
第３期（2017） 

“アジア共・進化”リーダーズフォーラム 

企画概要書 

アジアと共に進化し、次の豊かさを創り出すために、 
ともに考え、行動する。 

良質な知の交流、そして 
内外ネットワークの獲得を。 
 

Japan Management Association 

（Vol.4） 

【主催】 

【後援】     経済産業省 （申請中） 

The 3rd  ASEAN-JAPAN  “Co-Creation of Value” Forum  for Next Leaders 

JMA「アジア共・進化」研究活動  (公益目的Pjt.) 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0jf2_4ZnSAhVLebwKHVjNAr0QjRwIBw&url=http://www.veltra.com/jp/asia/cambodia/ctg/4794:angorwat/&psig=AFQjCNG8-cY-Ed775THU7BztUxud4BOYUA&ust=1487511272566903


©2017 Japan Management Association,All Rights Reserved. 

はじめに：「アジア共・進化」の実現を目指して 

 日本能率協会（JMA）は、2012年度創立70周年記念提言として発表した『共・進化の提唱』の中

で、「アジアと共に進化し、次の豊かさをつくりだそう」と発信しました。 

 

 日本国内の市場の縮小、日本産業界の国際競争力の相対的な劣化が起きている今日におい

て、世界、とりわけアジアの今後の発展に向けて日本の役割はますます大きくなっています。ま

た、アジア諸国からの活躍の期待が大きいことも事実です。 

    特に、日本企業の課題克服の経験やマネジメントの考え方を、成長著しいASEAN諸国の経済  

   発展に役立てることは私たちの国際的な役割の一つであるといっても過言ではありません。 

 

 私たちは、“アジアにおける課題先進国”として、社会・経済の発展・課題解決に正対し、各国と

ともに「次の豊かさ」を創造することが必要です。これは、我々日本企業自身のイノベーションを

促進することにもなり、向こう10年の産業界の発展基盤となることでしょう。 

 

 日本の産業界と、アジア諸国の社会、企業、 

   人々が共に知恵を出し合い、ASEAN地域 

   全体の「次の豊かさ」を創発していく姿の 

   実現に向け、JMAは、 

   日本の次世代リーダーとASEANの企業経営者 

   経済団体、NGO・NPOとの人材交流・相互研鑚 

   の場を設定し、日本の産業界がASEAN諸国の 

   社会に対してどのような関わり方、事業や活動 

   を通した課題解決の提供ができのるかを 

   深く検討・研究する機会を今年も設定します。 
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2012JMA「アジア共・進化」モデル 

＊本フォーラムでは、ASEANを重点地域と定め、 

「共・進化」のあり方を研究します。 

広域経済連携を軸に急速に環境変化しているASEAN。これらの変化を捉え、アジア・ASEANとの

未来志向の価値創造を考えるための有益な情報と人脈を獲得します。次世代のASEANビジネス

リーダーを目指す方にとっても効果的な機会です。 
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第3期（2017）企画概要 

 開催目的 

  「日・ASEAN“共・進化”を実践する具体策の研究・構想と相互研鑽」 
 

ＡＳＥＡＮの社会課題解決および健全な経済発展の観点から、日本・ASEAN産業連携促進の 

ための中長期のイノベーション（ビジネス創造、環境整備、連携方法、社会課題解決策、日本・ 

ASEAN双方が対応すべき個別課題など）を考える。 

また、このプロセスを通じてアジアや世界全体の動きを踏まえた複眼的視点を持って活躍でき 

るリーダーとしての視座・視野・素養を習得する。 

 

【プログラムの特徴】 

●国内外の行政・企業関係者との対話から、ＡＳＥＡＮの 

 社会・文化・経済に関する大局的視点を得る 

●ASEANの中でも一概には語れない各国事情を、 

 注目する新興国をピックアップし、課題を深く理解する 

●ＡＳＥＡＮ諸国の社会課題に対応するビジネスを、 

 日本企業が異業種で連携して検討・構想する 

●議論・交流を通して、課題解決・事業発展のための 

  “Know why” “Know who”、“Know how” を 

  相互に獲得し、参加各社の事業展開に活かす 

 参加対象者 （15名程度を想定） 

 ASEANを軸に海外事業を担う、ビジネスリーダー、幹部およびその候補者 （部長・課長層を想定） 

 会期・会場 
 2017年6～11月 （7回会合、うち海外１回。合計14日間） 

 海外会合はフィリピン、カンボジアを予定 

 フォーラム参加費用 
• 会員企業・1社より、１名参加90万円、２名参加140万円（税別） 

※ＪＭＡ会員外企業のお申し込みは、上記各金額に15万円増しとなります。 

※1社より１名もしくは2名の登録が可能です。 

※移動交通費、および、海外合宿（第４セッション）に係る費用は、別途ご参加企業に負担いただきます。 
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日本産業界 

