
１０ ： ００～１２ ： ３０

　　Ｃ　韓日交流セッション　　　「グローバル組織戦略の進化―韓日企業の経験から ―」
（開会の言葉 5分、各報告 20分・コメント 5分、パネルディスカッション・質疑応答 45分）

…………………………………………………………………司会　椙山泰生（京都大学）

…………………コーディネータ　竹田陽子（横浜国立大学）、具承桓（京都産業大学）

■ Yong-Geun Kim (POSCO Research Institute)

"Predicting effective compensation practice in emerging Asian countries: 
 A comparison of fitness between national culture and compensation practices "

………コメンテータ　 浅川和宏（慶應義塾大学）

■ Kiyohiro Oki (Kansai Univ)

"Managing internal competition in multinational corporations: The role of home bases"
………コメンテータ　 Seung-Yong KIM (Professor, Dongguk Univ.)

■ Dong-Yeol Yoon (University of Ulsan)

"The relationships among global leadership competencies, personal characteristics, 
and knowledge transfer in Korean multinational corporations"

………コメンテータ　 石川　淳（立教大学）

■ Norio Tokumaru(Nagoya Institute of Technology) 

"Managing new product development and engineers in Japanese, Korean and 
Chinese firms"    　　　　    ………コメンテータ　 Dong-Hun YANG (Professor, Sogang Univ.)

　　　１２ ： ３０～１３ ： ３０ 昼食・理事会・拡大編集委員会

１３ ： ３０～１６ ： ００

　　Ｄ　全体シンポジウム　　　（各報告 20分、パネルディスカッション・質疑応答 70分）
…………………………………………………………司会　塩次喜代明（福岡女子大学）

………………………アドバイザー　赤岡　功（京都大学 ・県立広島大学　名誉教授）

■報告者　長内　厚（早稲田大学）　

「製品コンセプトイノベーション―デジタル家電産業における価値の質分析の試み―」
■報告者　朴唯新（県立広島大学）　

「日本の電気機器企業の組織間関係戦略の変遷―新しい組織間関係の構築―」
■報告者　上林憲雄（神戸大学） 

「グローバル市場主義の進展と日本型人的資源管理―組織と個人の新しい関係―」
■報告者　徳賀芳弘（京都大学）・大日方隆（東京大学）　　

「日本の財務会計研究の棚卸し―回顧と展望―」

１１月９日（土曜日） １１月１０日（日曜日）

９ ： ３０～９ ： ４０ 主催校挨拶………………………………大会実行委員長　平野　実（県立広島大学）

　　Ａ　統一論題報告　　　（各報告３５分、質疑応答１５分）……………司会　藤本昌代（同志社大学）
９ ： ４０～１０ ： ３０ 第 1 報告

   ■報告者　赤岡　功（京都大学 ・県立広島大学 名誉教授） 
　   「構造変化する世界と地方の政治経済システムと企業経営」
　

１０ ： ３０～１１ ： ２０ 第 2 報告

   ■報告者　藤本隆宏（東京大学） 
   「『ポスト冷戦期』の終わりと国内現場の再評価―グローバル経営への含意」

 休憩　10 分

１１ ： ３０～１２ ： ２０ 第 3 報告

   ■報告者　西口敏宏（一橋大学）
   「中国・温州人企業家の国際ネットワーク分析

     ―いかに地域と世界をつなげ，繁栄するか」

　　　１２ ： ３０～１３ ： ３０ 昼食・理事会・各種委員会　

　　Ｂ　特別講演
１３ ： ３０～１５ ： ００ 特別講演Ⅰ

   佐々木茂喜（オタフクソース株式会社　代表取締役社長）
   「『広島発全国へ』―ビジョナリー・カンパニーを目指して―」
 

 休憩　10 分

１５ ： １０～１６ ： ４０ 特別講演Ⅱ

   山内　孝（マツダ株式会社　代表取締役会長）
   「マツダの構造改革とブランド価値の向上に向けた取り組み」

１６ ： ５０～１７ ： ５０ 会員総会

１８ ： ００～２０ ： ００ 懇親会
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