
受賞のことば（研究発表部門） 

 
井上 泉（株式会社ジャパンリスクソリューション） 

 
 第４回異文化経営学会賞を受賞する栄誉を賜ったことは大変名誉なことであり、まこと

にありがとうございました。 
 
 思い起こしますと、馬越会長先生から、研究発表してはどうかというお勧めを頂戴した

ときは、実は別の学会からの講演依頼もあり、また関与先企業からの業務も立て込んでい

る時期でしたので、これらを同時に走らせることにためらっておりました。しかし、まあ

何とかなるだろうとチャレンジすることにしましたが、想像以上に奥が深く苦労しました。

しかし、今回表彰をいただき、やってよかったという思いでいっぱいであります。 
 
 私は 20年以上前から企業不祥事に関心を持ち、研究をして参りました。その間 10編ほ
ど論文や本を執筆し、多くの場で講演や発表をしてきましたが、研究の焦点というのは、

常に不祥事の場に登場する人間そのものにあります。法律や制度はコーポレート・ガバナ

ンスを円滑に動かすために必要不可欠なものですが、それだけでは不祥事を律することは

できません。なぜ人は不祥事に踏み込むのか、そのときその人は何を考えていたのかとい

う人間性や人間心理についての考察が不祥事を考えるときに不可欠と考えます。 
 
 賞をいただいた「企業不祥事における個人と組織」では、企業不祥事の再発防止に関し、

ややもすると仕組みや法律面での論議が前面に出がちですが、これに追加するに、人の要

素を経営者層と社員層の２つのカテゴリーに分けて不祥事の発生原因を分析し、それぞれ

のカテゴリーにおける対処方法を提言するということにチャレンジいたしました。それに

ついていささかでもご関心を持っていただいたとすれば、大変うれしく思います。今後こ

の基本スタンスは、企業を構成する経営者と社員それぞれに課せられるビジネス倫理のあ

り方に拡張していくべきものと考えています。 
 
 今後とも引き続き企業不祥事における人間を見つめ続けるとともに、異文化研究にもつ

ながりますが、欧米特にアメリカとドイツの会社の機関設計のあり方と日本のそれとを比

較検討し、どのようなガバナンスが我が国に向いているのかなどについても研究を進めて

参ります。 
  

学会だより 

活動報告 

 

2015年第 1回研究大会  2015年 3月 7日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

9号館地下 2階 9B21教室 

司会：井川紀道（本学会理事・日本大学大学院グローバルビジネス研究科教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：カマロフ アブドゥルアジズ（北海道大学大学院文学研究科修士課程） 
テーマ：「多国籍企業のロシアにおける人的資源管理」 
コメンテーター：平澤賢一（会津大学短期大学部教授） 
〔第 2報告〕 
報告者：櫻井功男（日清食品ホールディングス株式会社/青山学院大学大学院博士後期課程） 

テーマ：「CSR活動におけるグローバル業界団体活用の可能性」 

コメンテーター：田中宏司（東京交通短期大学名誉教授） 

〔第 3報告〕 
報告者：小池裕子（日本橋学館大学リベラルアーツ学部総合経営学科教授） 

テーマ：「女性の登用と株価パフォーマンスの関係についての実証研究」 

コメンテーター：加藤里美（愛知工業大学経営学部教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：林 望（作家・国文学者）  

テーマ：「イギリスとの遭遇と格闘」 

 

2015年総会及び第 2回研究大会 2015年 7月 18日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

11号館 5階 1151教室 

司会：中村好伸（本学会監事・リロ・パナソニックエクセルインターナショナル㈱） 
〔第 1報告〕 
報告者：根岸正実（中央大学総合政策研究科博士後期課程） 
テーマ：「ベトナムにおける中堅・中小企業の海外マネジメントの考察」 
コメンテーター：内田康郎（本学会理事・富山大学経済学部教授）  

〔第 2報告〕 
報告者：坂田淳一（桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授） 

テーマ：「海外事業展開を行う日本の中堅製造企業における、情報システムの戦略的活用と
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IT担当役員の有する権限の深浅に係る分析研究」 

コメンテーター：竹之内秀行（上智大学経済学部教授） 
〔招聘講演〕 
報告者：渋澤 健（コモンズ投信株式会社会長、財団法人渋沢栄一記念財団理事） 
テーマ：「21世紀の価値創造 ～渋沢栄一とグローバリゼーション～」 
 

