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近年では、韓国、中国、台湾をはじめとするアジア企業の発展が
目覚ましく、それらのグローバル活動が盛んになってきています。
それらの企業は人的ネットワークを駆使するという独特の方法に
よって競争優位性を構築しています。

Recently not only Western and Japanese companies but East 
Asian i.e. Korean, Chinese, and Taiwanese companies have 
rapidly developed and have accelerated their global activities. 
In our laboratory it is researched that the source of 
competitive advantage in Asian companies has been built by 
the unique method using human network.

企業を取り巻く環境の急激な変化に適応しながら、アジア企業は独自
の方法でグローバル戦略やイノベーション・プロセスを展開し、競争優
位を構築しています。

Adapting to the rapid changes in the business environment, 
Asian companies are developing their global strategies and 
innovation processes in a unique way to build their competitive 
advantage.

人の消費行動は国や社会的信念によって差異があるのではないか
と考え、多様な文化が消費者の認知、決定、行動にどのような影
響を与えるのかについて国際比較研究を行っています。

Based on the idea that consumption behavior differs 
depending on divergent country and social religiosity, cross 
cultural surveys are conducted to figure out how divergent 
cultures influence consumer cognition, decision, and behavior 
differently.

グローバル・リーダーになったアジア企業における
戦略とイノベーション・プロセスの研究
Study of management strategy and innovation process of Asian companies that 
have become global leaders
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