多国籍企業学会 第 2 回全国大会プログラム
統一論題『試練を迎えた世界経済と多国籍企業』
開催日： 2009 年 7 月 10 日(金)・7 月 11 日(土）
・7 月 12 日(日)
場 所： コープイン京都 (http://hawk2.kyoto-bauc.or.jp/coop-inn/kyoto/index.html)
住所 〒604-8113 京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町 411 TEL 075-256-6600
全国大会運営責任者： 大東和 武司（広島市立大学）
、林 倬史（立教大学）
、内堀 敬則（白鴎大学）
問合せ先： 多国籍企業学会 西部事務局
住所 〒651-2197 神戸市西区学園西町 8-2-1 兵庫県立大学大学院 会計学研究科
山口隆英研究室
TEL 078-794-7089 E-mail t-yama@biz.u-hyogo.ac.jp
2009 年 7 月 10 日(金)
13：00～18：00
2009 年 7 月 11 日(土)
8：30～
9：00～9：10
9：10～10：40
10：40～11：00
11：00～12：30
12：30～13：30
13：30～15：00
15：00～15：10
15：10～16：50
16：50～17：00
17：00～18：40
18：40～19：00
19：00～21：00
2009 年 7 月 12 日（日）
8：30～
9：00～10：50
10：50～11：00
11：00～12：00
12：00～13：00
13：00～13：55
13：55～14：05
14：05～15：55
15：55

理事会（204・5 室）

受付（２Ｆ ピロティ）
開会の辞
統一論題セッション（201・2 室）
休憩
統一論題セッション（201・2 室）
昼食
会員総会
休憩
統一論題 ゲストスピーカーセッション（201・2 室）
休憩
シンポジウム「試練を迎えた世界経済と多国籍企業」
（204・5 室）
休憩
懇親会（201・2 室）
受付（２Ｆ ピロティ）
自由論題セッションⅠ（201・2 室）
休憩
特別講演（英語セッション）
昼食
自由論題セッションⅡ（201・2 室）
休憩
大学院生セッション（201・2 室）
閉会の辞

参加費
・振込前納：一般 7,000 円
・当日支払：一般 9,000 円

大学院生 3,000 円
大学院生 5,000 円

懇親会費
・振込前納：一般 6,000 円 大学院生 3,000 円
・当日支払：一般 7,000 円 大学院生 4,000 円

申込方法： 同封の葉書に必要事項をご記入の上、7 月 3 日(金)までにご送付ください。
支払方法： 同封の振込依頼書に必要事項をご記入の上、7 月 3 日(金)までにお振込みください。ご送金いただい
た参加費の返却はいたしかねますが、
大会ご欠席の場合には、
当日の報告資料を一部お送り致します。
昼
食： 弁当を希望される場合には、同封の葉書にてお申し込みいただいた上で、参加費と同じ振込先に必要
な金額(1 日分 1,050 円、2 日分 2,100 円)を必ず前納してください。会場付近には飲食店もございます
が、大会のスケジュールがタイトになっていることをお含みおきください。

2009 年 7 月 11 日(土)
9：00～9：10

開会の辞
田端昌平（主催校・近畿大学）
統一論題セッション(報告 45 分)
司会：大石芳裕(明治大学)
田端昌平(近畿大学)

9：10～9：55

安室憲一(大阪商業大学)
「解題：制度設計の失敗と多国籍企業」

9：55～10：40

手島茂樹（二松学舎大学）
「国際金融危機・世界同時不況が日本企業の直接投資戦略に及ぼす影響」

10：40～11：00
11：00～11：45

11：45～12：30

休憩
伊田昌之（阪南大学)
「世界経済危機と多国籍企業への影響」
井川紀道（日本大学）
「新興市場国へ波及した世界経済危機と企業戦略・リスク管理のシナリオ」

12：30～13：30
昼食
13：30～15：00
会員総会
15：00～15：10

休憩
統一論題ゲストスピーカーセッション（講演 50 分）
ホスト：大石芳裕(明治大学)

15：10～16：00

横 伸二（ＴＤＫ株式会社 取締役 常務執行役員）
「世界同時不況下のグローバル市場で勝ち抜く武器と戦略
―多次元マトリックス経営システム― 」

16：00～16：50

増田 英樹（元オムロン(株)執行副社長、現 (株)バリデックス社長）
「中国ビジネスリスクの深層」

16：50～17：00

休憩
シンポジウム「試練を迎えた世界経済と多国籍企業」
司会：大石芳裕(明治大学)
田端昌平(近畿大学)

17：00～18：40

シンポジウム
18：40～19：00
19：00～

休憩
懇親会

2009 年 7 月 12 日（日）
自由論題セッション１（報告 35 分、コメント 5 分、質疑応答 15 分）
司会： 内堀 敬則（白鴎大学）
9：00～9：55

古沢昌之（大阪商業大学）
「グローバル人的資源管理に関する事例研究：日産自動車における『規範的統合』と
『制度的統合』に向けた取り組み」
討論者：高橋浩夫（白鴎大学）

9：55～10：50

荒井将志（立教大学）
「国際的コンソーシアム型標準化と知的財産権管理における企業間競争と協調」
討論者：梶浦雅己（愛知学院大学）

10：50～11：00

11：00～12：00

休憩
特別講演（英語セッション 講演 45 分、質疑応答 15 分）
司会：藤沢武史（関西学院大学）
Masaaki Kotabe（The Fox School of Business, Temple University）
“In Search of a Dynamic Theory of the Competitive Advantage of Multinational
Companies from Emerging Countries: A Longitudinal Content Analysis”

12：00～13：00

昼食
自由論題セッションⅡ（報告 35 分、コメント 5 分、質疑応答 15 分）
司会： 林 倬史（立教大学）

13：00～13：55

井口知栄（立教大学）
「多国籍企業子会社の役割変化：東南アジア諸国の能力創造型子会社と研究開発拠点
の事例を中心として」
討論者：桑名義晴（桜美林大学）

13：55～14：05

休憩
大学院生セッション（報告 35 分、コメント 5 分、質疑応答 15 分）
司会：林 廣茂（同志社大学）

14：05～15：00

向井 奈緒（兵庫県立大学大学院）
「インディテクスの国際化とその特徴」
討論者：五味紀男（明治大学）

15：00～15：55

齊藤豊（立教大学大学院）
「Reverse Brain-Drain -アメリカとインドにおける IT 活用ビジネスの新潮流-」
討論者：西井進剛（兵庫県立大学）

15：55

閉会の辞
田端昌平（主催校：近畿大学）

●交通のご案内

●伊丹空港→リムジンバス→京都駅（南口）
●関西空港→特急はるか→JR 京都駅

●JR「京都駅」→地下鉄烏丸線→「四条」下車、
（13 番出口から）徒歩 5 分
●阪急電車「烏丸」駅（13 番出口から）徒歩 5 分
●京阪電車「三条」駅（三条通西へ、京都 YMCA を左折）徒歩 16 分
●JR 京都駅よりタクシーで 10 分
●JR 京都駅より市バス（5 番 57 番系統）
「四条高倉」下車、徒歩 10 分

●名神高速 南インターもしくは東インターよりお車で約 20 分。
●駐車場はご宿泊のお客様用に予約を承ります。スペースに限りがございますので宿泊予約時に必ずお尋ね下さい。

コープイン京都
〒604-8113
京都市中京区柳馬場蛸薬
師上ル井筒屋町 411
TEL 075-256-6600
FAX 075-251-0120

