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多国籍企業学会 第 14 回全国⼤会プログラム 

統⼀論題：『⽶中新冷戦と多国籍企業』 
主催校：亜細亜⼤学 

理事会 2022 年 6 ⽉ 24 ⽇（⾦）16：00〜19：00 

場所：1 号館 14 階第 6 会議室 

2022 年 6 ⽉ 25 ⽇（⼟）12：50〜13：40 

場所：2 号館 3 階 236 教室 

2022 年 6 ⽉ 26 ⽇（⽇）11：30〜12：40 

場所：2 号館 3 階 236 教室 

⼤会 2022 年 6 ⽉ 25 ⽇（⼟）統⼀論題セッション 受付開始 10：00〜 

 場所：2 号館 1 階 200 教室 

2022 年 6 ⽉ 26 ⽇（⽇）⾃由論題セッション 受付開始 9：45〜 

場所：2 号館 1 階 200 教室 

※ 談話室・休憩室：2 号館 2 階 221 教室 

会員総会 2022 年 6 ⽉ 25 ⽇（⼟）13：40〜14：50 

場所：2 号館 1 階 200 教室 

主催校 実⾏委員⻑：荒井将志（亜細亜⼤学） 

実⾏委員： ⾦ 炯中（亜細亜⼤学） 

プログラム委員会 委員⻑：關 智⼀（⽴教⼤学） 

委 員：藤澤武史（関⻄学院⼤学） 

 ⼭⼝隆英（兵庫県⽴⼤学） 

⾦綱基志（南⼭⼤学） 

⼭内昌⽃（専修⼤学） 

坂本義和（⽇本⼤学） 
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⼤会参加費・参加申込について 

【参加申込】 

 

全国⼤会への参加を希望の⽅は、2022 年 6 ⽉ 15 ⽇（⽔）までに、 

多国籍企業学会 website(http://www.mne-jp.org/)内の特設ページ 

「第 14 回全国⼤会情報」(https://sites.google.com/asia-u.ac.jp/jamne2022/) 

☞「参加申込フォーム」よりお申し込みください。 

 

【参加費について】 

 

今⼤会の参加費は、参加⽅法を問わず同じ⾦額となります。 

対⾯参加・オンライン参加⼀律 

正会員 3,000 円  院⽣会員 1,000 円  名誉会員 無料 

⾮会員 3,500 円 院⽣⾮会員 1,500 円 

 

【ご昼⾷について】 

 

対⾯参加でお弁当をご希望の⽅には 1,000 円（税込）（1 ⽇分）にて承ります。 

特に⽇曜⽇は近隣の飲⾷店が定休⽇となりますので、 

お弁当のお申し込みをお勧めいたします。 

 

【お振り込み先】 

 

6 ⽉ 15 ⽇（⽔）迄に下記の⼝座に参加費およびお弁当代をお振込みください。 

恐れ⼊りますが、振込⼿数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。 

 

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） 

 

【お問い合わせ先】 

⼤会実⾏委員⻑ 亜細亜⼤学 荒井将志 arai@asia-u.ac.jp 
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2022 年 6 ⽉ 25 ⽇（⼟）            統⼀論題セッション：2 号館 1 階 200 教室 

