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日程：2018 年 7 月 7 日（土）・8 日（日） 

会場：岡山理科大学 



アジア市場経済学会 第 22 回全国大会 プログラム 

7 月 7 日（土）午前（10：00～11：55）【自由論題報告】A1 号館 2 階各会場 

 
会場 第1 分科会（A0122） 第2 分科会（A0123） 第3 分科会（A0125） 

座長 山口 隆久（岡山理科大学） 栗原 理（広島大学） 張 婧（岡山理科大学） 

10：00 - 10：35 

報告時間25分 

コメント/質疑応答10分 

（以下同じ） 

論題 

持続可能な開発目標（SDGs）での

BOP ビジネス支援：JICA の「途上

国課題解決型ビジネス【SDGs ビ

ジネス】調査への新しい取り組

み」 

インドの経済発展について 
企業の内外における資源統合 

：台湾企業を事例として 

報告者 大島 英雄（大島経営研究所） 山中 高光（倉敷芸術科学大学） 江 向華（就実大学） 

コメンテータ 小林 守（専修大学） 林田 秀樹（同志社大学） 村松 潤一（岡山理科大学） 

10：40 - 11：15 

論題 

フェアトレード大学商品は好まれ

ない：フェアトレード大学認証の

必要性 

フードビジネスによる地域活性化

とハラル認証との関連 

ネットワーク戦略、取引費用か

らとらえた統合と調整：南アジ

アにおける現地経営の一考察 

報告者 
坂田 裕輔，太田 壮哉， 

飯島 高雄（近畿大学） 
関川 靖（名古屋文理大学） 岩淵 護（青森大学） 

コメンテータ 菊池 一夫（明治大学） 山中 高光（倉敷芸術科学大学） 関 智宏（同志社大学） 

11：20- 11：55 

論題 

 

「一帯一路」戦略下における中国

と東南アジア国家の経済合作発展

への考察 

意思決定者の自信に対する文化

的知性に関する一考察 

報告者 呉 力明（元広島経済大学院） 曽我 寛人（釧路公立大学） 

コメンテータ 大島 英雄（大島経営研究所） 岩淵 護（青森大学） 

 

7 月 7 日（土）午後（13：00～16：30）【基調講演・統一論題報告】 A1 号館 2 階 A0122 講義室 

司会 清野 聡（岡山理科大学） 

13：0013：10 趣旨説明 村松 潤一（岡山理科大学） 

13：1013：50 基調講演 
販売を超えたマツダのマーケティング戦略 

仁井内 進（マツダ株式会社ASEAN 事業室 室長） 

14：00 – 14：40 統一論題 
アジア市場経済のサービス化と日系企業：Thailand4.0 への対応を中心として 

藤岡 資正（明治大学ビジネススクール・チュラロンコン大学サシン日本センター） 

14：50 - 15：50 パネル・ディスカッション 

16：0017：00 会員総会 

17：1519：00 懇親会 A１号館11 階ラウンジ 

 



 

7 月 8 日（日）午前（10：00～11：55）【自由論題報告】 A1 号館 2 階各会場 

 
会場 第1 分科会（A0122） 第2 分科会（A0123） 第3 分科会（A0125） 

座長 江 向華（就実大学） 葉山 幸嗣（和光大学） 中井 教雄（広島修道大学） 

10：00 - 10：35 

論題 
日系食品メーカーのサプライチェ

ーン：中国東北三省の事例 

沖縄国際物流プラットフォームの

現状と課題 

ベトナムにおける自動車メーカー

の新規参入とチャネル課題 

報告者 髙橋 宏幸（久留米大学） 小森 正彦（亜細亜大学） 石川 和男（専修大学） 

コメンテータ 関 智宏（同志社大学） 岩尾 詠一郎（専修大学） 柯 麗華（静岡産業大学） 

10：40- 11：15 

論題 
小売国際化研究における撤退の意

義 

東アジアにおける有蹄類野生動物

の管理と資源化への考察 

アジア市場への農産物輸出の蓋然

性：北九州エリアの地産地消によ

る一考察 

報告者 菊池 一夫（明治大学） 佐々木 建洋（ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ） 村上 真理（九州国際大学） 

コメンテータ 村松 潤一（岡山理科大学） 高橋 伸二（函館大学） 清野 聡（岡山理科大学） 

11：20 - 11：55 

論題 
外食産業の国際化についての研

究：タイ市場の現状調査から 

「新経済」と中国経済のサービス

化について 

製造業マーケティングのサービス

視点からの考察：タイにおける一

眼カメラの事例から 

報告者 藤岡 芳郎（大阪産業大学） 陳 文挙（日本大学） 清野 聡（岡山理科大学） 

コメンテータ 今村 一真（茨城大学） 柯 麗華（静岡産業大学） 関 智宏（同志社大学） 

 

7 月 8 日（日）午後（13：00～14：55）【自由論題報告】A1 号館 2 階各会場 

 
会場 第1 分科会（A0122） 第2 分科会（A0123） 第3 分科会（A0125） 

座長 小森 正彦（亜細亜大学） 高橋 良平（倉敷芸術科大学） 大藪 亮（岡山理科大学） 

13：00 -13：35 

論題 

ASEAN 加盟国の経済統合につい

て：一次産品･同加工品の貿易を事

例として 

人民元国際化とアジア金融市場 台湾デジタルカメラ産業の発展 

報告者 林田 秀樹（同志社大学） 川本 明人（広島修道大学） 沼田 郷（青森大学） 

コメンテータ 西口 清勝（立命館大学） 関川 靖（名古屋文理大学） 藤岡 芳郎（大阪産業大学） 

13：40 -14：15 

論題 
ASEAN 域内におけるグローバル金

融制度改革への対応 

中国の"一帯一路"戦略と自由貿易

区の融合：中国(河南)自由貿易区

を事例として 

顧客関係からみた小売企業のアジ

ア進出プロセス 

報告者 中井 教雄（広島修道大学） 王 玉蘭（洛陽師範学院） 
張 婧（岡山理科大学） 

村松 潤一（岡山理科大学） 

コメンテータ 山口 隆久（岡山理科大学） 川本 明人（広島修道大学） 江 向華（就実大学） 

14：20 -14：55 

論題 

日本のハウスメーカーによるアジア

市場への適応：文化による価値の違

いを中心に 

DMO による観光施策と地域住民

合意の研究：アジア観光顧客と

の関係性 

日本語学習におけるエンゲージメ

ントの役割  

報告者 三好 純矢（岡山理科大学大学院） 高橋 良平（倉敷芸術科大学） 大藪 亮（岡山理科大学） 

コメンテータ 藤岡 芳郎（大阪産業大学） 村上 真理（九州国際大学） 今村 一真（茨城大学） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山理科大学（岡山市北区理大町1-1）へのアクセス  

■ 岡山駅（運動公園口）22 番のりばから  岡電バス「47  岡山理科大学」行きで約 20 分（終点） 

■ 岡山駅（後楽園口）13 番のりばから  岡電バス「37  理大東門」行きで約 30 分（終点） 

■ 岡山駅からタクシーで約 15 分  

 

理事会（8階）ラボ室2 

全体会・分科会（2階） 

懇親会（11階） 

A1号館となります。  