としての 

「共・進化」策 

自社事業の具
体策検討 

リーダー人材の
相互研鑽、 

人脈形成 
“Know who” 
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第3期 プログラム構成 
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ｾｯｼｮﾝ 会期 テーマ 場所 

１ 
2017年 

6月9日（金） 
13:00～19:00 

【問題提起】 
 「グローバル環境下、日・ASEANの共・進化を考える」 
 ●自社のグローバルビジネス現況、ASEAN事業の課題等共有 
 ●アドバイザー、講師による講義・対話、交流・懇親会 

東京・ＪＭＡ 
 

２ 

6月 
23日（金）
13:00- 

24日（土）17:00 

【ASEANの経済・社会】           （1泊2日合宿） 
「アジアを取り巻く経済連携の動向」 
●ＡＳＥＡＮの経済状況、ネットワーク構造の変化、地政学 

「ASEAN新興国の現状と課題」 
●ASEANにおける経済・社会課題（ゲスト講義・対話） 
＊チーム編成、討議 

東京・飯田橋 
「庭のホテル」 
（予定） 

■チーム別討議 ： ASEAN訪問時の研究テーマ検討 

３ 
7月 

19日（水）
10:00-18:00 

【チーム研究・仮説構築】 
 ●「共・進化」的好事例の研究（ゲスト講義・討議） 
 ●各国社会課題に対応する日本の経験・知見・技術検討 

 ●チーム討議、進捗報告 

東京・ＪＭＡ 

■チーム別討議 ： ASEAN訪問時の具体的対話内容まとめ 

４ 

8月 
23日（水）- 
30日（水） 

（活動7日間） 

【現地・現実・対話】      （ＡＳＥＡＮ合宿セッション） 
 「ＡＳＥＡＮ経済発展の現場で“共・進化”を考える」 
 ●現地経済団体、研究機関、経営者との交流・対話 
  （現地企業グループ、外資企業、NGO・NPO等訪問予定） 
  ＊スケジュール詳細は事務局まで確認ください。 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ（8/23-26）、 
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ（28-30） 

■訪問先別議事録作成・提出 

５ 
9月 

16日（土）
13:00-17:00 

【ＡＳＥＡＮ合宿レビュー】 
 「第4セッションの仮説検証結果と論点整理」 
 ●全体討議、チーム別討議 

東京・ＪＭＡ 

■チーム別討議 ： 中間報告資料提出 

６ 
10月 

13日（金）
10:00-17:00 

【チーム研究中間報告】 
●午前：チーム別討議 
●午後：進捗確認「中間報告会」 

東京（未定） 

■チーム別討議 ： 最終報告資料提出 

７ 
11月 

7日（火） 
10:00-19:00 

【成果創出】 
 チーム研究成果報告会： 
「我々の考える日本・ＡＳＥＡＮの“共・進化”策とは」 

  ●午前：チーム別発表準備 
  ●午後：チーム別プレゼンテーション、アドバイザー講評 
  ●懇親会（および同期ネットワーク組織の結成） 

東京都内会議場 
（未定） 

＊２０１７年３月現在 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwifhszR3JnSAhWIS7wKHe7BBrAQjRwIBw&url=http://www2.meijo-u.ac.jp/~onishi/overseass15/asean.html&psig=AFQjCNE3krxVZQ1chhoWmG5bsU6WOB_l8w&ust=1487509913477844


©2017 Japan Management Association,All Rights Reserved. 

 ASEAN合宿の主な訪問先・面会相手 （2015, 2016） 

 

 

 
 

 1期・2期のチーム研究テーマ 

 ・「日本・ASEAN協働により生み出せる価値」 

  ～公害・環境問題を未然に防ぐために～ 

 ・「日本・ASEANの経済波動と未来に向けた共・進化ベクトル」 

  ～TPP合意により想定される新たな事業領域とは～ 

 ・「パートナーと共に、ASEANで進化を遂げる」 ～各国戦略とパートナー戦略～ 

 ・「ミャンマーでハードインフラ共進化」 ～コネクティビティを通じて考える～ 

 ・「サービス産業における“人材共創”の枠組み作り」 

  ～日本的価値観の普遍化を通じたASEAN全体の人的基盤創造～ 

 ・新「共・進化」（3つの共・進化パターン研究） ～真のグローバル企業へ～ 

 