2015年第 3回研究大会  2015年 11月 14日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

9号館地下 2階 9B23教室 

司会：市川順一（本学会理事・折尾愛真短期大学経済科准教授） 
〔報告〕 
報告者：井上 泉（株式会社ジャパンリスクソリューション代表取締役社長） 

テーマ：「企業不祥事における個人と組織」 

コメンテーター：高橋浩夫（白鷗大学名誉教授・宇都宮大学客員教授） 

〔フェロー特別講演〕 
報告者：林 倬史（立教大学名誉教授・国士舘大学経営学部客員教授） 

テーマ：「新たな経営戦略論をめざして－M.Porterの CSV戦略論を超えて」 

〔招聘講演〕 
講演者：川村 隆（株式会社日立製作所相談役） 

テーマ：「日立製作所の経営改革」 

 

2016年第 1回研究大会  2016年 3月 19日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

11号館 5階 1151教室 

司会：山本崇雄（本学会理事・神奈川大学経済学部准教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：韓 三澤（愛知工業大学大学院経営情報科学研究科博士後期課程） 

テーマ：「日本型イノベーションの二つのキーコンセプト」 

コメンテーター：中村 潤（金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科 

客員教授） 

〔第 2報告〕 
報告者：呉原賢愛（大阪経済法科大学客員研究員） 

テーマ：「日本のシステム開発企業のグローバリゼーションの動向 

 〜中堅技術者のグローバル人材教育を中心に〜」 

コメンテーター：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 

〔第 3報告〕 
報告者：朱 藝（筑波大学助教） 

テーマ：「異文化の市場における従業員の動機付け：経営人類学的考察」 

コメンテーター：八代充史（慶應義塾大学商学部教授） 

〔第 4報告〕 
報告者：花見 忠（上智大学名誉教授・弁護士） 

テーマ：「『歴史認識』の異文化論的再検討」 

コメンテーター：高橋浩夫（白鷗大学名誉教授・宇都宮大学客員教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：野波健蔵（千葉大学特別教授・（株）自律制御システム研究所代表取締役 ） 

テーマ：「進化するドローンと空の産業革命」 

 

2016年総会及び第 2回研究大会 2016年 7月 16日（土）13：15～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

11号館 5階 1151教室 

司会：小野豊和（本学会理事・東海大学経営学部教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：坂野弘幸（北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士後期課程） 

テーマ：「海外帰任者は何故会社を辞めるのか？その主な理由とグローバル人材流失を止め

る方策」 

コメンテーター：佐脇英志（本学会理事・亜細亜大学経営学部特任教授） 
〔第 2報告〕 
報告者：徐 毅菁（東海大学経営学部経営学科助教） 

テーマ：「国籍が従業員の失敗原因帰属行動に与える影響」 

コメンテーター：古川千歳（本学会幹事・愛知大学経営学部助教） 

〔第 3報告〕 
報告者：堤 悦子（北海商科大学商学部教授） 

テーマ：「日本的雇用慣行の再考察：企業の人事政策」 

コメンテーター：谷口洋志（本学会理事・中央大学経済学部教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：佐々木常夫（株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役） 

テーマ：「経営戦略としてのダイバーシティとリーダーシップ」 
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IT担当役員の有する権限の深浅に係る分析研究」 

コメンテーター：竹之内秀行（上智大学経済学部教授） 
〔招聘講演〕 
報告者：渋澤 健（コモンズ投信株式会社会長、財団法人渋沢栄一記念財団理事） 
テーマ：「21世紀の価値創造 ～渋沢栄一とグローバリゼーション～」 
 

2015年第 3回研究大会  2015年 11月 14日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

9号館地下 2階 9B23教室 

司会：市川順一（本学会理事・折尾愛真短期大学経済科准教授） 
〔報告〕 
報告者：井上 泉（株式会社ジャパンリスクソリューション代表取締役社長） 

テーマ：「企業不祥事における個人と組織」 

コメンテーター：高橋浩夫（白鷗大学名誉教授・宇都宮大学客員教授） 

〔フェロー特別講演〕 
報告者：林 倬史（立教大学名誉教授・国士舘大学経営学部客員教授） 

テーマ：「新たな経営戦略論をめざして－M.Porterの CSV戦略論を超えて」 

〔招聘講演〕 
講演者：川村 隆（株式会社日立製作所相談役） 

テーマ：「日立製作所の経営改革」 

 