10：00〜 受付（2 号館 1 階） 

10：30〜10：35 開会の辞   荒井将志（亜細亜⼤学・実⾏委員⻑） 

主催校挨拶  永綱憲悟（亜細亜⼤学・学⻑） 

10：35〜10：40 会⻑挨拶   ⾅井哲也（学習院⼤学・多国籍企業学会会⻑） 

統⼀論題セッション（報告 30 分，質疑応答 10 分） 

司会：藤澤武史（関⻄学院⼤学） 

10：40〜11：20 伊⽥昌弘（阪南⼤学） 

「新冷戦時代の到来：グローバル研究の終焉」 

休憩（10 分） 

11：30〜12：10 ⽯⽥ 修（九州⼤学） 

「制度対⽴のなかの多国籍企業：モノ、マネーそしてデジタルの視点か

ら（仮題）」 

12：10〜12：50 内⽥康郎（兵庫県⽴⼤学） 

「技術開発コンソーシアムの動向にみる多国籍企業の競争⾏動」 

12：50〜13：40 昼⾷（理事会：2 号館 3 階 236 教室） 

13：40〜14：50 会員総会 

休憩（15 分） 

15：05〜15：45 ⽴本博⽂（筑波⼤学） 

「⽶中対⽴とプラットフォーム」 

休憩（15 分） 

統⼀論題ゲストスピーカーセッション（報告 40 分，質疑 10 分） 

司会：⼭⼝隆英（兵庫県⽴⼤学） 

16：00〜16：50 川上桃⼦（アジア経済研究所） 

「⽶中経済対⽴下の台湾ハイテク企業」 

休憩・パネル準備（10 分） 

17：00〜17：10 統⼀論題「⽶中新冷戦と多国籍企業」テーマ解題 

統⼀論題パネル・ディスカッション（70 分） 

モデレーター：⾅井哲也（学習院⼤学） 

17：10〜18：20 伊⽥昌弘，⽯⽥ 修，内⽥康郎，⽴本博⽂，川上桃⼦（登壇純） 
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2022 年 6 ⽉ 26 ⽇（⽇）            ⾃由論題セッション：2 号館 1 階 200 教室 

9：15〜 受付（2 号館 1 階） 

⾃由論題セッション 1（各 40 分＝報告 20 分，コメント 5 分，質疑 15 分） 

司会：四宮由紀⼦（近畿⼤学） 

9：30〜10：10 辻塚秀幸（創価⼤学⼤学院） 

「ILOの多国籍企業宣⾔とビジネスのためのヘルプデスクに関する動

向」 

討論者：古沢昌之（近畿⼤学） 

10：10〜10：50 謝暁ブン（東洋⼤学⼤学院） 

「海外進出形態と企業パフォーマンスとの関係に関する⽐較分析―⽇

中ゲーム企業を対象に―」 

討論者：伊⽥昌弘（阪南⼤学） 

10：50〜11：30 連 宜萍（公⽴⿃取環境⼤学） 

「外国直接投資とグローバル化に関する⽂献の考察と課題」 

討論者：堀⼝朋亨（国⼠舘⼤学） 

11：30〜12：40 昼⾷（理事会：2 号館 3 階 236 教室） 

 

⾃由論題セッション 2（各 40 分＝報告 20 分，コメント 5 分，質疑 15 分） 

司会：⾦綱基志（南⼭⼤学） 

12：40〜13：20 星⽥ 剛（安⽥⼥⼦⼤学） 

「新興国における先進国企業による制度構築：イオンタナシンサップ

（タイ）による⾦融ビジネスのケース」 

討論者：⽴本博⽂（筑波⼤学） 

13：20〜14：00 千島智伸（阪南⼤学） 

「サムスン電⼦の液晶技術を⽤いた製品プラットフォームの構築プロ

セス」 

討論者：辺 成祐（近畿⼤学） 

14：00〜14：40 富⼭栄⼦（事業創造⼤学院⼤学） 

「⾃動⾞メーカーのサステナビリティ経営―ホンダとBMWのサプラ

イヤーへのESG要件の⽐較研究―」 

討論者：⾅井哲也（学習院⼤学） 

休憩（10 分） 
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⾃由論題セッション 3（各 40 分＝報告 20 分，コメント 5 分，質疑 15 分） 

司会：坂本義和（⽇本⼤学） 

14：50〜15：30 佐脇英志（都留⽂科⼤学） 

「海外⽇本⼈社会起業家の研究」 

討論者：藤澤武史（関⻄学院⼤学） 

15：30〜16：10 Yingying Zhang Zhang（国際⼤学） 

AMO-enhancing HR Practices, Innovation, and Organizational 

Performance: A Study of 28 European Countries 

討論者：笠原⺠⼦（静岡県⽴⼤学） 

16：10〜16：50 林 倬史（⽴教⼤学名誉教授） 

「GAFAMのビジネス・モデルとあらたな資本蓄積のメカニズム」 

討論者：安⽥賢憲（創価⼤学） 

16：50〜17：00 閉会の辞 古沢昌之（近畿⼤学・多国籍企業学会副会⻑） 

 


