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１． 会長新年挨拶
2022 年を迎えて
国際戦略経営研究学会員の皆様あけましておめでとうございます。良き 2022 年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。

当学会も過去 2 年間にわたる COVID⁻19 の影響を受けて会員同士の直接の交流の機会
が限られました。そのような厳しい環境下においても、昨年９月 18 日～19 日には年次大会
が中央大学多摩キャンパスにおいてオンラインで開催されまして、多くの研究成果発表や
国際交流の機会も設けることができました。開催校の先生方には過大なるご負担とご協力
をいただけましたお陰と感謝申し上げます。更に各委員会の諸活動も定期的に開催されて
いて活発な意見交換と学習の機会を設けることができました。また学会誌につきましても、
編集に関与されました先生方のご努力で英文論文と和文論文のジャーナルを刊行すること
ができました。コロナ下における各種の困難を常任理事、理事、会員の皆様のご尽力によ
り学会運営を乗り越えることができました。ありがとうございました。
2020 年の初めから世界的に拡大したコロナウイルスは、過去 2 年間で世界的に感染が拡
大して、2021 年 12 月末現在で、世界の感染者数累積は約 2 億 7 千 6 百人、死者数累計は約
5 百 38 万人を数えるまでになっています。これはちょうど 100 年前に世界的に発生したス
ペイン風邪（1918 年～1921 年）の感染者数累積は約 5 億人で、死者数累計は約 5 千万人（致
死率１/10）となっています。現時点で感染者累計がスペイン風邪の半数を超えているのに
死者数は約 10 分の一にとどまっています。これは過去 100 年間で新しい医療と医薬の開発
が進展して、死者数は大幅に減らすことができたことを示しています。しかしながら感染
のスピードは, スペイン風邪が収束するに約４年間経過しているので、コロナウイルスの 2
年間の累積感染者数の 2 倍として計算すると約 5 億 5 千 2 百万人が感染すると想定されて
います。このことは、世界的な交通機関の発展によりグローバルな人的移動の拡大化と加
速化が進み、感染者数のスピードはスペイン風邪よりも早いペースで拡大していることを
示しています。
過去の感染症の歴史の中でも”Pandemic”レベルまで拡大した感染症はかなり限定的であ
ったと考えられています。Random House の”Webster’s College Dictionary”の解釈によると
“Pandemic” means “ A disease prevalent throughout an entire country, continent, the whole world.”
“Epidemic over a large area” と定義づけられています。このことにより現代では世界規模で
拡大して犠牲者の多い感染症を”Pandemic”と定義づけているようです。そのために過去にお
いて“Pandemic”と定義づけられている感染症は、ヨーロッパで発生したペスト（1347-1351
年－死者約 7,500 万人）とスペイン風邪（1918-1921 年－死者約 5,000 万人）のことを示し
ているようです。今回のコロナウイルスもまさに 100 年ぶりに拡大した”Pandemic”であるこ
とは間違いないようです。
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我々は過去長い期間にわたり、社会科学、自然科学、人文科学分野でグローバル化をキ
ーワードに世界規模でその諸活動を推進してきました。ビジネスの分野においても学問の
分野においても世界中の人々が積極的に交流することにより、その成果として規模と範囲
と密度の 3 つの経済性を高度に高めることができました。世界にはまだ国境線があるもの
の人々は組織を通してグローバル規模の Supply Chain と Value Chain を構築して、そのシス
テム組織化を実行してその活用を日々行っています。しかしながら、コロナウイルス世界
規模の感染拡大により、従来の”Global Integration”から鎖国状態に近い“Pandemic Isolation”
へのマインドセットの急展開することの難しさを過去 2 年間にわたり多くの人々が体験し
てきたと思います。組織と人々は感染の恐怖から逃避するために、人との交流を避けて文
明の利器のコンピューターを最大限活用して“Stay Home”を余儀なくされています。学校に
入学しても主力はオンラインの授業に代わり、仕事面でもオンラインの会議に変更するこ
とを余儀なくされています。又国のリーダーたちも今までの人生で体験したことのないジ
レンマに陥り、「経済の促進化」と「医療強化」の「狭間」でその対応を苦慮しています。
その対応とバランスを上手く処理できないリーダーたちは、その対応の失敗から更なるコ
ロナ感染拡大をもたらして、自らの職を辞さざるを得ない状態に追い込まれています。
日本の感染症の歴史の中で、
偉大な功績を残した人物としては北里柴三郎
（1853-1931 年）
と後藤新平（1857-1929 年）であると言われています。この二人はほぼ同年代に活躍した人
物ですが、相互の人間関係は微妙であったようです。北里柴三郎は肥後（熊本県）出身で
東京医学校卒（現・東京大学医学部－医学博士）で細菌学が専門でドイツのベルリン大学
コッホ研究所に留学しています。
「近代日本医学の父」として著名な微生物学者です。また
貴族院議員や内務省衛生局を務めるなど政治家でもあり、また起業家でもあり福沢諭吉と
の関係で慶応大学医学部の創設者兼初代医学長を務めています。但し母校の恩師の研究成
果に異論を唱えたために東京大学や国の支援をあまり受けられず、私費を投じて私立北里
研究所（後の北里大学医学部）を設立することになります。位階勲等は従二位、男爵、勲
一等、医学博士、ノーベル賞最終候補者などです。一方、後藤新平は仙台藩の家臣の家に
生まれて、須賀川医学校を経て愛知県医学校（名古屋大学医学部）の医師となり、その後
軍医を経験して、内務省衛生局に勤務して医者兼官僚として国の衛生概念を打ち立てるこ
となります。ドイツ留学を経て医学博士号を取得します。又内務省衛生局時代の実績を買
われるのと陸軍軍局長の児玉源太郎の推薦で、日清戦争帰還兵の感染症予防のための検疫
システムを構築する実績を上げています。その後満鉄初代総裁、拓殖大学学長の就任後、
内閣組閣に加わり、桂内閣の逓信大臣、寺内内閣の内務大臣、外務大臣も経験しています。
位階勲等は正二位、伯爵、勲一等、医学博士などです。北里柴三郎は東大医学部卒のプラ
イドが高く、医学の本流である考えを持っていて、後藤を下に見ていたようです。ただし
後藤新平は内閣の組閣加わる等の政治のメインストリートにいたために、位階勲は高い地
位についています。
この二人の医学界の先人は、高度な医療技術を有する医師であるばかりか、政治家であ
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り、官僚であり、起業家＆企業家としても大きな貢献を残しています。先人がこのような
広い分野で大きいな貢献を残せた背景には、医者としての高度な医療ノウハウに卓越して
いたのみならず、政治家や起業家＆企業家、官僚として大所高所の判断をするに必要な深
い見識と知見を備えていたことが想定されます。特に国や組織の指導者になるような人材
には、この二人の先人のように高い理念を保持して確固たる見識を持って正確でぶれない
判断ができる資質を保持していることが求められます。日本のみならず世界の指導者の現
状を見みると、現実と理想とのギャップの大きさに驚くばかりです。
ハーバート大学の研究者である Robert R. Blake と Jane Mouton は、Managerial Grid で人材
配慮型マネジメントと生産重視マネジメントの重視度合いに応じて、二次元のグラフをベ
ースに 5 つのタイプのマネジメントのタイプを定義づけています（9。9）
。又異文化マネジ
メントの研究者である Fons Trompenaars は、調和理論の中で同様に 2 次元のグラフを活用し
て、対立する価値観と規範のジレンマをその度合いに応じて 7 つの価値基準をベースに 5
つのタイプに分析しています（10.10）
。この調和理論は対立する考え方の存在状況で起こう
るジレンマに対して両者に Win & Win の状態をもたらす「両利きの意思決定」できる方法
論の一つとして、参考にしていただけますと幸いです。
本年も当学会が発展するように皆様のご協力とご支援をよろしくお願い申し上げます。
参考文献：Journal of Strategic Management Studies Vol. 12, No. 2, 95–97 (March 2021)
Copyright © 2021 by International Academy of Strategic Management Preface: Dilemma
Reconciliation between Global Integration and Pandemic Isolation
国際戦略経営研究学会会長
古屋 紀人
2022 年 1 月

