2008 年度 多国籍企業学会第 1 回大会プログラム
統一論題
「ＢＲＩＣｓの台頭と多国籍企業の戦略転換―新興市場の動向への対応」
開催日： 2008 年 6 月 28 日(土)・6 月 29 日(日）
場 所： 明治大学駿河台校舎 東京都千代田区神田駿河台 1-1
全国大会運営責任者：林倬史（立教大学）
・内堀敬則（白鷗大学)・大東和武司（広島市立大学）
問合せ先： 多国籍企業学会 東部事務局
住所 〒438-0043 静岡県磐田市大原 1572-1 静岡産業大学 経営学部 原田将 研究室
E-mail： harada@iwata.ssu.ac.jp
2008 年 6 月 27 日(金)
14：00〜17：00 理事会（研究棟会議室）
、その後「紫紺館（明大 OB 会館）
」にて役員懇親会
2008 年 6 月 28 日(土)
8：30〜
受付（明大リバティタワー１階 1011 教室前）
9：00〜9：10
開会の辞
9：10〜9：50
統一論題 安田賢憲「印系ソフトウェア企業の現地化に関する一考察」
9：50〜10:30
統一論題 肖威「中国における多国籍企業の戦略転換」
10：30〜10：40
休憩
10：40〜11：20
統一論題 手島茂樹「BRICｓの対内・対外直接投資動向とその特徴」
11：20〜12：30
昼食
12：30〜13：50
会員総会
13：50〜14：00
休憩
14：00〜14：40
統一論題 安室憲一「多国籍企業の新しい理論を求めて」
14：40〜15：40
特別講演：クアルコムジャパン（株）社長 山田純氏
15：40〜15：50
休憩
15：50〜17：30
シンポジウム「ＢＲＩＣｓの台頭と多国籍企業の戦略転換」
17：30〜18：00
休憩
18：00〜20：00
「紫紺館（明大 OB 会館）
」にて懇親会
2008 年 6 月 29 日（日）
8：30〜
受付（明大リバティタワー１階 1011 教室前）
9：00〜19：55
自由論題 中島要「ユーロ時代の欧州統括会社」
9：55〜10：50
自由論題 沼田郷「東アジア地域における国際分業の進展と課題」
10：50〜11：00
休憩
11：00〜12：00
特別講演: コマツ取締役中国総代表 米山正博氏
12：00〜13：00
昼食
13：00〜13：55
自由論題 林廣茂「”日韓米欧”発ブランドの中国市場への移転」
13：55〜14：50
自由論題 関智一「The worth of "GLOBAL R&D":beyond knowledge」
14：50〜15：00
休憩
15：00〜15：55
院生セッション 荒井将志「国際的標準化による知的財産権管理の変化」
15：55〜16：50
院生セッション 翟宇佳「中国家電量販店の急成長」
16：50
閉会の辞
懇親会費
参加費
・振込前納：一般 6,000 円 大学院生 3,000 円
・振込前納：一般 3,000 円
大学院生 1,000 円
・当日支払：一般 7,000 円 大学院生 4,000 円
・当日支払：一般 4,000 円
大学院生 1,000 円
※非会員は 5,000 円
申込方法： 同封の葉書に必要事項をご記入の上、6 月 5 日(木)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、6 月 5 日(木)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： 会場付近に豊富な飲食店がございますので、各自ご利用ください。
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2008 年 6 月 28 日(土)
9：00〜9：10

会場：明治大学リバティタワー1011 教室（１階）
開会の辞
安室憲一（会長・兵庫県立大学）
統一論題セッション(報告 40 分)
司会：大石芳裕(明治大学)
田端昌平(近畿大学)

9：10〜9：50

安田賢憲（東京富士大学）
「印系ソフトウェア企業の現地化に関する一考察」

9：50〜10：30

肖威（関西国際大学）
「中国における多国籍企業の戦略転換」

10：30〜10：40
10：40〜11：20

休憩
手島茂樹（二松学舎大学）
「BRICｓの対内・対外直接投資動向とその特徴」

11：20〜12：30
昼食（17F 食堂は営業予定ですが、会場付近に多様な飲食店がございます）
12：30〜13：50
会員総会
13：50〜14：00
14：00〜14：40

休憩
安室憲一（兵庫県立大学）
「多国籍企業の新しい理論を求めて
−「外部化」理論とネットワーク・ビジネス」−
統一論題特別講演（その１、報告 45 分、質疑応答 15 分）
ホスト：五味紀男（立教大学）

14：40〜15：40

山田純 氏 （クアルコムジャパン（株）社長）
「クアルコムの国際事業展開 −知財権を軸とした BRICｓ向け戦略−」

15：40〜15：50
休憩
シンポジウム「ＢＲＩＣｓの台頭と多国籍企業の戦略転換―新興市場の動向への対応」
司会：大石芳裕(明治大学)
田端昌平(近畿大学)
15：50〜17：30

シンポジウム
統一論題報告者＋山田クアルコムジャパン（株）社長
17：30〜18：00
18：00〜

休憩
「紫紺館（明大 OB 会館）
」にて懇親会
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2008 年 6 月 29 日（日） 会場：明治大学リバティタワー1011 教室（１階）
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：林倬史（立教大学）
9：00〜9：55

9：55〜10：50

中島要（関西国際大学）
「ユーロ時代の欧州統括会社 −ケーススタディ−」
討論者：葉山彩蘭（淑徳大学）
沼田郷（駒沢大学）
「東アジア地域における国際分業の進展と課題 ―台・中間分業を中心に―」
討論者：古沢昌之（大阪商業大学）

10：50〜11：00

11：00〜12：00

休憩
統一論題特別講演（その２、報告 45 分、質疑応答 15 分）
ホスト：内堀敬則（白鷗大学）
米山正博 氏（コマツ取締役中国総代表）
「コマツの対中戦略」

12：00〜13：00
昼食（会場付近の飲食店をご利用ください）
自由論題セッション 2（報告 35 分、コメント 5 分、質疑応答 15 分）
司会：大東和武司（広島市立大学）
13：00〜13：55

13：55〜14：50

林廣茂（同志社大学）
「”日韓米欧”発ブランドの中国市場への移転」
討論者：大石芳裕(明治大学)
関智一（東洋大学）
「The worth of "GLOBAL R&D" -beyond knowledge-」
討論者：山口隆英（兵庫県立大学）

14：50〜15：00

15：00〜15：55

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：内堀敬則（白鷗大学）
荒井将志（立教大学大学院博士後期課程）
「国際的標準化による知的財産権管理の変化
−技術管理と競争環境分析の視点から−」
討論者：内田康郎（富山大学）

15：55〜16：50

翟宇佳（兵庫県立大学大学院博士後期課程）
「中国家電量販店の急成長 −国美電器集団のケースを中心に−」
討論者：内堀敬則（白鷗大学）

16：50

閉会の辞
林倬史（立教大学）
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●交通のご案内
■JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
■東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩 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 5 分

二十七日理事会会場
学会会場：リバティタワー1011 教室（１階）
懇親会会場：「紫紺館」
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明治大学駿河台校舎
〒101-8301
千代田区神田駿河台 1-1
（代）03-3296-4545