2016年第 1回研究大会  2016年 3月 19日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

11号館 5階 1151教室 

司会：山本崇雄（本学会理事・神奈川大学経済学部准教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：韓 三澤（愛知工業大学大学院経営情報科学研究科博士後期課程） 

テーマ：「日本型イノベーションの二つのキーコンセプト」 

コメンテーター：中村 潤（金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科 

客員教授） 

〔第 2報告〕 
報告者：呉原賢愛（大阪経済法科大学客員研究員） 

テーマ：「日本のシステム開発企業のグローバリゼーションの動向 

 〜中堅技術者のグローバル人材教育を中心に〜」 

コメンテーター：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 

〔第 3報告〕 
報告者：朱 藝（筑波大学助教） 

テーマ：「異文化の市場における従業員の動機付け：経営人類学的考察」 

コメンテーター：八代充史（慶應義塾大学商学部教授） 

〔第 4報告〕 
報告者：花見 忠（上智大学名誉教授・弁護士） 

テーマ：「『歴史認識』の異文化論的再検討」 

コメンテーター：高橋浩夫（白鷗大学名誉教授・宇都宮大学客員教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：野波健蔵（千葉大学特別教授・（株）自律制御システム研究所代表取締役 ） 

テーマ：「進化するドローンと空の産業革命」 

 

2016年総会及び第 2回研究大会 2016年 7月 16日（土）13：15～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

11号館 5階 1151教室 

司会：小野豊和（本学会理事・東海大学経営学部教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：坂野弘幸（北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士後期課程） 

テーマ：「海外帰任者は何故会社を辞めるのか？その主な理由とグローバル人材流失を止め

る方策」 

コメンテーター：佐脇英志（本学会理事・亜細亜大学経営学部特任教授） 
〔第 2報告〕 
報告者：徐 毅菁（東海大学経営学部経営学科助教） 

テーマ：「国籍が従業員の失敗原因帰属行動に与える影響」 

コメンテーター：古川千歳（本学会幹事・愛知大学経営学部助教） 

〔第 3報告〕 
報告者：堤 悦子（北海商科大学商学部教授） 

テーマ：「日本的雇用慣行の再考察：企業の人事政策」 

コメンテーター：谷口洋志（本学会理事・中央大学経済学部教授） 

〔招聘講演〕 
講演者：佐々木常夫（株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役） 

テーマ：「経営戦略としてのダイバーシティとリーダーシップ」 
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2016年第 3回研究大会  2016年 11月 26日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

9号館地下 2階 9B21教室 

司会：佐脇英志（本学会理事・亜細亜大学経営学部特任教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：王 俊紅（上海理工大学講師） 

テーマ：「日系企業における中国人社員のストレスが形成する原因に関する考察 

－異文化コミュニケーションの視点から－」 

コメンテーター：中村好伸（リロ・パナソニック エクセルインターナショナル株式会社 

顧問・本学会監事） 

〔第 2報告〕 
報告者：山本明男（明治大学経営学部特任講師） 

テーマ：「異文化融和を目指したハイブリッド関係の構築  

－グローバル社会で活躍するために－」 

コメンテーター：市川順一（本学会理事・折尾愛真短期大学経済科准教授） 

〔第 3報告〕 
報告者：薄上二郎（本学会理事・青山学院大学経営学部教授） 

テーマ：「タトゥーと雇用管理に関する国際比較研究」 

コメンテーター：笠原民子（静岡県立大学経営情報学部専任講師） 

〔招聘講演〕 
講演者：田川博己（株式会社ジェーティービー 代表取締役会長） 

テーマ：「ツーリズムの世界の潮流と今後の日本のインバウンド戦略」 

（敬称略） 

 
Transcultural Management Society: International Session 

第 4回インターナショナルセッション 
2015年 5月 8日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14404教室(14号棟 4階) 

司会：平塚広義（青山学院大学地球社会共生学部助教） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第 1報告〕 
報告者：Cheng Chi（立命館大学 経営学研究科後期博士課程）   
 シュルンツェ ロルフ（立命館大学 経営学研究科教授） 
テーマ：“Towards a framework of assessing Chinese expatriate managers” and  

“Foreign managers' networking practices - a panel survey from Japan” 
コメンテーター：薄上二郎（青山学院大学経営学部教授）  
〔招聘講演〕 
報告者：植木安弘（上智大学総合グローバル学部教授、前国連広報官） 
テーマ： “Multicultural Society and International Terrorism” 
 