２．2021 年度年次大会のご案内
本年の 2022 年度の年次大会・研究発表大会につきまして，下記の通り進めていきま
す。大会にむけてお申込みと発表の準備をお願い申し上げます。
(1) 開催場所：二松学舎大学九段ャンパス（東京都千代田区三番町 6－16）
アクセスはとても便利です。地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」駅下車，
2 番出口より徒歩 8 分。または，地下鉄半蔵門線「半蔵門」駅下車，5 番出口より徒歩
10 分のころに立地しております。
(2) 開催日：2022 年 9 月から 10 月の土日の 2 日間を予定（調整中）
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(3) 大会プログラムの詳細は未定ですが，研究発表は統一テーマに関するものと自由論
題 による発表の 2 タイプを予定しています。発表内容は，戦略経営に関するものであ
れば，実証研究，事例研究，分析フレームワークの提案などのいずれでも可能です。引
き続き英語での発表も歓迎いたします。
(4) 開催形式：対面及びオンラインのハイブリッド形式にて開催を予定しております。
(5) 募集要領：
① 詳細が決まり次第、申込み方法：学会ホームページで大会サイトを開設致します
ので、オンラインでお申し込みください。
② 原稿の言語：英語での発表の場合は英文，日本語での発表の場合は和文となりま
す。
③ 申込み期限：2022 年 6 月末を予定しています。
詳細が決まり次第，学会ホームページと会員メールでアナウンス致しますので、よろし
くお願い申し上げます。
小久保欣哉
国際戦略経営研究学会年次大会実行委員会
二松学舎大学 国際政治経済学部