 過去の参加メンバーの声 
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 ASEANをわかったつもりでいたが、フォーラムへの参加により、目の前の視野が広がった部分が
多くあった。また、一緒に学んだメンバーは、今後も長い付き合いになるに違いないという絶対的な予感を感じさせ
てくれ、これからも良き戦友になっていくと思う。 

 ASEAN視察では、発展度合いが異なる象徴的な国々を訪問し、現地から見た日本企業に対する期待や印象な
ど、“相手目線”で生の声を聴くことができた。  



日本およびASEANで議論できた。 
 ASEAN市場において流通チャネルを握る“非日系企業”、とりわけ華人財閥企業との連携強化も将来に向けた重

要ポイントだと実感した。 


ＡＮの環境問題や資源を組み合わせた事業は、今後幅広く展開できる可能性が多いにある。 
 Salim GroupのアンソニーCEOに会うことができたことが最大の収穫。日本企業への辛辣な

意見を得ることができたのも収穫。 
 

〈インドネシア〉  ERIA、APINDO、Salim Group、Jakarta Japan Club、
AEON Indonesia、インドネシア最大NGO 
 

〈シンガポール〉  リークワンユー公共政策大学院（シンガポール国立大
学）、EDB、SBF、SMF、Microsoft、Keppel、Rolls-Royce、P&G  
 

〈ミャンマー〉  YOMA STRATEGIC HOLDINGS、エデン・グループ、
SHWE YAMONE MANUFACTURING、ミャンマー商工会議所連盟 
 

〈 タ イ 〉   タイビバレッジ（TCCグループ）、タイ工業連盟（FTI） 
 

【参考】 第1期・第2期 フォーラム内容 
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アドバイザー・コーディネーター・講師紹介 

プログラム・アドバイザー 
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藤原 健嗣 （ふじわら たけつぐ） 

旭化成株式会社 常任相談役 
  

1947年愛媛県生まれ。1969年4月、旭化成工業株式会社（現・旭化成株式会社）入社。 
1995年、シンガポールに赴任し、アジアの地域統括会社を設立。 
1998年、旭シュエーベル株式会社代表取締役社長に就任。2000年、旭化成工業株式会社取締役に就任。 
2001年、旭化成株式会社取締役エレクトロニクスカンパニー社長、化成品・樹脂カンパニー社長を歴任し、 
2003年常務執行役員に就任。同年、旭化成ケミカルズ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員に就任。 
2009年旭化成株式会社取締役兼副社長執行役員を経て、2010年に代表取締役社長兼社長執行役員に就任する。 
2014年に副会長、2015年に常任相談役に就任し、現在に至る。 

（2017年3月現在、順不同・敬称略） 

Dr. Tan Chin Nam 
Former Permanent Secretary,  
Singapore Public Service and Senior Corporate Adviser  
  
 Dr.TAN氏は、2007年に退官されるまで33年間、シンガポール公共サービスにおいて、経済開発庁（Economic  
Development Board）Managing Director、シンガポール政府観光局長、労働省事務次官、情報省事務次官、国立図書館委員会
委員長、メディア開発庁長官等様々な機関のトップリーダーを歴任し、シンガポールの情報技術、経済、観光、人材、図書室、メディ
ア、芸術、創造的産業発展に主導的な役割を果たした。現在は、メディア開発庁国際諮問委員会の議長を務める。 
 また現在、サリム·グループ上級顧問、スタンフォード土地公社上級顧問、ラッフルズ教育コーポレーション(株)、ギャランベンチャー
(株)、PSAインターナショナルPte Ltd、テマセク関連企業等、様々な企業で取締役を務めている。 
 Dr.TAN氏は、公共部門と民間部門を繋ぐ豊富な実績を持つ。University of Newcastle(Australia)においてIndustrial 
EngineeringおよびEconomicsの学位、および、英国University of BradfordにおいてMBA学位を取得（両大学による名誉博士号）。 
 また現在、米Eisenhower FellowshipアイゼンハワーフェローとしてASEAN全体で活動している。 

角田 秋生 （つのだ あきお） 
 

株式会社公文教育研究会 顧問 相談役、前・社長 
 
1979年株式会社 東京公文数学研究会（当時）入社。 
公文式の教室展開に携わった後、チャイルド事業部長として新規事業開発を手がける。 
1998年ＫＵＭＯＮグループの中で「書写教室」を展開している公文エルアイエルの社長に就任。 
2005年持株会社である（株）公文教育研究会の社長に就任。2015年7月より同社相談役、2017年より現職。 
 