第 5回インターナショナルセッション 

2015年 12月 4日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14404教室(14号棟 4階) 

司会：平塚広義（青山学院大学地球社会共生学部助教） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
報告者：大西 純（横浜市立大学国際総合科学群教授） 
テーマ：“Motivation, Satisfaction, and Stress of Employees  

at Japanese Manufacturers in Asia” 
コメンテーター：井川紀道（東洋学園大学現代経営学部 客員教授） 
〔招聘講演〕 
講演者：Thomas W. Whitson（元在日米国商工会議所会頭）  
テーマ：“JMEC and a Changing Japan” 
 
第 6回インターナショナルセッション 

2016年 5月 13日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14509教室(14号棟 5階) 

司会：薄上二郎 (青山学院大学 経営学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第１報告〕 
報告者：Doaa Zaher (Doctoral Course Student, Graduate School, JF. Oberlin University) 
テーマ：“Knowledge Management Strategy and Job Satisfaction in Multicultural 

Organization : How to make it work ?” 
コメンテーター：山本明男（明治大学経営学部特任講師、鹿島建設株式会社建築管理本部 

専任部長） 
〔招聘講演〕 
講演者：Nicholas Benes（公益社団法人会社役員育成機構 代表理事） 
テーマ：“What the Governance Reform Process Tells Us About Multicultural  

Management” 
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2016年第 3回研究大会  2016年 11月 26日（土）13：30～18：00 

於）立正大学（品川キャンパス） 

9号館地下 2階 9B21教室 

司会：佐脇英志（本学会理事・亜細亜大学経営学部特任教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：王 俊紅（上海理工大学講師） 

テーマ：「日系企業における中国人社員のストレスが形成する原因に関する考察 

－異文化コミュニケーションの視点から－」 

コメンテーター：中村好伸（リロ・パナソニック エクセルインターナショナル株式会社 

顧問・本学会監事） 

〔第 2報告〕 
報告者：山本明男（明治大学経営学部特任講師） 

テーマ：「異文化融和を目指したハイブリッド関係の構築  

－グローバル社会で活躍するために－」 

コメンテーター：市川順一（本学会理事・折尾愛真短期大学経済科准教授） 

〔第 3報告〕 
報告者：薄上二郎（本学会理事・青山学院大学経営学部教授） 

テーマ：「タトゥーと雇用管理に関する国際比較研究」 

コメンテーター：笠原民子（静岡県立大学経営情報学部専任講師） 

〔招聘講演〕 
講演者：田川博己（株式会社ジェーティービー 代表取締役会長） 

テーマ：「ツーリズムの世界の潮流と今後の日本のインバウンド戦略」 

（敬称略） 

 
Transcultural Management Society: International Session 

第 4回インターナショナルセッション 
2015年 5月 8日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14404教室(14号棟 4階) 

司会：平塚広義（青山学院大学地球社会共生学部助教） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第 1報告〕 
報告者：Cheng Chi（立命館大学 経営学研究科後期博士課程）   
 シュルンツェ ロルフ（立命館大学 経営学研究科教授） 
テーマ：“Towards a framework of assessing Chinese expatriate managers” and  

“Foreign managers' networking practices - a panel survey from Japan” 
コメンテーター：薄上二郎（青山学院大学経営学部教授）  
〔招聘講演〕 
報告者：植木安弘（上智大学総合グローバル学部教授、前国連広報官） 
テーマ： “Multicultural Society and International Terrorism” 
 
第 5回インターナショナルセッション 

2015年 12月 4日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14404教室(14号棟 4階) 

司会：平塚広義（青山学院大学地球社会共生学部助教） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
報告者：大西 純（横浜市立大学国際総合科学群教授） 
テーマ：“Motivation, Satisfaction, and Stress of Employees  

at Japanese Manufacturers in Asia” 
コメンテーター：井川紀道（東洋学園大学現代経営学部 客員教授） 
〔招聘講演〕 
講演者：Thomas W. Whitson（元在日米国商工会議所会頭）  
テーマ：“JMEC and a Changing Japan” 
 
第 6回インターナショナルセッション 

2016年 5月 13日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14509教室(14号棟 5階) 

