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第４回  国際ビジネス研究  
インターカレッジ大会  

開催日：2014年11月30日（日）	 開催場所：立正大学品川キャンパス 

 

大会趣旨  
	 	 

新興国、特にアジア諸国の台頭により、これまでに増して国際ビジネス活動の経済的、社会的意義が高まっ

ている。わが国はこれまで以上に国際ビジネスにおいて世界をリードすることが期待されている。この機を

捉え、大学のゼミナール教育において将来の国際ビジネスを担う若者を育成することには大なる意義と使命、

そして責任があり、社会の大学教育に対する期待も増している。本大会は、将来グローバルなフィールドで

幅広く活躍するリーダー（今様にはグローバル人材）たり得る若者を育成することを目的とする。知的タフ

ネスこそ、グローバル人材が備えるべき、基礎能力である。	 

 

当日の注意事項  
 
プレゼンテーション・データの持参について  
プレゼンテーション・データは、不測の事態に備えてチーム毎にUSBメモリにてご持参ください。 

 

レジュメの事前準備について  
レジュメはチーム毎に130部ご用意下さい。予選および決勝戦の審査員の先生方に配布致します。 

形式、枚数等に制限はありません。 

 

受付について  
ゼミ代表者様は、石橋湛山記念講堂入口の受付にて、9時50分までに受付をお済ませください。 

受付では、持参したレジュメをご提出下さい。また参加費および懇親会費もお支払い下さい。 

参加費と懇親会費は別々にお支払い下さい。釣銭のないよう、ご協力お願い致します。 

 

昼食について  
当日、大学の学食は営業しておりません。恐れ入りますが、大学周辺にございます飲食店、コンビニエンス

ストア等をご利用下さい。お食事をお持ち込みの際は、予選会場の教室をご利用下さい。ただし、開会式、

決勝を行う石橋湛山記念講堂は飲食禁止となっておりますのでお食事にはご利用頂けません。 
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参加大学・ゼミナール・論文名(1) 
 

白鴎大学	 内堀ゼミナール  
・	 日本企業のグローバル化実態調査～真の MNC とは何か～ 
・	 What does Cool Japan bring Japanese company‐The state of retail derive from side of distribution‐ 
 

関西大学	 馬場ゼミナール  
・	 International Comparison of Product Placement Effects: Empirical Analysis Based on Online Survey 

Data in Japan and China 

 

関西大学	 大木ゼミナール  
・	 What are the factors influencing the decline in product image in case COM/COD (country-of-design 

/manufacture) changes to an emerging country?: A quantitative research on Japanese university 

students 

・	 The relationship between autonomy of local employees and performance of Japanese sales 
subsidiaries in Thailand 

 

慶應義塾大学	 井口研究会  
・	 日系外食企業のアジア進出‐海外進出における発展段階の類型化と市場規模の視点から見た要因分析‐ 
・	 NAND型フラッシュメモリ市場における経営戦略‐東芝とサムスンの事例分析‐ 
 

慶應義塾大学	 三島研究会  
・	 中小日本酒メーカーの海外進出～インド市場の持つ可能性～ 

・	 日系外食チェーンのインド進出におけるパートナー企業の役割 

 

明治大学	 諸上ゼミナール  
・	 新概念「Imovation (Innovation と imitation の融合)」の 有効性についての検討 ―日本のエレクトロ

ニクス業界を対象とした実証的検討―  

・	 The performance and consideration of marketing activities to the end customers in the industrial 
marketing ～Empirical analysis targeting at Japanese industrial makers～ 

 

明治大学	 大石ゼミナール  
・	 When Does Word-of-Mouth on Twitter Persuade Consumers?  -The Regulatory Focus Theory-  

・	 The Empirical Study of Open Innovation in FMCG Industry -Comparative Analysis of P&G, Unilever, 
and Kao-  
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参加大学・ゼミナール・論文名(2) 
 

日本大学	 臼井ゼミナール  
・	 The Development of A Brand Personality Adaption Model: Based on 18 Case Studies and A 

Consumer Survey on People of Four Nationalities 

・	 Empirical Research for the Development of Effective CRM Implementation Model: Constraints Solving 
Approach 

 

立教大学	 關ゼミナール  
・	 水ビジネスと日本の戦略‐成長市場への参入における現状と課題‐ 
・	 「アンチコモンズの悲劇」の存在可能性‐特許とイノベーションの相関分析から導く特許政策の意義・
課題‐ 

 

立正大学	 高橋ゼミナール  
・	 The Entry Strategy into Halal Market for Japanese SME 
・	 日本のホテル業の海外展開に関する研究 

 

創価大学	 安田ゼミナール  
・	 海外市場におけるプロボノを用いた日本酒の販路拡大の可能性 

 

富山大学	 内田ゼミナール  
・	 Promoting Active Participation by women in Japanese manufacturing company ‐the hopeful potential 

for "Semi-integral system"- 
・	 コミュニティ運営による Self Reputation Management‐互恵関係の構築による競争優位性‐ 