３．2021 年度年次大会のご報告
2021 年 9 月 18 日（土曜）、19 日（日曜）に、2021 年度国際戦略経営研究学会年次大会
が、中央大学多摩キャンパス、グローバル館にて対面、オンラインにて開催されました。
初日は、雨でしたが、二日目は晴天の秋晴れのなか開催されました。
コロナ禍でもあり、会場に来訪された方は、中央大学のスタッフもいれ、10 数名程度で
した。しかし、140 名ほどの方が登録され、オンラインまたは対面で参加をされました。32
の報告、国際セッション 1、統一論題シンポジウム 1、国際メンタリング・セッションが 2，
部会開催のパネルが 2，開催されました。
今回の統一論題は、「レジリエントであり、持続可能である組織の創造－不確実のなか
において－」（Creating resilient and sustainable organizations: Under uncertainties）でした。今
回は、海外で最大で、最も歴史がある、AJBS(Association of Japanese Business Studies)と、国
際戦略経営研究学会とのジョイントセッションとして、メンタリング・セッションが開催
されました。メンタリング・セッションは、研究向けセッションと、学部・修士向けのセ
ッションが開催されました。学部・修士向けのセッションの参加者には、同セッションの
最後に、参加証（certificate of participation）が渡されました。
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英語による統一論題では、ドイツと日本とをつなぎ、パネルセッションが開催されまし
た。司会は、古屋紀人会長（University of Missouri St. Louis & IGB）がされ、討論者として、
丹沢安治先生（中央大学）、ドイツからオンラインにて、Fabian Jintae Froese（University of
Goettingen Goettingen, Germany）先生が、“How do teams respond to external crises? The
development of work relationships in virtual teams under COVID-19”をテーマに話されました。
Franz Waldenberger 先生（中央大学）も、ドイツからオンラインでパネリストとして参加を
してくれました。討論者は、私、咲川（中央大学）が担当をさせて頂きました。
日本語、統一論題シンポジウム、「レジリエントであり、持続可能である組織の創造－
不確実のなかにおいて－」では、水野由香里先生（立命館大学大学院経営管理研究科）を
お招きして、オンラインで「レジリエンス研究の系譜とレジリエントな組織の事例分析」
をお話して頂きました。本学会からは、平松庸一先生（日本大学）、申淑子先生（中央大
学）がパネリストとして参加されました。司会は、野間口隆郎先生（中央大学）がされ、
討論者は、桑山三恵子先生（一橋大学）が担当されました。
学会の会員総会では、中央大学、学長であり、本学会員である河合久先生から、公務の
都合にて参加できず、代わりに主催校挨拶のビデオメッセージを頂き、会員に披露をしま
した。
統一論題、パネルセッションを開催でき、コロナ禍のなかで、社会、企業の期待に応え、
関係を保つ（レレバント）ことができたと思っています。最終日、最後のシンポジウムで
は時間が長引き、そのまま閉会式を行い、本来の Zoom のリンクで閉会式をせず、混乱を招
きましたことに、お詫びを申し上げます。
大会の開催の準備にあたりご協力頂きました、古屋会長、その他の IASM 常任理事の先
生にお礼を申し上げます。また、報告、司会、参加をされました会員の方々にお礼を申し
上げます。大会の準備、実行にご協力頂きました、本会員であり、中央大学、国際経営学
部の同僚の先生にお礼を申し上げます。会員の皆様方のますますご活躍を祈念しています。
咲川 孝
2021 年 大会実行委員

