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  多国籍企業学会 第10回全国大会プログラム 

統一論題 

『未来社会における多国籍企業』  

主催校 日本大学法学部 

理事会開催日 
2017 年 7 月 14 日（金） 

    15：00-18：30 

場所：日本大学法学部 4 号館地下１階 

第 4会議室 A 

大会開催日・

開催場所 

2017 年 7 月 15 日（土） 

  

2017 年 7 月 16 日（日） 

09:00～17:45 / 受付開始:08：30 

 日本大学法学部 10 号館 1011 講堂 

09:00～17:30 /受付開始:08：30 

 日本大学法学部 本館 4階 144 講堂 

プログラム 

委員会 

委員長：梅野巨利（大阪商業大学） 

委員：桑名義晴（桜美林大学），大東和武司（関東学院大学），  

内堀敬則（白鴎大学） 

主催校 実行委員長：臼井哲也（日本大学） 

 

大会参加費・懇親会費など一覧 

 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 4,000 円 2,500 円 5,000 円 3,500 円 

懇親会費 5,000 円 2,500 円 6,000 円 3,500 円 

お弁当代（1日分） 1,000 円 1,000 円 不可 不可 

 

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 30 日（金）

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 7 月 4 日（火）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 15 日（土） 

統一論題 『未来社会における多国籍企業』             10 号館 1011 講堂 

08:30～ 受付 

09：00〜09：05 開会の辞 主催校より 

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） 

司会：笠原民子（静岡県立大学） 

09：10〜09：50 浅川和宏（慶應義塾大学） 

「ニューゲーム戦略とイノベーション：未来の多国籍企業への示唆」 

09：50〜10：30 伊田昌弘（阪南大学） 

「多国籍企業の未来−ICT の進展によって」 

コーヒーブレイク（20 分） 

10：50〜11：30 内田康郎（富山大学） 

「知財の無償化と多国籍企業の業際化」 

11：30〜12：10 徳田昭雄（立命館大学） 

「EU におけるエコシステム・デザインとオープンイノベーション」 

12：10〜13：00 昼食 

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：馬越恵美子（桜美林大学） 

14：30〜15：20 関下 稔（立命館大学名誉教授）  

「多国籍企業の未来像：企業倫理、社会的貢献、諸国家との合意」 

休憩（10 分） 

15：30〜16：20 野辺継男（インテル株式会社） 

「IoT や AI 等の技術・事業開発に於ける日本型多国籍企業の弱点」 

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） 

司会：梅野巨利（大阪商業大学） 

16：35〜17：45 

 

（敬称略，ご登壇順） 

浅川和宏，伊田昌弘，内田康郎，徳田昭雄，関下稔，野辺継男 

懇親会（本館地下食堂）              

18：00〜20：00 ＊会場の都合にて 20 時に退出完了となります。ご不便をおかけいたしますが、19 時以降は

本館北口（教職員通用門）よりご退出いただきます。詳しくは当日ご案内いたします。 
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2017 年 7 月 16 日（日）自由論題報告               本館 4 階 144 講堂 

院生会員セッション（各 30 分＝報告 15 分、コメント 5 分、質疑 10 分） 

司会：臼井哲也（日本大学） 

09：00〜09：30 杉山 章（立教大学大学院） 

グローバル企業における組織マネジメントに対する従業員意識の変化 

            討論者 笠原民子（静岡県立大学） 

09：30〜10：00 オヴシアンニコウ コスチャンチン（筑波大学大学院） 

Impact of Financialization on Labor Policies at Japanese Joint-Stock 

Companies: Case of Nikkei Index 400 

   討論者 古沢昌之（近畿大学） 

10：00〜10：30 秦 小紅（明治大学大学院） 

市場志向および企業間市場志向の視点による現地市場における国際総

合小売企業の発展プロセス研究―成都イトーヨーカ堂の事例を中心にして 

               討論者 藤澤武史（関西学院大学） 

休憩（10 分） 

一般会員セッション 1（各 35 分＝報告 20 分、コメント 5 分、質疑 10 分） 

司会：井口知栄（慶應義塾大学） 

10：40〜11：15 江崎康弘（長崎県立大学） 

グローバル鉄道ビジネス－日立の英国市場参入成功までの過程と 

ASEAN 諸国およびインド高速鉄道計画の概観－ 

  討論者 高橋俊一（立正大学） 

11：15〜11：50 河合憲史（英国サセックス大学） 

Expatriation, Subsidiary Knowledge Creation & Performance:     

The Moderating Role of Transnational Strategy 

 討論者 安田直樹（立教大学） 

11：50～12：50 昼食（新理事会開催） 

一般会員セッション 2（各 35 分＝報告 20 分、コメント 5 分、質疑 10 分） 

                    司会：星野裕志（九州大学） 

12：50〜13：25 塩地 洋（京都大学） 

自動車産業における部品国産化ライフサイクル 

討論者 三嶋恒平（慶応義塾大学） 

13：25〜14：00 立本博文（筑波大学） 

グローバル・エコシステムでのプラットフォーム戦略の成功要因：        

半導体製造装置産業の実証研究  

討論者 梶浦雅己（愛知学院大学） 

14：00〜14：35 佐脇英志（亜細亜大学） 

Exploratory Research ASEAN 日本人起業家研究 ―起業家精神・海外

志向減退に対する問題提起からー      討論者 關智一（立教大学） 
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休憩（10 分） 

一般会員セッション 3（各 35 分＝報告 20 分、コメント 5 分、質疑 10 分） 

司会：伊田昌弘（阪南大学） 

14：45〜15：20 石田 修（九州大学）  

多国籍企業とグローバル生産システム 

討論者 安室憲一（大阪商業大学） 

15：20〜15：55 星田 剛（イオン株式会社） 

価値共創の「マネジメント」に関する一考察－国際マーケティングへの示唆ー 

                  討論者 田端昌平（近畿大学） 

15：55〜16：30 伊波浩美（立命館大学） 

How could Social Business be Successful in Africa? 

 討論者 堀口朋亨（京都外語大学） 

16：30〜17：05 鈴木仁里（白鴎大学）  

新製品開発プロジェクトにおける機能統合成果の質的側面に関する 

一考察                   討論者 山本崇雄（神奈川大学） 

 

 

会場の周辺地図（日本大学法学部）＊経済学部とお間違えないようにご注意ください  

 住所：〒101-8375 東京都千代田区三崎町 2 丁目 3 番 1 号 

 最寄り駅： 

 JR水道橋駅:徒歩3分（東京駅よりJRにて約10分） 

 水道橋駅（都営三田線）：A2 出口より徒歩 4 分 

 神保町駅：徒歩 7 分 

 

 

 

 

 

 

 

神保町駅方面 

15 日（土）  

統一論題会場 

都営三田線  

水道橋駅方面 

16 日（日）  

自由論題会場 

【宿泊施設について】 

日本大学法学部の周辺に

は数多くの宿泊施設がご

ざいますためこのたび 

指定のホテルは設けてお

りません。お手数ではござ

いますが宿泊施設はご自

身にてご予約をお願い申

し上げます。 


