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～インドネシア＆ミャンマー訪問：8月2５日（日）～31日（土）～

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
2019.6．6

【主催】

The 5th  ASEAN-JAPAN “Co-Creation of Value” Forum for Next Leaders

ASEANの“社会課題の把握”と“ビジネス機会の獲得”の好機。
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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、成長著しいアジア諸国の経済発

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、アジア地域全体の「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アジアの企業経営者・経

済団体、NGO・NPOとの人材交流・相互研鑚の場

を設定し、日本の産業界がアジア諸国の社会に

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。

ASEAN地域の“社会課題
の把握”と“ビジネス機会の
獲得”の好機として。

マレーシア・マハティール首相
と面会（2018年9月）
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第5期（2019）企画概要 ＊スケジュール改訂版

 開催目的

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

 変化と成長が著しいアジア諸国の、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・アジア諸国双方が対応すべき個別課題など）を考える。

 VUCAの時代にビジネスを創出・牽引できるリーダーとしての視座・視野・素養を習得する。

【プログラムの特長】

●ASEANの行政・企業関係者との対話から、ASEAN

全体の社会・文化・経済に関する大局的視点を得る

一方で、一概には語れない域内の各国事情も、

現地訪問・対話とチーム研究を通して理解できます

●アジア諸国の社会課題に対応する事業を、

日本企業が異業種で連携して検討・構想します

●議論・交流を通して、課題解決・事業発展に役立つ

“Know who”（人脈）を獲得できます

 ご参加対象者（8～10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）

・ 新興国市場への進出・事業拡大を図りたい方、ASEANに人的ネットワークを構築したい方、

コーポレート部門所属で視野・知見拡大が必要な方、アジア地域でのCSV、SDGｓを考えたい方

へ特にお勧め致します。

 会期（変更後）

2019年7～11月 （4回会合、うち海外１回。合計10日間 ＊日本⇔ASEAN間の移動日含みます。）

 フォーラム参加費用（変更後）（※ＪＭＡ会員外企業のお申し込みは、下記各金額に10万円増し。）

JMA会員企業・1社より、１名参加70万円(税別)、２名参加130万円（税別） ＊1社2名まで。※移動交通費、
および、海外合宿（2セッション）に係る費用（渡航費、ホテル代等）は、別途ご参加企業に負担いただきます。
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日本・ASEAN

「共・進化」策

の構想

ASEANの今の

姿と社会課題

の理解

リーダー人材の

相互研鑽

人脈形成
“Know who”

・ASEAN地域、とりわけ訪問国の現況と社会的
課題が理解できます。
・また、豊富な人的ネットワークを獲得できます。
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第5期 プログラム構成 （改定版）

3

ｾｯｼｮﾝ 会期 テーマ 場所

事前 6～7月
①課題図書：アジアの経済連携に関する文献を提示
②事前リサーチ：ASEAN、および訪問国の現況と社会・産業課題
③自社／自己紹介（事業全体概況・アジア事業概況 他）準備

１
2019年
7月27日
（土）

【オリエンテーション】
フォーラム概要・進め方説明、参加者自己紹介
ファシリテーター課題提起 「アジア新興国の現状と課題題」

【討議】
●各国社会課題に対応する日本の経験・知見・技術検討

チーム編成、テーマ設定、現地ヒアリング方法検討

東京
日本能率協会

202研修室

２

8月25日
（日）
～

8月31日
（土）

（7日間）

【現地・現実・対話】（海外 フィールドスタディ）

各国で、政府機関・企業・NPOのリーダーたちと会談し、彼（女）らの
国・産業の将来ビジョンや、日本企業との協働に関する期待を把握。

＜8月25日（日） 移動日（日本→ジャカルタ）＞

訪問国① インドネシア・ジャカルタ
8月26日（月）～27日（火） 2日間

＜8月28日（水） 移動日（ジャカルタ→バンコク経由→ヤンゴン）＞

訪問国② ミャンマー・ヤンゴン
8月29日（木）～30日（金） 2日間

＜8月31日（土）日中振り返り、夜便で帰国（ヤンゴン→日本）＞

【チーム研究】
●アプローチする課題とソリューション概要の特定
＊スケジュール詳細は事務局まで確認ください。

ASEAN
①インドネシア

(ジャカルタ)
②ミャンマー

(ヤンゴン)

■訪問先別議事録作成・提出
■チーム別討議 ： 中間報告資料提出

３
9月28日
（土）

【チーム研究：海外合宿レビュー＆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
日本能率協会
203研修室

