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ご挨拶 

早秋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 4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 9月 30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 25 階 B 会議室 

午後 2時開始 支部研究会・支部総会 午後 5時終了予定 終了後懇親会  

 

                                          

 

2017年 4月 第 103回関東支部研究会報告：研究テーマと発表内容           

 

 第 103回 関東支部研究会は 2017年 4月 22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5 階 504 教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. 金 炯中 （静岡産業大学） 

題目: 食品企業の海外市場拡大戦略―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。 

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を行った。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

て明らかにした。同社は、現地向けに開発したカレールウを、中間層の手の届く価格に設

定し、顧客の利便性を考慮しながら展開していることが明確になった。また、コミュニケ

ーション戦略においては、テレビ広告のみならず、各種イベントや試食、そして映画など

とのコラボレーションを通じ、「認知」と「理解」段階に焦点を当て、効果的なマーケテ

ィング・コミュニケーションを展開していることも確認できた。 
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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－ 
 

 本報告では、信用状取引との比較において決済の「確実性」および「迅速性」が強調さ

れるTSU/BPO取引にスポットを当て、本取引が有するそれ以外の優位性を浮き彫りにする

ことを目的とした。まず信用状取引とTSU/BPO取引の両取引を大きく「支払確約の基礎樹

立」、「支払確約の基礎変更」、「支払確約有効化」および「支払確約追認」の４ステージに

分割した。つづいて両取引の各ステージにおける貿易コミュニケーションの違いに着目し、

各ステージの目的を達成するために辿られる両取引のプロセスを比較した。この結果、①

安定的取引状況下での売買契約の履行、②支払確約の基礎変更要求に対する承諾通知の有

無のみを基にした当該変更の成否、③“Pay first, and argue later”の理念に基づく確実な取引

の遂行、および④輸出者が置かれる状況に応じた柔軟な書類処分という点で、TSU/BPO取

引は信用状取引よりも優位な取引であることを明らかにした。 

 

次回支部会について                                        

2017年 9月 30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。 

ゲストスピーカーとしてスリランカ随一のコロンボ大学経営学部創設学部長 Karunaratne

教授をお招きします。研究会終了後の支部総会・懇親会も是非ご参加ください。 

会場 法政大学市ヶ谷キャンパス・ボアソナードタワー 25階 B会議室教室  

 

１．Naoki Kameda,  Professor Emeritus Doshisha University 

Title: The message sent is not always the message received: A study on the 

miscommunications between English and Japanese 

 

People communicate by using symbols. A symbol may be a word, a gesture, a color, or 

any other code or sign that by general agreement stands for something we want to 

communicate. The idea or thing a symbol stands for is called the referent. When the 

receiver of the communication does not correctly relate the communicator’s symbols to 

their referent, poor communication will result. Relatedly, we are apt to forget that the 

receiver may get a different picture from ours despite using the same sign. This 

tendency is exacerbated when it comes to cross-cultural communication. I will discuss 

the issue of miscommunication that takes place when Japanese people use English as a 

means of communication with foreigners. First, I will talk about semiotics, the study of 

symbols. Then, I will take up some actual miscommunication problems. Lastly, after 
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analyzing the problems, I will give some suggestions for avoiding such 

miscommunication before concluding the presentation. 

 

2．Professor H. D. Karunaratne University of Colombo * 

Title: Sri Lanka Remains as an Unexplored Business Partner for Japan 

 

Sri Lanka is a Lower Middle-Income country with a GDP per capita of USD 3,835 in 

2016 and a total population of 21.2 million people. Following 30 years of civil war that 

ended in 2009, Sri Lanka’s economy grew at an average 6.2 percent during 2010-2016. 

Social indicators rank among the highest in South Asia. Japan is Sri Lanka’s 5th 

largest source of imports, and its 10th largest export destination. Japan remains as Sri 

Lanka’s single largest source of foreign development assistance. The large number of 

SMEs in Japan still focusing on local markets with high technical abilities and suffer 

due to the limited access to Asian markets. Contrary, recent studies have found that the 

growing number of Asian immigrant entrepreneurs in Japan reflecting new avenues to 

start businesses. Internalization of immigrant businesses in Japan has been a new 

phenomenon in the literature in the 21st century. 

 

* Visiting Professor in Faculty of Economics, Hosei University & Japan Foundation 

Fellow at The University of Tokyo in 2016/2017 & Professor, University of Colombo, Sri 

Lanka. He earned PhD from GSID, Nagoya University in Japan. 

 

 

会員出版物案内                                   

  

 

『こんなとき英語でどう切り抜ける？』 

  柴田真一 著 

  2017年 6月 青春出版社 
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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 
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