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ご挨拶 

桜の季節となりました。皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。前回 1月の支部

会研究会には多くの方が参加されました。先生方の有意義な研究発表において活発な意

見交換も行われ、盛況な支部会となりました。次回の支部研究会は下記の日程と場所で

行います。終了後には懇親会を予定しています。お忙しいとは存じますが、皆様のご参

加を心よりお待ちいたしております。 

 

次回日程：2017年４月 22日（土）  

会場：法政大学市ヶ谷キャンパス・ボアソナードタワー 5 階 504 教室 

支部研究会 午後 2時開始 午後 5時終了予定 研究会終了後 懇親会  

 

                                          

 

2017年１月 第 102回関東支部研究会報告：研究テーマと発表内容           

 

 第 102回 関東支部研究会は 2017年 1月 7日（土）午後 2時から 5時まで、法政大学

市ヶ谷キャンパス・ボアソナードタワー25階 B会議室で開催されました。研究テーマと発

表内容は、次の通りです。  

 

1. Charles Nishikawa, Mejiro University, Partner/Consultant–Across Associates  

Title: Communication Challenges Faced by Japanese Executives in UK 

 

Japanese business executives often struggle to communicate with their British 

counterparts even though they are good English speakers. Generally, British tend to 

communicate in implicit ways and rely more on context compared with North 

Americans. A phrase, “I hear what you say.” might be a good example of cynical and 

sarcastic British expression. It could not be always interpreted as it says.  Considering 

Japan as a very homogenous society, it is not so easy for them to understand the various 

ways of doing things originated from many diverse cultural backgrounds. At least 

understanding the differences should be the first step to make their communication in 

business much smoother.  
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To some extent, British legal system, Common Law characterizes British 

mentality towards any rule that any authority should explained the necessity before its 

enforcement. This approach should also be applied in the office as well when you ask 

your staff to do something. In many cases, “because it is a rule” is not enough to 

convince your colleagues. On the contrary, they often take it rather negatively and put 

it at the bottom of their in-tray. Consequently, it will never happen. The recent outcome 

of EU referendum, so-called Brexit could be interpreted that ordinal British are so tired 

of many unreasonable regulations imposed by Brussels. 

Having said that, understanding of culture and a proper training could 

dramatically improve their communication skills. The recent successful presentations 

by Japanese executives in many international high-profile events have proved that the 

myth of bad presentation could be overcome by a thorough preparation and professional 

coaching. 

 

2．伊波浩美（慶應義塾大学） 
題目: ソーシャルビジネスの課題と今後の展望 ― 味の素社のガーナ栄養改善プロジェ 

クトの事例分析から― 
 

 味の素社の「ガーナ栄養改善プロジェクト」は、2015年に日経ソーシャルイニシアチブ

大賞を受賞した。本プロジェクトは、開発途上国における大きな社会課題の一つである栄

養不足問題を、持続可能なビジネスを通じて解決しようという「ソーシャルビジネス」の

確立の試みである。ビジネスとして成立させつつ、貧困地域の子どもの栄養問題を改善す

ることが狙いである。本プロジェクトは、Phase 1では、製品開発、市場調査、種々の社会

セクターとの連携確立、Phase 2では、現地生産立ち上げ、栄養効果試験、流通モデル試験

の実施、Phase 3では、ガーナ政府、国際援助機関、国際NGOなど様々なパートナーとの新

たな連携を構築して、持続可能なビジネスモデル確立に向けた取り組みが行われている。

本報告では、プロジェクトがスタートした2009年から現在に至るまでのデータを分析し、

本プロジェクトの成果を詳細に分析し、ソーシャルビジネスの課題について言及し、今後

の展望について、提言を行った。 

本プロジェクトの成功要因としては、(１) 味の素がガーナ大学、ガーナ保健省、国際機

関、国際NGOなど、様々なパートナーとの連携構築に成功したこと、(２) 味の素が重要な

ポテンシャルマーケットであるアフリカに関する土地勘と知見を持っていたこと、(３)本プ

ロジェクトが「栄養を改善する」という味の素のミッションに沿ったプロジェクトであっ

たこと、などが挙げられる。しかし、本プロジェクトは、様々な課題を抱えているのも事

実である。例えば、栄養改善の重要性を理解してもらうためには、啓発活動が必要だが、
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時間とお金がかなりかかり、需要開拓は味の素一社ではできない。またマーケットの規模

が小さいため、ビジネスとして成功させることが非常に難しい。 

今後、味の素は、ソーシャルインパクトとビジネスとしての持続性の両立を目指すこと

を目標に掲げ、短期～中期的には、ガーナ国内において、持続可能なビジネスモデルを構

築し、販売エリアを1州3地区から3州40地区に拡大させ、ターゲットとする乳幼児数を2万

人から50万人に増やすことを目指す。また、国連機関からの認証を得て、BtoGビジネス(政

府機関等による買い上げ)への可能性を拡げる予定である。また、中期～長期的には、ガー

ナ国内活動のビジネスモデルを他国へ横展開を図る予定である 

 

次回支部会について                                        

2017年 4月 22日（土）は支部会の公開講演の発表テーマ及び概要は次のとおりです。 

 

法政大学市ヶ谷キャンパス・ボアソナードタワー 5階 504教室  

 

研究会終了後、懇親会がありますので是非ご参加ください。 

１．金炯中 （静岡産業大学） 

題目：海外市場拡大戦略 －ハウス食品の事例を中心に－ 

 

 近年、食品産業のグローバル化に伴い、日系食品メーカーの海外進出が加速している。 

国際マーケティング論の領域では、企業のグローバル事業展開を初期参入段階、現地市場

拡大段階、そしてグローバル合理化段階に分類してとらえる見方がある。本報告では、グ

ローバル事業展開において最も重要視される現地市場拡大段階に注目しながら、食品メー

カーの国際マーケティング戦略について議論する。具体的には、ハウス食品が中国市場に

おいてどのような方法でカレー市場の拡大に成功したかについて明らかにする。 

 

2．山本慎悟（中央大学） 

題目：TSU/BPO取引の優位性について 

－信用状取引との貿易コミュニケーション面での違いに着目して－ 

 

貿易取引の現場では、銀行による支払確約である「信用状」が決済手段として伝統的に

用いられてきた。しかし近年、信用状決済の特徴である「確実性」と送金決済の特徴であ

る「迅速性」の両方の特性を兼ね備えた新たな決済手法を組み込んだ取引として注目を集

めているのが「TSU/BPO取引」である。本取引については類似取引である信用状取引との

比較において、その優位性が広く論じられているところである。本報告でも信用状取引を

比較対象としてその優位性を論じることとするが、特に貿易コミュニケーション面での違

いに着目し、TSU/BPO取引の優位性を見出したい。 
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会員出版物案内                                   

 
法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワーへのアクセスガイド 
【JR線】 総武線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10分  

【地下鉄線】 都営新宿線：市ヶ谷駅下車徒歩 10分  

【地下鉄線】 東京メトロ有楽町線：市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 10分  

【地下鉄線】 東京メトロ東西線：飯田橋駅下車徒歩 10分 

 

 

   

編集・発行： 〒194-0298 東京都町田市相原町 4342  

               法政大学経済学部 中谷研究室内 

        国際ビジネスコミュニケーション学会関東支部長 中谷安男 

               Tel. 042-783-2527  

        E-mail: nakatani@hosei.ac.jp / ynakatanister@gmail.com 

『未来を創造する国際マーケティング戦略論 

‐標準化・適応化戦略の理論と実践』 

  金炯中 著 

  2016年 5月 ミネルヴァ書房 