 

静岡県立大学	 笠原ゼミナール  
・	 How do Japanese subsidiaries manage their talent in Turkey?: From the perspective of the 

institutional theory 

 

(大学名アルファベット順) 
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タイムスケジュール	 
 

9:00 開	 	 	 場	 会場：石橋湛山記念講堂 
※受付をお済ませの上、9:50までにご入場下さい 

10:00 開	 会	 式	 会場：石橋湛山記念講堂 

	 開会の挨拶	 ほか	  

予選会場へ移動 

10:20 予	 	 	 選	 会場：9号館地下各教室 
日本語セッション会場: 9B11, 9B12, 9B13 

英語セッション会場：9B21, 9B22, 9B23 

12:20 昼	 休	 み 
※13:15までにご入場下さい 

13:20 決	 	 	 勝	 会場：石橋湛山記念講堂 
13:20〜13:40	 プレゼンテーション	 1 

13:40〜14:00	 プレゼンテーション	 2 

14:00〜14:20	 プレゼンテーション	 3 

14:20〜14:40	 プレゼンテーション	 4 

14:40〜15:00	 プレゼンテーション	 5 

15:00〜15:15	 休憩 

15:15〜15:35	 プレゼンテーション	 6 

15:35〜15:55	 プレゼンテーション	 7 

15:55〜16:15	 プレゼンテーション	 8 

16:15〜16:35	 プレゼンテーション	 9 

16:35〜16:55	 プレゼンテーション	 10 

16:55〜17:15	 プレゼンテーション	 11 

17:15〜17:30	 休憩 

17:30 閉	 会	 式	 会場：石橋湛山記念講堂 
総評、閉会の挨拶ほか 

※	 開会式終了後、記念撮影を行います 

懇親会会場へ移動 

18:30 懇親会及び表彰式	 会場：「ゆうぽうと」7階「重陽」 

 

20:30 懇親会終了 
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審査方法	 
 
【予選審査】  
	 既に提出された論文(70点)とプレゼンテーション(30点)の合計100点で行われる。 

	 プレゼンテーションの評価項目と配点は以下のとおりとする： 

・	 適切な言語と非言語表現(スライド含む)によるわかりやすさ・・・・・10 点 

・	 論理的一貫性(結論までが一貫したストーリーとして伝達できたか)・・・10 点 

・	 質疑応答における回答(回答内容,回答時間,表現の適切性)・・・・・・10 点  

※	 以下の行為は減点の対象となる 

・	 論文提出後に追加した文献やデータを明確に提示していない場合 

・	 プレゼンの時間を守らない場合 

・	 プレゼンファイルの主催校への提出が遅れた場合 

・	 当日の配布物を指示通りに用意しなかった場合 

※	 パソコンやプロジェクターなど機器の動作不良などによる不慮のアクシデントは減点の対象とはなら

ない 

※	 英語セッションからは各教室上位2チームずつ、日本語セッションからは4チームの教室は上位2チーム、

3チームの教室からは上位1チームが決勝に進出する。決勝には合計11チームが進出する。 

【決勝審査】  
	 論文点とプレゼンテーション点の合計で審査が行われる。プレゼンテーションは全審査員が行う。なお、

教員自身のゼミのプレゼンテーションは評価しない。 

  

賞	 
  

	 論文点とプレゼンテーション点の合計で総合優勝から総合11位まで表彰状が授与されます。 

	 惜しくも決勝に進めなかったチームからも、プレゼン賞（プレゼンテーション点）が2チームに，論文賞

（論文点）が1チームに贈られます。なお、参加全チームには「IBインカレ2014出場証明書」が発行されま

す。 

  

予選組み合わせと会場(９号館)	 
 

  地下 1階 地下 2階 

9B11教室 
日本語セッション 

9B12教室 

日本語セッション 

9B13教室 

日本語セッション 

9B21教室 

英語セッション 

9B22教室 

英語セッション 

9B23教室 

英語セッション 

日本語 1位 日本語 2位 日本語 3位 英語 1位 英語 2位 英語 3位 

日本語 4位 日本語 5位 日本語 6位 英語 5位 英語 4位 英語 6位 

日本語 7位 日本語 8位 日本語 9位 英語 7位 英語 8位 英語 9位 

日本語 10位 日本語 11位  英語 10位 英語 11位 英語 12位 
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立正大学へのアクセス	 

 

 
  

新幹線「品川」駅から本学へのアクセス  
JR「品川」駅から JR山手線外回りで「大崎」駅または「五反田」駅下車、徒歩約 5分。 

(当日は「山手通り門」は開いておりませんので、「正門」をご利用下さい。) 

 

東急池上線ご利用の場合  
「大崎広小路」駅下車、徒歩約 3分。 

 

懇親会会場へのアクセス  
正門前の坂(峰原坂)を下ってから左に曲がり、山手通りを直進、「大崎広小路」駅を過ぎてすぐ左手。 

 

 

 


