
（自由論題報告25分／コメント５分／討議10分） Vｅｒ．2.1
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ＲＹ４１７ ＲＹ４１６ ＲＹ４１５ ＲＹ４１４ ＲＹ４１３ ＲＹ４２５

10:00 司会 吉野文雄（拓殖大学） 安熙卓（九州産業大学） 林尚毅（龍谷大学） 加藤志津子（明治大学） 風間信隆（明治大学） 加藤康（京都経済短期大学）

テーマ
一帯一路構想の下での日系企業の

経営戦略

韓国財閥における支配の論理と

オーナーリスク

大連におけるビジネスインキュベー

タのネットワーク紐帯構築と知識移

転

台湾における高学歴化と人事労務

の対応ー外食産業を中心にー
東アジア優位産業研究の課題

グローバル調達戦略と海外拠点の役

割

報告者 鈴木康二 柳町功（慶應義塾大学） 劉瑩（立命館大学・院） 國府俊一郎（大東文化大学） 田中彰（京都大学） 高瑞紅（大阪経済大学）

10:40 討論者 高久保豊（日本大学） 芳澤輝泰（近畿大学） 中原裕美子（九州産業大学） 平澤克彦（日本大学） 川端望（東北大学） 中川涼司（立命館大学）

10:50 司会 笠原民子（静岡県立大学） 柳町功（慶應義塾大学） 中原裕美子（九州産業大学） 関智宏（同志社大学） 田中彰（京都大学） 高瑞紅（大阪経済大学）

テーマ

中国の即席めん市場における競争

戦略に関する研究―「康師傅」と

「日清食品」の事例を中心に−

中国電動自転車企業における製品

開発エンジニアのキャリア形成ー

緑源グループのケース

大連ソフトウェア・ITES産業にお

ける企業者活動の役割

経済学の原理と開発途上国の知的

財産制度のあり方

日中韓自動車産業の競争・分業構

造―東アジア優位産業の研究

天然ゴム手袋製造企業の原材料調達

戦略

報告者 畑中艶子（立命館大学） 劉嫻（法政大学・院） 張艶（東北大学・院） 森哲也（日栄国際特許事務所） 李澤建（大阪産業大学） 廣畑伸雄（山口大学）

11:30 討論者 上野正樹（南山大学） 安熙卓（九州産業大学） 林尚毅（龍谷大学） 關智一（立教大学） 風間信隆（明治大学） 加藤康（京都経済短期大学）

13:00 司会 肥塚浩（立命館大学） 李澤建（大阪産業大学） 藤澤武史（関西学院大学） 四宮由紀子（近畿大学） 藤川健（兵庫県立大学） コンダカル・ラハマン（南山大学）