司会：薄上二郎 (青山学院大学 経営学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第１報告〕 
報告者：Doaa Zaher (Doctoral Course Student, Graduate School, JF. Oberlin University) 
テーマ：“Knowledge Management Strategy and Job Satisfaction in Multicultural 

Organization : How to make it work ?” 
コメンテーター：山本明男（明治大学経営学部特任講師、鹿島建設株式会社建築管理本部 

専任部長） 
〔招聘講演〕 
講演者：Nicholas Benes（公益社団法人会社役員育成機構 代表理事） 
テーマ：“What the Governance Reform Process Tells Us About Multicultural  

Management” 
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第 7回インターナショナルセッション 
2016年 12月 16日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14605教室(14号棟 6階) 

司会：薄上二郎 (青山学院大学経営学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第１報告〕 
報告者：Thomas Gregg (Researcher, obtained a Master's degree from The University of 

Tokyo)  
テーマ：“Emerging trends of young multicultural employees” 
コメンテーター：臼井 哲也（本学会理事・日本大学法学部教授） 
〔招聘講演〕 
報告者：今北純一（コーポレート・バリュー・アソシエーツパートナー兼日本関連プロジ

ェクト統括マネージング ディレクター） 
テーマ：「IoT時代のイノベーションのグローバルトレンド」 
 

地域部会 

第 2回九州部会 

2015年 3月 14日（土） 14:00～17：00 

於）東海大学熊本キャンパス新 1号館 3階 1302教室 

総合司会：市川順一（九州部会事務局長・折尾愛真短期大学准教授） 

〔開催挨拶〕小野豊和（九州部会長・東海大学経営学部教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：村上良三（ハリウッド大学院大学客員教授） 
テーマ：「日本における『女性労働論』の課題と展望〜なぜ「女性の活用論」かを探る」 

討論者：小野豊和（東海大学経営学部教授） 

〔第 2報告〕 
報告者：江本伸哉（九州国際大学経済学部特任教授 兼（公財） 

アジア成長研究所協力研究員） 
テーマ：「日韓中鉄鋼・自動車部品貿易構造の変容」 

討論者：市川順一（折尾愛真短期大学准教授） 

〔特別講演〕 
「赦しと祈り〜水俣病患者 緒方正実さんとの出会いから〜」  

講演者：牧口敏孝（熊本学園大学水俣学研究センター客員研究員・元ＲＫＫ熊本放送報道

部記者） 

〔全体総括〕 
井沢良智（九州情報大学） 

 

第 3回九州部会 

2016年 3月 12日（土） 14:00～17：00 

於）東海大学熊本キャンパス Siesta 

総合司会：市川順一（本学会理事・九州部会事務局長・折尾愛真短期大学） 

〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第 1報告〕 
報告者：岡 陽子（福岡大学商学部） 

テーマ：「マネジメントにおける異文化受容力の再定義  

〜日本人労使間コミュニケーションへの提案〜」 

〔第 2報告〕 
報告者：堤 悦子（北海商科大学商学部教授） 
テーマ：「グローバル市場の中の日本の酪農経営」 
〔第 3報告〕 
報告者：李 良姫（東亜大学人間科学部教授） 
テーマ：「伝統芸能公演施設の経営と観光資源化に関する日韓比較」 
講評：井沢良智（九州情報大学教授） 
〔ポスター発表〕 
①  NPO法人花咲盛における取り組み 
柴田将吾、黒田優弥、北崎拓郎、倉重昌平（東海大学経営学部経営学科学生） 
木之内均（東海大学経営学部経営学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科

准教授） 
②  地域における阿蘇固有種の潜在的価値 
穂園哲郎、松延芳樹（東海大学経営学部経営学科学生） 
長野克也（東海大学農学部応用植物学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学

科准教授） 
③  アクアリウムを利用した休耕田の活用法 
菅真司、実方寿樹也、宮越裕規（東海大学経営学部経営学科学生） 
木之内均（東海大学経営学部経営学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科

准教授） 
〔招聘講演〕 
講演者：小堀俊夫（細川家の茶の湯（肥後古流白水会会長）家元、小堀家 13代） 

－ 78 －



第 7回インターナショナルセッション 
2016年 12月 16日（金）18：35～20：30 

於）青山学院大学（青山キャンパス）14605教室(14号棟 6階) 

司会：薄上二郎 (青山学院大学経営学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第１報告〕 
報告者：Thomas Gregg (Researcher, obtained a Master's degree from The University of 