４．第 14 回年次総会のご報告
以下の議題について，9 月 11 日開催の理事会の議を経て，9 月 18 日開催の第 14 回年
次総会において審議し，いずれも承認されましたのでご報告申し上げます。
(1) 役員任期延長
昨年と同様，新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)流行にともない，年次大会，総
会をオンライン開催することになった。オンラインによる投票システム等の利用も不可
能ではないが，財政状況や安全性等を加味すると直接投票の実施が困難な状況にある。
6

以上より，会則第 14 条で役員の任期が２年と定められているが，臨時措置として現
役員の任期を１年延長することが提案され，承認されました。
(2) 2020 年度事業報告および収支決算についての事項
事業報告として以下の委員会の報告が行われ，収支決算について承認されました。
① 総務企画委員会活動
② 大会企画運営委員会活動
③ 渉外・国際委員会活動
④ 研究部会活動（開催回数）
§

戦略経営理論・実践研究部会（計 7 回）

§

戦略財務・会計研究部会（計 2 回）

§

グローバル戦略研究部会（計 2 回）

§

地方部会（旧関西政策・戦略研究会）（計 3 回）

§

日本企業再生研究部会研究会（計 3 回）

§

戦略的人的資源・組織開発研究部会（計 1 回）

⑤ 学会誌編纂委員会活動
§

JOURNAL OF STRATEGIC MANAGEMENT STUDIES（JSMS：英文，査読ジャー

ナル）Vol.12，No.1 を 2020 年 10 月に発行。Vol.12, No.2 を 2021 年 3 月に発行。
§

戦略経営ジャーナル（日本語，査読電子ジャーナル）Vol.8, No.1 を 2021 年 3 月に

発行。Vol.8, No.2 を 2021 年 7 月に発行。
(3)監査報告についての事項
学会会則第 31 条に従い，安部博文，伊藤富佐雄監事の監査を受け，「決算報告書は
収支支出の状況及び財産の有りを正しく示している」ことが報告されました。
(4)2020 年度事業計画および収支予算についての事項
これまで通りの研究会活動，学会誌の発行を継続して行うことが確認されました。
(5)会員数の現状について
正会員数

271 名

準会員数

12 名

名誉会員

1名

顧問

2名

合計

286 名
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５．2021 年度学会賞受賞者のお知らせ
2021 年度学会賞受賞者が次のとおり決定いたしました。
学会賞（論文部門）
：
木村 裕斗（新潟大学）
対象論文“Interaction of Individual Traits and Perceived Team Learning Behaviors in Creative
Thinking Attitudes: Examination of Creative Discussions in Small Groups”
Journal of Strategic Management Studies, Vol.12, No.2
学会賞（著書部門）
： 該当者なし
学会賞は，戦略経営に関する理論または実践について貢献するところが大きいと認めた
本学会員を表彰し，本学会，及び戦略経営の理論と実践の発展をはかることを目的とし創
設されました。2021 年度の今回が 3 回目です。戦略経営に関する理論または実践の発展に
貢献するところが顕著であると認めた論文を執筆した，本学会員に論文部門賞を授与する
学会賞（論文部門）と，戦略経営に関する理論または実践の発展に貢献するところが顕著
であると認めた著書を執筆した，本学会員に同賞を授与する学会賞（著書部門）がありま
す。
学会賞（論文部門）については，2020 年 4 月 1 日より 2021 年 3 月 31 日までに刊行され
た“Journal of Strategic Management Studies”および『戦略経営ジャーナル』に掲載された査
読論文を対象とし，審査委員会により審査を行い，受賞候補を選定し，最終的に常任理事
会によって決定しました。
学会賞（著書部門）については，2020 年 4 月 1 日より 2021 年 3 月 31 日までに刊行され
た本学会員による単著，共著（第一著者が本学会員であること）が対象で，学会員から自
薦または他薦されたものが候補でしたが，今回は残念ながら該当者なしとなりました。
2022 年度も引き続き，学会賞の選考を行います。論文部門は 2021 年 4 月 1 日より 2022
年 3 月 31 日までに刊行された“Journal of Strategic Management Studies”および『戦略経営
ジャーナル』に掲載された査読論文が対象となります。また，著書部門については，4 月以
降に改めて自薦他薦の公募を案内いたします。会員のみなさまには，ご理解とご協力のほ
どよろしくお願い申し上げます。

