多国籍企業学会

第 12 回全国大会プログラム

統一論題：『地政学リスクと多国籍企業
―問われるグローバル戦略調整能力―』
理事会開催日
大会開催日・開催場所

2019 年 7 月 5 日（金）

場所：明治大学

15:00～18:30

大学会館第１・２会議室

2019 年 7 月 6 日（土）

9:00～17:45／受付開始 8:30
明治大学

2019 年 7 月 7 日（日）

リバティータワー1F

1011 教室、1012 教室
10:00～17:00／受付開始 9:30
明治大学 リバティータワー1F
1011 教室、1012 教室

プログラム委員会

委員長：梅野巨利（大阪商業大学）
委員：星野裕志（九州大学）

金綱基志（南山大学）

四宮由紀子（近畿大学）
主催校

実行委員長：諸上茂登（明治大学）
大会参加費・懇親会費について
事前振込

当日支払

正会員

院生会員

正会員

院生会員

参加費

4,500 円

3,000 円

5,500 円

4,000 円

懇親会費

5,000 円

2,500 円

6,000 円

3,500 円

お弁当代（1 日

1,000 円

1,000 円

不可

不可

分）
申込方法

多国籍企業学会のウェブサイトの参加申込画面へアクセスし、6 月 24 日
（月） 迄に必要事項にチェックしてお申込みください。

支払方法

指定の銀行口座に 6 月 24 日（月）迄にお振込みください。 みずほ銀行
丸之内支店（店番号 005）普通 1873348 名義：多国籍企業研究会東部部
会（タコクセキキギョウケンキュウカイトウブ ブカイ） ※恐れ入ります
が、振込手数料はご負担下さいますようお願い申し上げます。

昼食

近隣に飲食店が多数ございます。また土曜日は学生食堂が開いておりま
す。 お弁当をご予約されるか，お近くのお店に足をお運びください。
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2017 年 7 月 6 日（土）

リバティータワー1F 1011 教室

統一論題 『地政学リスクと多国籍企業―問われるグローバル戦略調整能力―』
08:30～

受付

09：00〜09：05

主催校 開会の辞 諸上茂登（明治大学）

09：05〜09：10

浅川和宏会長ご挨拶

統一論題セッション（報告 40 分、質疑 15 分）
司会：梅野巨利（大阪商業大学）
09：10〜10：05

内堀敬則（白鴎大学）
「地政学リスク動向と日系多国籍企業の対応」

10：05〜11：00

小田部正明（テンプル大学フォックス経営大学院）
「反グローバリゼーション現象と多国籍企業戦略の(非)関連性:
日本型グローバル戦略の再考論」

コーヒーブレイク（15 分）
11：15〜12：10

石田修（九州大学）
「地政リスク学と多国籍企業ネットワーク」

12：10〜13：00

昼食（理事会を 23 階宮城浩蔵ホールで実施）

13：00〜14：20

会員総会

休憩（10 分）
統一論題ゲストスピーカーセッション（報告 50 分）
司会：關 智一（立教大学）
14：30〜15：20

岡田法久（住友商事災害・安全対策推進部安全対策担当）
「多国籍企業が現場で直面する様々な危険と危機管理」

休憩（10 分）
15：30〜16：20

竹島慎吾（国際経済研究所主席研究員）
「転換期を迎えた一帯一路～多国籍企業にとってのチャンス
とリスク～」

休憩・パネル準備（15 分）
統一論題パネル・ディスカッション（70 分、7 名による拡大パネル）
司会：大石芳裕（明治大学）
16：35〜17：45

（敬称略、登壇順）
内堀敬則、小田部正明、石田修（以上統一論題報告者）、岡田
法久、竹島慎吾（以上ゲストスピーカー）、安室憲一、浅川和
宏（以上拡大パネリスト）

懇親会
18：00〜20：00

懇親会会場：リバティータワー17F「スカイラウンジ暁」
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2019 年 7 月 7 日（日）自由論題報告
リバティータワー1F 1011 教室
セッション 1（各 35 分＝報告 15 分、コメント 5 分、質疑 15 分）
司会：四宮由紀子（近畿大学）
10：00〜10：35

杉山 章（立教大学大学院博士後期課程）
電気自動車の国際標準化プロセスの考察―EV 急速充電方式の標準
化を事例として―
討論者 立本博文（筑波大学）

10：35〜11：10

劉

永鴿（東洋大学）

中国 ICT 機器多国籍企業の国際化戦略とリスク管理
討論者 關 智一（立教大学）
11：10〜11：45

富山栄子（事業創造大学院大学）
ESG と SDGs による経営戦略の変化
討論者 土井一生（九州産業大学）

11：45〜12：20

塩地 洋（京都大学）
太平洋島嶼国における放置車両問題の解決のために
討論者 吉原英樹（神戸大学）

12：20～13：20

昼食（新理事会開催）

セッション ２（各 35 分＝報告 15 分、コメント 5 分、質疑 15 分）
司会：金綱基志（南山大学）
13：20〜13：55

馬場 一（関西大学）
国際マーケティング・ケイパビリティ研究の開題
討論者 唐沢龍也（関東学院大学）

13：55〜14：30

深澤琢也・鈴木仁里（東京富士大学・白鷗大学）
国際マーケティング戦略が事業成果に及ぼす影響についての定量分
析─マーケティング・ケイパビリティと本社─子会社間関係の調整
効果─
討論者 藤澤武史（関西学院大学）

14：30〜15：05

鈴木仁里（白鷗大学）
多国籍企業の新製品開発プロジェクトにおける機能統合研究の精緻
化に向けた考察
討論者 古川千歳（愛知大学）

休憩（10 分）
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セッション 3（各 35 分＝報告 15 分、コメント 5 分、質疑 15 分）
司会：星野裕志（九州大学）
15：15〜15：50

伊波浩美（杏林大学）
Comparing Two Bottom of the Pyramid (BOP) Rural Distribution
Models
討論者 大石芳裕（明治大学）

15：50〜16：25

畠山俊宏（摂南大学）
海外子会社進化論における研究動向の検討
討論者 多田和美（法政大学）

16：25〜17：00

佐脇英志（都留文科大学）
ASEAN 日本人起業家研究：シンガポールのケース
討論者 臼井哲也（日本大学）

会場へのアクセスと周辺地図（明治大学駿河台校舎・リバティータワー）
住所：〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1
最寄り駅：■JR 中央線・総武線／御茶ノ水駅下車徒歩約 3 分
■東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅下車徒歩約 3 分
■東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅下車徒歩約 5 分
■都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅下車徒歩約 5
分
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