（明治大学大学

院）HUL の BOP ビジネス参

入動機―インド政府への対応

経験とNirma Ltd.との競合経

験を通じて― 

司会・コメンテーター： 

林 倬史（国士舘大学） 

13：20 – 14：40 

外資系企業フォーラム 

「多国籍企業の在日子会社の

動向をめぐる実証研究」 

報告者： 

長谷川信次 (早稲田大学) 

竹之内秀行 (上智大学) 

齋藤泰浩 (桜美林大学) 

高橋意智郎 (実践女子大学) 

討論者： 

吉原英樹 (神戸大学名誉教

授) 

（7） 

14：00- 

14：30 

古宅文衛（首都大学東京大

学院）組織内における制度多

様性の発現と共進化  

司会・コメンテーター： 

馬場 一（関西大学） 

（7） 

14：10- 

14：50 

安藤研一（静岡大学） 

地域経済統合下における

多国籍企業の撤退，EU

における事例研究 

司会・コメンテーター： 

大東和武司（広島市立大

学） 

魏 聰哲（台湾・中華経済

研究院） 

中小企業の国際連携戦略に

よる新興国市場の展開-台

湾中小企業の事例研究- 

司会・コメンテーター： 

森永泰史（北海学園大学） 

野渡正博（玉川大学名誉

教授） 

マレーシアの生産工場におけ

るチームワーク認識に関する

民族心理学的考察  

司会・コメンテーター： 

伊田昌弘（阪南大学） 

 

（8） 

14：50- 

15：30 

中川 充・中川功一・多田

和美・今川智美（日本経

済大学・大阪大学・近畿大

学・大阪大学大学院） 

海外子会社マネジメントに

おける組織社会化のｼﾞﾚﾝﾏ 

司会・コメンテーター： 

平野 実（広島県立大学） 

 

 

 

 

 

 

プログラムは変更される場合があります。 

(敬称略) 

 