Tokyo)  
テーマ：“Emerging trends of young multicultural employees” 
コメンテーター：臼井 哲也（本学会理事・日本大学法学部教授） 
〔招聘講演〕 
報告者：今北純一（コーポレート・バリュー・アソシエーツパートナー兼日本関連プロジ

ェクト統括マネージング ディレクター） 
テーマ：「IoT時代のイノベーションのグローバルトレンド」 
 

地域部会 

第 2回九州部会 

2015年 3月 14日（土） 14:00～17：00 

於）東海大学熊本キャンパス新 1号館 3階 1302教室 

総合司会：市川順一（九州部会事務局長・折尾愛真短期大学准教授） 

〔開催挨拶〕小野豊和（九州部会長・東海大学経営学部教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：村上良三（ハリウッド大学院大学客員教授） 
テーマ：「日本における『女性労働論』の課題と展望〜なぜ「女性の活用論」かを探る」 

討論者：小野豊和（東海大学経営学部教授） 

〔第 2報告〕 
報告者：江本伸哉（九州国際大学経済学部特任教授 兼（公財） 

アジア成長研究所協力研究員） 
テーマ：「日韓中鉄鋼・自動車部品貿易構造の変容」 

討論者：市川順一（折尾愛真短期大学准教授） 

〔特別講演〕 
「赦しと祈り〜水俣病患者 緒方正実さんとの出会いから〜」  

講演者：牧口敏孝（熊本学園大学水俣学研究センター客員研究員・元ＲＫＫ熊本放送報道

部記者） 

〔全体総括〕 
井沢良智（九州情報大学） 

 

第 3回九州部会 

2016年 3月 12日（土） 14:00～17：00 

於）東海大学熊本キャンパス Siesta 

総合司会：市川順一（本学会理事・九州部会事務局長・折尾愛真短期大学） 

〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔第 1報告〕 
報告者：岡 陽子（福岡大学商学部） 

テーマ：「マネジメントにおける異文化受容力の再定義  

〜日本人労使間コミュニケーションへの提案〜」 

〔第 2報告〕 
報告者：堤 悦子（北海商科大学商学部教授） 
テーマ：「グローバル市場の中の日本の酪農経営」 
〔第 3報告〕 
報告者：李 良姫（東亜大学人間科学部教授） 
テーマ：「伝統芸能公演施設の経営と観光資源化に関する日韓比較」 
講評：井沢良智（九州情報大学教授） 
〔ポスター発表〕 
①  NPO法人花咲盛における取り組み 
柴田将吾、黒田優弥、北崎拓郎、倉重昌平（東海大学経営学部経営学科学生） 
木之内均（東海大学経営学部経営学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科

准教授） 
②  地域における阿蘇固有種の潜在的価値 
穂園哲郎、松延芳樹（東海大学経営学部経営学科学生） 
長野克也（東海大学農学部応用植物学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学

科准教授） 
③  アクアリウムを利用した休耕田の活用法 
菅真司、実方寿樹也、宮越裕規（東海大学経営学部経営学科学生） 
木之内均（東海大学経営学部経営学科教授）、的場英行（東海大学経営学部経営学科

准教授） 
〔招聘講演〕 
講演者：小堀俊夫（細川家の茶の湯（肥後古流白水会会長）家元、小堀家 13代） 
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テーマ：「熊本における茶の湯の歴史と海外との交流事業」 
〔閉会挨拶〕 
小野豊和（九州部会長・東海大学経営学部教授） 
 
第 2回中部部会 

2015年 5月 16日（土）14：00〜18：00 

於）愛知大学名古屋キャンパス 講義棟 L707 

総合司会：古川千歳（本学会幹事・愛知大学経営学部助教） 

〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔開会挨拶〕木村友保（本学会理事・中部部会長・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 1報告〕 
司 会：木村友保（名古屋外国語大学） 

報告者：蕎麦谷茂（名古屋外国語大学） 

テーマ：「異文化との遭遇 －アメリカ・カナダ 10年のビジネス体験から－」 

〔第 2報告〕 
司 会：加藤里美（愛知工業大学） 

報告者：小島正憲（小島衣料） 

テーマ：「バングラデシュ・ミャンマー・カンボジアの異文化経営比較」 

〔招聘講演〕 
講演者：亀山郁夫（名古屋外国語大学学長） 

テーマ：「文化の未来、教養の未来」 

 

