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アイビー／コカ・コーラ

中国ケースコンペで北京

大学チームが優勝 

2007 年アイビー中国杯は、12 月 2

日、上海で決勝戦が開催され、北京大

学が優勝しました。最優秀プレゼンテ

ーション賞には中南大学が、最優秀Ｑ

＆Ａ賞には清華大学がそれぞれ選ばれ

ました。  

その他地域別優勝を果たした６校は、

次のとおりです（アルファベット

順）: 

  中南大学 

  復旦大学 

  四川大学 

  中山大学 

  清華大学 

  浙江大学 

 
北京、上海、武漢、成都、広州の５地

域で競技に参加し、優勝を競ったすべ

てのチームにお祝いを申し上げます。 

アイビー卒業生が運営する本大会は、

中国での第 3 回大会であり、アジア最

大の学生によるケース競技です。今大

会には、中国内 29 大学から 800 チー

ム以上、計 3,200 人以上もの学部学

生が参加しました。 

大会スポンサー企業は次のとおりで

す： Coca-Cola (China) Limited, 

Standard Chartered PLC, Career 

International Inc., and Publicitas 

Dialog. 

また、アイビー卒業生のボランティア、

審査員、チューターのみなさまには本

大会の成功を支えて頂き、厚く御礼申

し上げます。 

大会の詳細は公式ウェブサイトを参 

照下さい：www.ivey.com.cn/cc2007

              培华教育基金会に謝意 
 

 

 

 

 

 

(左から右)  

Ivey CFO John 

Irwin, Dean Carol 

Stephenson, 

Norman Ho, 

Richard Wong, and 

Associate Dean 
Kathleen Slaughter. 

 

10 月 10 日、香港において、Carol Stephenson 学部長、香港培华敎育基金

(Hong Kong Pei Hua Education Foundation)の主任である Norman Ho, 

Richard Wong 各氏と基金の秘書官である Cheuk Wa Ho 氏のご参加のもと、

培华基金によるアイビー・清華大学ケース教授・執筆年次ワークショップへ

のスポンサーシップ 10 周年記念式典が催行されました。 

基金によるこの“教員育成”中国プロジェクトへの継続的な支援によって、

経営者育成に携わる 500 以上の中国人教員が育成されてきました。数世代に

わたる中国の教員・学生教育にインパクトを与え続けることでしょう。 

2008 ケースワークショップ・イン・北京 

(www.ivey.uwo.ca/ami/Case_Workshops) 
日程: 2008 年 7 月 14 – 18 日    講師:  陈时奋教授 
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石雅绮博士(右端)、徐小薇副学長及び聂清经贸学院長率いる上海对外贸易学院(SIFT)訪問

団とともに。訪問団は、12 月 6 日にアイビー・ロンドンキャンパスを訪問されました。 

人物紹介:  

石雅绮博士 

2007 年 7 月、アジアから新

しく石 雅绮博士を教員とし

てお迎えしました。山東省出

身の石博士は、世界有数の電

力会社である华能国际电力股

份有限公司（Huaneng 

Power International 
Inc.）で会計士を勤めた後、

モントリオールのコンコルデ

ィア大学で会計学の博士号を

取得されました。 

管理会計・統制の教授である

石 博士の研究分野は、国際

会計にとどまらず、企業統治

から新興市場まで広範囲にわ

たっています。現在は、国際

企業の自発的情報公開に関す

る研究に取組んでおられます。  

石博士は、指導している学生

について、“アイビーの HBA

プログラムは最高です。学生

は優秀かつフレンドリーで、

実際のところ私自身が教室の

内外で教えられることが多い

のです”と熱く語っています。 

2007 年ガンナー・

ヘッドランド賞 

Chris Changwha Chung

氏（Ivey Ph.D. 2006）が、

国際ビジネス分野の年間最

優秀博士論文に授与される

ガンナー・ヘッドランド賞

を受賞しました。受賞論文

である“国際共同企業体の進

化：複数の構造変化、業績

及び生き残り” は、2007 年

12 月にイタリアのカタニア

大学で開催された第 33 回

EIBA 年次総会で発表されま

した。  

同賞は、1997 年、ストック

ホルム経済大学

（Stockholm School of 

Economics）の国際ビジネ

ス研究所理事会及び欧州国際

ビジネス学会（EIBA）によ

って設けられ、今後の国際ビ

ジネス分野に大きな影響を及

ぼすと期待される研究成果を

表彰するものです。

世界の注目を集め

る研究 

研究論文“玩具の輸入とリコ

ールレベル：関連はある

か？” （カナダ・アジア太

平洋財団刊）によると、米

国における玩具のリコール

は、海外からの輸入伸び率

よりも高い割合で増加して

います。また、設計に関係

するリコールが、製造過程

に関係するものよりも多く、

増加率も大きいのですが、

この傾向は、中国製玩具に

ついてあまり言及されてい

ません。 

Ivey の Paul Beamish 教授、

マニトバ大学の Hari 

Bapuji 教授 （Ivey Ph.D. 

2005）、Andre Laplume

氏の共著である同論文は、

米国の玩具のリコールの大

半が、中国の製造業者に起

因するというよりも、むし

ろ玩具メーカー側の設計ミ

スによるものだとした同著

者の先行論文を裏付けるも

のとなっています。 

論文入手を希望される方は、

ami@ivey.ca あてメール、

もしくはウェブサイト

www.asiapacific.caをご覧

下さい。 

アイビー・ビジネ

ス・ジャーナル 
www.iveybusinessjournal.com/ 

中国人起業家三世代: 三代目

は成功するか？  

by Bing Xiang and Bing-
Sheng Teng 

本稿は、主に中国の起業家

の台頭によって、グローバ

ルに強力な競合者になりつ

つある中国企業の重要性に

ついて論じたものです。彼

らが、その出自、成長過程、

ビジネスモデルのいずれを

とっても決定的に異なって

いることをよく理解するこ

とが重要です。彼らを２つ

の世代に分類することで、

著者はいかに彼らが成長・

拡大してきたかを論考する

とともに、第三世代の成長

の可能性を論じています。 

告知 

►  上海 MBA インフォメー

ションセッション – 

First Class on the Road 
日程: 2008 年 1 月 26 日 

会場:  瑞安大厦 

(No.333 淮海路) 

►  上海旧正月晩餐会 

“スポーツ–オリンピックと

我々” 

日程: 2008 年 1 月 26 日 

会場:  Lin Bar & Grill, 

(Number Five on the 

Bund)  

詳細: www.ivey.com.cn 

►  北京卒業生同窓会ディナー –  

テーマ: エキゾチック 

日程: 2008 年 1 月 27 日 

会場:  Impression Yunnan  

連絡先:lzhou.mba2004@ivey.ca 

►  2007 年 12 月 25 日、

Beryl Ivey 氏がご逝去され

ました。Stephenson 学部

長は、Beryl Ivey 氏への賛

辞の中で、彼女の果たされ

た功績は、ロンドン市、こ

とに彼女の夫 Dick と４人の

子供のうち２人の母校であ

るここアイビースクールで

末永く記憶されるであろう

と語りました。1995 年に

アイビー家から提供された

寄付は、当校のアジア展開

を支援するものとなりまし

た。  
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