６．編集委員会からのお知らせ
既に昨年 11 月 24 日に会員宛メールでお知らせしました通り，編集委員会では，英文
ジャーナルである JSMS（Journal of Strategic Management Studies）の Vol. 14, No. 1 （Sep.
2022 発行予定）
」にて下記要領で原稿を募集致しますので，奮ってご投稿くださいますよ
う，お願い申し上げます。
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編纂委員会 特集編集チーム
河合忠彦, 小林英幸, 小久保欣哉
記
（１）特集テーマ：Multifaceted Analysis of Conditions for Survival and Growth of the Japanese
Automakers in the CASE Age
趣旨
これまで IoT 時代、GAFA 時代の日本企業の存続戦略などの特集を組み、その中で、自動
車メーカーが取り上げられたこともありましたが、今回は、特に自動車産業に焦点を当て、
CASE 時代における自動車メーカーの存続/成長のための条件を戦略、生産、開発、販売、
組織/人事、等の様々の視点から多面的に検討する特集を組むことと致しました。多くの皆
様方の多様なアプローチからのご投稿をお願い致します。
ご投稿の採否の審査は特集編集チームを含む The Committee of the Special Topic Forum で
審査を行い、採択された論文は「招待論文」として特集に掲載され、
「同 Committee の査読
をパスした論文」という注記がなされます。（これは、特集は通常の査読論文とは違って、
萌芽的なテーマについての研究の呼びかけなどを目的とするものであり、通常の査読プロ
セスには馴染まない側面があるための規定です。
）
但し、通常の「査読論文」として特集に掲載されるのをご希望の場合には JSMS の通常の
査読手続きに従って査読され、採択された場合は「査読論文」として掲載されます。また、
査読論文としてはパスしなかった場合、
「招待論文」としての掲載をご希望であれば、同論
文の審査手続きに従って審査されることになります。
なお、査読料を支払えば投稿可能になりました。投稿時に 4,000 円支払い、査読をパスし
て掲載された場合には残額の 5,000 円を追加して支払い、査読をパスしなかった場合は残額
を支払わなくても良いという仕組みです。この方式で非会員の方への投稿勧誘もお願い致
します。
（２）原稿提出期限：2022 年 6 月 15 日
（３）論文原稿の提出先：editor（at）iasm.jp（
（at）の場所に@を入れてください）
（４）注意：通常の投稿と同じですが、特に次の点に注意してください。
・投稿原稿は JSMS の執筆要領（下記 URL）に準拠して作成してください。
URL：http://iasm.jp/english_activity5.html
・英語は必ずネイティブチェックを受けて下さい。
・投稿に関して不明点がございましたら、論文編集委員会（JSMS）委員（河合）宛てに
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ご連絡をお願いいたします。メールアドレスは下記です。
メールアドレス：mjkrota8（at）vega.ocn.ne.jp（
（at）の場所に@を入れてください）

７．事務局からのお知らせ
（１） 会費納入のお願い

日頃より学会活動にご尽力いただきありがとうございます。学会活動は会員の皆様の
会費がベースです。皆様には，本年度の学会費納入をお願いいたします。
過年度分の学会費が未納の場合には，今後発刊する学会誌が送付されません。また,
会費を 3 年間滞納した場合には会則第 8 条第 4 号に基づいて会員資格が失われます。

以上をご留意の上，早期の会費納入につきましてご協力をお願いいたします。
年会費は正会員 8,000 円，準会員（学生）5,000 円です。指定口座は次のとおりです。
銀行名 ：ゆうちょ銀行 口座番号：00120-3-585264
口座名義：国際戦略経営研究学会

なお，会費納入に当たっては必ずフルネームをご記入下さい。特に校費等で振込を行
う場合など，大学から学会宛に直接振り込みが行われる際にはご注意下さい。
（２） 住所等変更の際のご連絡のお願い

所属・ご住所・メールアドレス等を変更された方は，速やかに学会事務局までご連絡
ください。準会員で入会された方も，学生の身分を離れた場合には正会員になりますの
で，学会事務局までお申し出下さい。
（３） 活気溢れる学会運営のため，お知り合いの方に是非当学会への入会をお勧め下さい。
ご不明の点がありましたら，下記学会事務局までお問い合わせください。
#######################################################################
国際戦略経営研究学会（IASM）
〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター
電話 03-6824-9369・FAX 03-5227-8631
平日 9:00～12：00 13：00～17:00(土日・祝日を除く)

iasm-post(at)bunken.co.jp （at）の場所に@をお入れください）
#######################################################################
写真：星峠の棚田（新潟県十日町市）
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