第 3回中部部会 

2016年 6月 18日（土）14：00〜18：00 

於）名古屋外国語大学 7号館 722教室 

総合司会：木村友保（本学会理事・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
〔開会挨拶〕木村友保（本学会理事・中部部会長・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：北原敬之（京都産業大学経営学部教授） 
テーマ：「異文化経営における思考と行動 

 〜日本企業の米国拠点での経験から得られた知見」 
司会：蕎麦谷 茂（名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔第 2報告〕 

報告者：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 
テーマ：「ヤンゴンにおけるミャンマー人従業員の仕事に関する価値観」 
司 会：古川千歳（本学会幹事・愛知大学経営学部助教） 
 
第 2回関西部会 

2015年 6月 20日（土）13：20〜17：05 

於）関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス 

大学院 1号館 2階 205教室 

〔開催挨拶〕藤澤武史（本学会理事・関西部会長・関西学院大学教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：藤原由紀子（神戸学院大学） 
テーマ：「社内公用語の決定要因について－分析フレームワークの構築を目的として－」 

司会兼討論者：古沢昌之（本学会理事・大阪商業大学教授） 
〔第 2報告〕 
報告者： 古賀賢次（日本在外企業協会 海外安全アドバイザー） 

テーマ：「過激派組織ＩＳのテロの脅威に対する官民の取組みについて 

〜テロが発生する原因の考察と今後の展望〜 」 

司会兼討論者 ：藤澤 武史（関西学院大学） 

〔特別講演〕 
講演者：島村東世子（株式会社イー・グローブ代表取締役社長） 

テーマ：「英語プレゼンテーション教育における異文化理解の重要性」 

 
第 3回関西部会 

2016年 6月 25日（土）14：00〜17：00 

於）大阪商業大学ネットワークレクチャールーム図書館ビル 4Ｆ 

〔統一テーマ〕 
「異文化経営と英語力」 
〔開催挨拶〕古沢昌之（本学会理事・関西部会長・大阪商業大学教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：加賀田哲也（大阪教育大学教授）、盛岡貴昭（大阪商業大学総合経営学部助教） 
テーマ：「わが国における英語教育の変革 －問題意識・施策・成果と今後の展望－」 
〔第 2報告〕 
報告者：西村博昭（ヤンマー株式会社労政部グローバル人事担当部長・元パナソニック株

式会社国際人事センター所長） 
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テーマ：「熊本における茶の湯の歴史と海外との交流事業」 
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テーマ：「バングラデシュ・ミャンマー・カンボジアの異文化経営比較」 

〔招聘講演〕 
講演者：亀山郁夫（名古屋外国語大学学長） 
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第 3回中部部会 
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於）名古屋外国語大学 7号館 722教室 

総合司会：木村友保（本学会理事・名古屋外国語大学現代国際学部教授） 
〔会長挨拶〕馬越恵美子（異文化経営学会会長） 
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報告者：加藤里美（本学会理事・愛知工業大学経営学部教授） 
テーマ：「ヤンゴンにおけるミャンマー人従業員の仕事に関する価値観」 
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第 2回関西部会 

2015年 6月 20日（土）13：20〜17：05 

於）関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス 

大学院 1号館 2階 205教室 

〔開催挨拶〕藤澤武史（本学会理事・関西部会長・関西学院大学教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：藤原由紀子（神戸学院大学） 
テーマ：「社内公用語の決定要因について－分析フレームワークの構築を目的として－」 

司会兼討論者：古沢昌之（本学会理事・大阪商業大学教授） 
〔第 2報告〕 
報告者： 古賀賢次（日本在外企業協会 海外安全アドバイザー） 

テーマ：「過激派組織ＩＳのテロの脅威に対する官民の取組みについて 

〜テロが発生する原因の考察と今後の展望〜 」 

司会兼討論者 ：藤澤 武史（関西学院大学） 

〔特別講演〕 
講演者：島村東世子（株式会社イー・グローブ代表取締役社長） 

テーマ：「英語プレゼンテーション教育における異文化理解の重要性」 

 
第 3回関西部会 

2016年 6月 25日（土）14：00〜17：00 

於）大阪商業大学ネットワークレクチャールーム図書館ビル 4Ｆ 

〔統一テーマ〕 
「異文化経営と英語力」 
〔開催挨拶〕古沢昌之（本学会理事・関西部会長・大阪商業大学教授） 
〔第 1報告〕 
報告者：加賀田哲也（大阪教育大学教授）、盛岡貴昭（大阪商業大学総合経営学部助教） 
テーマ：「わが国における英語教育の変革 －問題意識・施策・成果と今後の展望－」 
〔第 2報告〕 
報告者：西村博昭（ヤンマー株式会社労政部グローバル人事担当部長・元パナソニック株