■チーム別討議 ： 最終報告資料提出

４
11月8日
（金）

【成果報告】
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
日本能率協会

201研修室
ミーティングルーム1
ミーティングルーム2

＊2019年6月現在

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv2MmZ68_iAhWNHKYKHV_UCZ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2-%E5%9B%BD%E6%97%97-%E5%8D%93%E4%B8%8A%E6%97%97-16%C3%9724%EF%BD%83%EF%BD%8D-%E9%AB%98%E7%B4%9A%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%A3%BD/dp/B0090ZW37O&psig=AOvVaw19sVRvIa3It2fsJWcw6KuY&ust=1559738058018348
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv2MmZ68_iAhWNHKYKHV_UCZ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2-%E5%9B%BD%E6%97%97-%E5%8D%93%E4%B8%8A%E6%97%97-16%C3%9724%EF%BD%83%EF%BD%8D-%E9%AB%98%E7%B4%9A%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%A3%BD/dp/B0090ZW37O&psig=AOvVaw19sVRvIa3It2fsJWcw6KuY&ust=1559738058018348
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu_6PT68_iAhWMGaYKHdzLDoUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.co.jp/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E5%A4%96%E5%9B%BD%E6%97%97-%E5%A4%AA%E7%94%B0%E6%97%97%E5%BA%97-%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC-%E5%9B%BD%E6%97%97-100%C3%97150%E3%8E%9D-%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E5%A4%96%E5%9B%BD%E6%97%97/dp/B07BBKVKMK&psig=AOvVaw0Zha40-Vo7kPlEWtYyVeQw&ust=1559738109944446
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu_6PT68_iAhWMGaYKHdzLDoUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.co.jp/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E5%A4%96%E5%9B%BD%E6%97%97-%E5%A4%AA%E7%94%B0%E6%97%97%E5%BA%97-%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC-%E5%9B%BD%E6%97%97-100%C3%97150%E3%8E%9D-%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E5%A4%96%E5%9B%BD%E6%97%97/dp/B07BBKVKMK&psig=AOvVaw0Zha40-Vo7kPlEWtYyVeQw&ust=1559738109944446
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 ２０１５～２０１８年度 ご参加企業

株式会社IHI、旭化成株式会社、SCSK株式会社、ウイングアーク1st株式会社、サントリーホールディングス株式会社、

JNC株式会社、新日鉄住金ソリューションズ株式会社、ダイキン工業株式会社、株式会社竹中工務店、東京急行電鉄株

式会社、東京地下鉄株式会社、TOTO株式会社、戸田建設株式会社、日本総合住生活、日本通運株式会社、日本ハム

株式会社、富士電機株式会社、株式会社フジタ、株式会社フジマック、株式会社三井住友銀行、三菱商事株式会社、ヤ

マトホールディングス株式会社、株式会社リコー、株式会社良品計画

 過去のご参加メンバーの声

4

 参加した当初は研究テーマと現状弊社ビジネスとの距離感にとまどいましたが、講義、フィールドワークを経て、いろ
いろな視点で考える重要性を学ぶことができました。

 非常に刺激的な研修となりました。自分の中で新しい価値感を感じるチャンスになりましたので、これからの業務に
活かしたいと思います。

 社外の人脈が作れたこと。他社の考え方視点に触れられたこと、他社の有能な人材がどの様なものか知れたことに
価値あり。事業の軸でなく、全く違う入口、共進化というテーマで掘り下げて研究、考えたこと（初めはとまどった
が）良かった。

 大変有意義なフォーラムに参加させていただきありがとうございました。自分がどう進化できるか。この経験を生かし。
 普段の業務では訪問することが無いであろう国々での訪問を通して、自分の見識を深めることが出来たと思う。
 「アジア共進化」としてスタートし、早6か月、非常に内容の濃い研修を受けさせて頂きました。著名な方々と直接お
話しができ、実際に企業様に伺い、お話できた事は、生涯の宝となると思います。何より良き仲間に出会えたことを
大変嬉しく思います。

【参考】 これまでのフォーラム内容

 ２０１５～１８ 海外フィールドスタディ訪問先

〈マレーシア〉 マハティール首相表敬訪問、マレーシア日本人商工会議所、

InvestKL、Perodua、DEWINA HOLDINGS、Royal Selangor

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

Indonesia

〈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）、ダマサート

大学、タイ保険省

〈フィリピン〉 Institute of Corporate Directors、アクセンチュアフィリピン、日

立アジア、Metro Retail Store、国家経済開発庁、貿易産業省副大臣面会、

Philippines-Japan Economic Cooperation Committee、 ＳＭ Group 

〈カンボジア〉 ロイヤルグループ、サンライズジャパン

ホスピタル、カンボジア若手起業家協会、カンボジア商工会議所
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 コーディネーター
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藤原 雅俊 （ふじわら まさとし）

一橋大学大学院 経営管理研究科 准教授

2005年に一橋大学大学院商学研究科博士後期課程を修了し、京都産業大学経営学部専任講師、准教
授を経て、2013年より現職。その間、2010年から2011年にかけて、コペンハーゲン・ビジネス・スクールにお
いて在外研究を実施。また、2018年にはマレーシアを中心として日系企業のASEAN展開に関する長期現
地調査を実施。 経営戦略やイノベーションなどの経営現象に主たる関心を抱きながら、１）多角化企業の
イノベーションメカニズム、２）ビジネスモデル の設計とその動態的影響、そして３）戦略と組織の相互作用、
といったテーマについて調査研究を行う。

（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。

 アドバイザー

川名 浩一 （かわな こういち）

日揮株式会社 副会長 （元・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。

2017年6月に取締役副会長に就任。2018年6月より現職、現在に至る。

一般社団法人日本能率協会 Japan Management Association

「アジア共・進化リーダーズフォーラム」事務局 ( 担当：小原)

TEL 03-3434-1955 FAX 03-3434-6387

asia-forum@jma.or.jp (  Koki_Obara@jma.or.jp   ) 〒105-8522 東京都港区芝公園3－1－22

＜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・修了生インタビューを見ることができます】
http://www.jma.or.jp/asia/leaderforum.html https://jma-mi.com/course/asia_leaders/

本フォーラムのコーディネーター、アドバイザー陣