川名 浩一 （かわな こういち） 

日揮株式会社 代表取締役社長 
 

1958年神奈川県生まれ。1982年4月、日揮株式会社入社。 

インドネシアでの勤務等を経て、1997年アブダビ事務所長兼クウェート事務所長、2001年ロンドン事務所長。 

2004年営業統括本部プロジェクト事業推進本部プロジェクト事業投資推進部長、2006年営業統括本部 

新事業推進本部長代行、2007年執行役員営業統括本部事業推進本部長。 

2009年常務取締役営業統括本部長、2010年代表取締役副社長の後、2011年6月に代表取締役社長に就任。 
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コーディネーター 
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入山 章栄 （いりやま あきえ） 
 

早稲田大学ビジネススクール准教授、経営学博士 
 

1996年慶應義塾大学経済学部卒業。98年同大学大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究
所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2003年に同社を
退社し、米ピッツバーグ大学経営大学院博士課程に進学。2008年に同大学院より博士号（Ph.D.）を取得。
同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールのアシスタント・プロフェッサー（助教
授）に就任。2013年から現職。 

（順不同・敬称略） 

井口 知栄 （いぐち ちえ） 
 

慶應義塾大学商学部・商学研究科准教授、Ph. D.(国際経営学) 
 

英国Richmond College経済学部国際経営学科卒業。1995年英国ロンドン大学SOAS(School of 
 Oriental and African Studies)経済学研究科修士課程修了、M.Sc（経済科学修士）取得後、 
1999年英国レディング大学経済学研究科よりM.Sc（経済科学修士）、2007年に英国レディング 
大学大学院ビジネススクールにてPh.D.（国際経営学博士）。1998年より英国Witan International College 
にてレクチャラー（講師）として教鞭を取り2005年に帰国。2005年立命館大学経営学部専任講師、2007年准教授、タイ王国タマ
サート大学ビジネススクール客員教授、立教大学経営学部助教を歴任後、2012年より慶應義塾大学総合政策学部准教授を務め、
2013年より現職。専門は国際経営論、グローバル･イノベーション論、東南アジア研究。近年の研究分野は「在東南アジアの多国
籍企業のグローバル・イノベーション戦略」。 
著作・論文として“Globalization of R&D by TNC subsidiaries: the case of South East Asian Countries” Asian Business and 
Management, Vol. 11, No.1(pp79-100,2012)、「戦略的知識創造の国際的メカニズムとダイナミック・ケイパビリティ」、『多国籍企業
とグローバルビジネス』税務経理協会(pp.133-156, 2012.共著)など多数。 

専門は経営戦略論および国際経営論。主な著書に、『世界の経営学者はいま何を考えているのか』（英治出版、2012）、『ビジネ
ススクールでは学べない世界最先端の経営学』（日経BP社、2015）。また、『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』誌上に
て長期連載「世界標準の経営理論」を掲載、日経ビジネスオンライン上にて「MBAが知らない最先端の経営学」を連載するなど、
各種メディアでも積極的に活動している。 

講師 

 

他、アジア経済、CSV、社会学等の研究者、外交関係専門家もしくは実務家を講師として招聘します。 

安部 哲也 （あべ てつや） 
 

立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科（MBA)  教授 
ＥＱパートナーズ株式会社 代表取締役社長 
 

福岡県出身。中央大学法学部法律学科卒業。BOND大学大学院MBA（経営学修士課程）修了。 
パナソニック（当時、松下電器産業）にて、国内営業・マーケティング・企画・海外部門営業・マーケティ 
ングなどを経験。同社 国際商事本部の香港事務所初代駐在員として香港・中国と日本との国際貿易ビジネスに携わる。 
2002年、EQパートナーズ株式会社を設立し、同社代表取締役社長に就任。次世代経営者育成、グローバルリーダーシップ研修な
どを数多く実施。立教大学大学院MBAにて、リーダーシップ論、アントレプレナーシップ、ビジネス交渉術、修士論文などを指導。 
著書に、「ワールドクラス・リーダーシップ」(同友館)，「World-Class Leadership」(World Scientific) 、「カルロスゴーン流リーダー
シップ・コーチングのスキル」（あさ出版）、「ビジネスデザインと経営学」（共著、創成社）、「課長の心得」(総合法令出版) 等。 
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「アジア共・進化リーダーズフォーラム」事務局 ( 担当： 小峯 ) 

TEL 03-3434-6616  FAX 03-3434-1275 

asia-forum@jma.or.jp     (  Ikue_Komine@jma.or.jp   ) 

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 住友商事竹橋ビル14階 

＜本企画についてのお問合せ・お申込み＞ 

【フォーラム紹介動画を見ることができます】
http://www.jma.or.jp/asia/leaderforum.html 

 
【過去のチーム別研究報告書を掲載しています】 

http://www.jma.or.jp/keikakusin/management/index.html 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Association_of_Southeast_Asian_Nations_(orthographic_projection).svg