式会社国際人事センター所長） 
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テーマ：「パナソニックにおける異文化経営と英語教育を振り返って 
－その変遷と成果・今後の展望－」 

〔質疑応答・パネルディスカッション〕 
コーディネーター： 安室憲一 (本学会理事・大阪商業大学総合経営学部教授) 
コメンテーター：藤澤武史（本学会理事・関西学院大学商学部教授） 
コメンテーター：山本明男（鹿島建設） 
〔総括コメント〕 
馬越恵美子（本学会会長） 

 

第１回北陸部会・設立総会 

2015年 8月 29日（土）13：20〜17：05 

於）ホテルグランテラス富山 彩雲の間 

〔設立総会〕 
〔第 1報告〕 
報告者：笹谷秀光（株式会社伊藤園取締役 CSR推進部長） 
テーマ：「地方創生とグローバリゼーションに向けての異文化経営戦略」 

コメンテーター：中村好伸（リロ・パナソニックエクセルインターナショナル㈱） 
〔第 2報告〕 
報告者：平田 透（金沢大学教授） 
テーマ：「異質な知の重要性～知識経営から見た知の相乗効果～」 
コメンテーター：臼井哲也（日本大学） 
〔特別講演〕 
報告者：若林啓介（（株）若林商店代表取締役） 
テーマ：「商社マンから地域企業経営者へ：グローバルとグローカル」 

（敬称略） 

  

 

異文化経営研究会（現・異文化経営学会）設立趣旨 

 

グローバリゼーションは、ビジネスのみならず、社会の隅々にまで広がりつつある。今

後は、多国籍企業によるグローバルビジネスの展開というマクロ的な流れ以上に、情報技

術の普及により、国を越えて人々が瞬時に交流するという、ミクロのグローバリゼーショ

ンが進展すると予想される。その反面、文明の衝突と言われるように、国や民族や宗教や

地域の間や、個人の間で、文化がぶつかりあい摩擦を生んでいることも事実である。 

 

経営に目をむければ、20世紀末にはアングロサクソン的経営が競争力をもち、各国の経
営手法が米国中心のいわゆるグローバル・スタンダードに収斂していく傾向が見られた。

しかし新世紀の到来とともに、米国の大企業数社が破綻し、経営トップの不祥事が白日の

下にさらされ、米国型経営の神話はもはや風前の灯火である。また 1980年代に一世を風靡
した日本的経営もいまや過去の遺物となっている。一方この間、中国は世界の工場と称さ

れるまでに発展し、台湾、韓国、シンガポールなどの躍進もめざましいものがある。 

 

このような状況にあって、アジアに位置しながら、欧米企業と肩をならべるまでに発展

した日本企業はますます、国際化の歩を進めている。すでに、海外に現地法人を設立する

のみならず、本社のトップに外国人を迎えたり、本社そのものを海外に移転したりする試

みが始まっている。また、海外に進出した企業には異文化経営に関する豊富な事例があり、

海外現地法人という異文化の最前線で苦労を重ねた先人のエピソードも数多くある。さら

に、日本企業の生産現場で培われたノウハウも海外の工場に移植され、活かされている。 

 

しかし残念なことに、これらの経験知は断片的なものとして存在し、社会的に共有され

るまでにいたっていない。それだけでなく、これまでの経験知を<異文化経営論>として系

統的に研究し蓄積し、発信することを目的に活動している組織も、今のところ存在してい

ない。ここに本研究会発足の意義がある。 

 

本研究会は、様々な国籍や言語や文化的背景の人々が織り成す<異文化経営>の事例研究

を系統的に行い、経験知を形式知に転換することで得られた知識や知恵を、後世に継承す

ることを使命としたい。また、国内外の人的交流を図り、かつ新たな理論的な枠組みを提

唱することも目指す。なお文化に関しては、これを広義に捉え、国、地域、企業、組織、

個人等の様々な視点を尊重しながらマネジメントとの関連から捉えたいと考える。 
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