03 テーマ 中国製造業競争力の光と陰
深刻化する太平洋島嶼国放置車両

問題

華為の業績評価システム：「華為基

本法」の規定とその現実的展開

ASEAN日本人起業家と３スタート

アップイノベーション

アジア市場における競争優位の基

礎過程―輸入代替政策以前のアジ

ア二輪車市場と日本企業―

The Polarization-Structure of the

Chinese Iron and Steel Industry

報告者 陳晋（立命館大学） 塩地洋（京都大学） 全洪霞（日本大学・院） 佐脇英志（亜細亜大学） 太田原準（同志社大学） 銀迪（東北大学・院）

13:40 討論者 秋野晶二（立教大学） 小阪隆秀（日本大学） 近藤信一（岩手県立大学） 廣畑伸雄（山口大学） 那須野公人（作新学院大学） 田中彰（京都大学）

13:50 司会 陳晋（立命館大学） 山崎修嗣（広島大学） 近藤信一（岩手県立大学） 廣畑伸雄（山口大学） 那須野公人（作新学院大学） 平澤克彦（日本大学）

テーマ
中国版メイカームーブメントの多

様性：深圳と北京の比較を通して

日本の自動車部品製造における自

然素材の不確実性とサプライ

チェーン

価格・品質ポジショニングマップに

よる新興国市場分析―インドのエア

コン市場の分析

インドにおける医療観光事業の現

状と課題

金型産業における競争・分業構造

―東アジア優位産業の研究―

Characteristics of Restaurant

Industry Development: a

Comparison of Kazakhstan and

Japan

報告者 髙久保豊（日本大学） 西村智子（高知工科大学・院） 上野正樹（南山大学）
ガウタム・プラカシュ

　　　　　（創価大学・院）
藤川健（兵庫県立大学）

IDRISSOVA Ainash

　　　　　　（明治大学・院）

14:30 討論者 肥塚浩（立命館大学） 李澤建（大阪産業大学） 藤澤武史（関西学院大学） 四宮由紀子（近畿大学） 韓金江（岐阜経済大学） 崔相鐵（関西大学）

14:40 司会者 髙久保豊（日本大学） 佐伯靖雄（立命館大学） 高瑞紅（大阪経済大学） 佐脇英志（亜細亜大学） 韓金江（岐阜経済大学） 塩地洋（京都大学）

テーマ
研究開発・技術開発能力の国際的

分散化とアジア・日本の位置

中国自動車アフター市場における

O2Oビジネス発展の可能性

ソフトバンク「群戦略」の有効性に

関する分析

中小企業によるベトナム環境プロ

ジェクト―九州環境エネルギー産

業推進機構（K-RIP）ベトナムミッ

ションの概要と今後の課題―

日中アパレル産業の競争・分業構

造―東アジア優位産業の研究

Big Business in Kazakhstan:

Advantages and Problems

報告者 林倬史（立教大学） 垣谷幸介（京都大学・院） 貫真英（城西大学） 江崎康弘（長崎県立大学） 杉田宗聴（阪南大学） 加藤志津子（明治大学）

15:20 討論者 夏目啓二（愛知東邦大学） 太田原準（同志社大学） 陳晋（立命館大学） 上田義朗（流通科学大学） 丹下英明（多摩大学） コンダカル・ラハマン（南山大学）

　　　評議員会（良心館４階・ＲＹ４１９教室）
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15:30 司会 畑中艶子（立命館大学） 太田原準（同志社大学） 陳晋（立命館大学） 關智一（立教大学） 藤川健（兵庫県立大学）

テーマ

先進国多国籍企業のBOPビジネス

に関する一考察ーネスレの事例を

中心としてー

日系２次サプライヤーの中国戦略

と矛盾―アイシン系２次サプライ

ヤーを事例にして

新興国発事業革新と本社・現地販社

のダイナミズム： エプソン・イン

クタンク導入事例から

タイの非製造業の海外展開に関す

る事例分析

アジアにおける日系繊維産業の新

たな経営戦略

報告者 張赫（東洋大学・院） 的場竜一（大阪市立大学・院） 松井義司（名古屋市立大学・院）
ズオン・ティ・トゥイ（流通科学

大学・院）・崔相鐵（関西大学）
丹下英明（多摩大学）

16:10 討論者 林倬史（立教大学） 佐伯靖雄（立命館大学） 高瑞紅（大阪経済大学） 関智宏（同志社大学） 杉田宗聴（阪南大学）

16:30

18:00

18:20

19:50

　　９月17日（月・祝）
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ＲＹ４２６　会員控え室

ＲＹ１０４　会員控え室 ＲＹ１０４　会員控え室

ＲＹ１０６　大会実行委員会 ＲＹ１０６　大会実行委員会

06

会員総会 　　会員総会（会場：良心館ＲＹ１０７教室）

懇親会 　　セカンドハウス・ウィル（室町キャンパス寒梅館７階）

良心館ＲＹ１０７教室

統一論題
　　　アジアにおけるパワーシフト？－新興国企業をめぐる企業間関係の新段階－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：柳町功（慶應義塾大学）、麻生潤（同志社大学）

趣旨説明 　　　        　　　夏目啓二（愛知東邦大学） アジアにおけるパワーシフト？－新興国企業をめぐる企業間関係の新段階－

第１報告 　　　　　　　　　立本博文（筑波大学） グローバル市場のエコシステム化とプラットフォーム企業の台頭

第２報告 　　　　　　　　　森原康仁（三重大学） 垂直分裂と垂直再統合―「産業組織の新たなアメリカ・モデル」と新興国における大量生産活動

第３報告 　　　　　　　　　宋娘沃（中国短期大学） 韓国半導体産業における技術競争力の現段階

第４報告 　　　　　　　　　川上桃子（ジェトロ・アジア経済研究所） グローバル生産ネットワークの興隆とパワーシフト：台湾の事例から

Information

大会期間中、アジア経営学会理事会（９月15日午後および17日昼）、評議員
会（16日昼）が開催される予定です。理事および評議員宛には学会事務局よ
り別途、ご案内予定です。
アジア経営学会事務局jsaamoffice@ifeama.org

   昼食 　　　　新理事会（良心館１階・ＲＹ１０５教室）

統一論題
　　パネルディスカッション　　　　　 　  立本博文（筑波大学）／森原康仁（三重大学）／宋娘沃（中国短期大学）／川上桃子（ジェトロ・アジア経済研究所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　討論者：秋野晶二（立教大学）／川端望（東北大学）    司会：柳町功（慶應義塾大学）、麻生潤（同志社大学）

閉会挨拶 　小阪隆秀（アジア経営学会会長・日本大学）


