
June 2005; Number 4, Volume 8 
Japanese translation of AsiaLink courtesy of Mineo Manabu at the Mitsubishi Research Institute, Inc. 

AsiaLink is the quarterly newsletter produced by the Asian Management Institute at the Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario, London, Canada. 
In Canada: contact Gigi Wong at (519)661-2112, Fax: (519)661-3700  Email: gwong@ivey.uwo.ca.  Hong Kong Campus: CHENG YU TUNG MANAGEMENT INSTITUTE, 

Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 5/F 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. Contact Santa Chan at (852) 2808 4488  Fax:(852) 2808 4433  Email: schan@ivey.com.hk 

アイビーの管理者教育、

中国で第１位に 
 

フィナンシャルタイムズ紙の世界の管理者

教育に関する調査で、アイビーが大中華

圏の第 1 位になりました。アイビーのカスタ

ムプログラムは、教員の多様性、国際連携、

教材などの面で優れ、米国の複数の著名

なビジネススクールよりもはるかに高くラン

クされました。 

 

アイビーなら、アジア太平洋地域で世界水

準の学習が可能です。主要顧客には次の

ような企業が名を連ねており、さらに増加

中です：キャセイパシフィック航空、HSBC, 

Hutchison Port Holdings, IBM, マテル, 

PCCW, リーボック, Sun Life.  

ご連絡はこちらへ： 

executives@ivey.com.hk 

CEREBRATION − シンガポ

ール国立大グローバルビジネ

スチャレンジ 
 

ＭＢＡの学生チーム“Ivey Gurus (アイビー

専門家) ”（Ashwatraj Yennagudde, Smita 

Yadav, Saurav Singhal, and Manojkumar 

Karia）が、18 カ国 61 ビジネススクールか

ら 323 チームが参加した、シンガポール国

立大主催の「グローバルビジネスチャレン

ジコンテスト」で優勝しました。 

www2.bschool.nus.edu.sg/cerebration 

 

チームはトロフィーと賞状、優勝賞金

15,000 シンガポールドルをシンガポール

のレイモンド・リム金融外務相から授与され

ました。カナダから参加した５チームのうち、

決勝に進んだ８チームに残ったビジネスス

クールは、アイビーの他にロットマンだけで

した。 

 

「セレブレーション」は、ビジネスプ

ランのコンテストで、各参加チームに

海外進出、特にチームの母国への進出

をねらうシンガポール企業の置かれた

状況・ケースが出題されます。 

2004 アジア太平洋ケースコ

ンテスト 

 

Michael Pearce 教授, Kathleen Slaughter

教授 、 Elizabeth O’ Neil 教授によるケー

ス「ピザパブリック ― タイ王国」が 2004 年

ケースコンテストで優勝しました。 

 

このケースコンテストは、米商工会議所慈

善財団、ノースウエスト航空、ラークインタ

ーナショナルの後援のもと、香港経営開発

センターとの共催で行われているものです。 

 

ケースは、読みやすさ、明確さ、教材の構

造、教材の関連性などの観点から、教育

界及び財界から選出された審査団によっ

て評価されました。 

 

ノースウエスト航空香港支社長 Gilbert Chow 氏と

Kathleen Slaughter アイビー副学部長（アジア）. 

中国政府、優秀な博士を表彰 
 

(左から右へ) Colleen Neufeld, Dr. Derrick Neufeld 
Xiaoling Chen, Yulin Fang, Jiafang Yin 

アイビーの経営情報システム分野の博士課

程生 Yulin Fang が、優秀博士課程学生を

対象とした 2004 年中国政府賞を受賞し、４

月 22 日、トロントの中国総領事館で開催さ

れた授賞式で、Xiaoling Chen 中国総領事

から授与されました。 

 

授賞式には Derrick Neufeld アイビー教授

が招待され、アイビーのアジアにおける研

究及び教育への取り組みをスピーチしまし

た。 

 

この賞は、海外で学ぶ 40 歳以下で２年目

以上の中国人博士課程学生を支援するた

めに、中国の教育省によって創設されまし

た。Fang は、学業成績、研究成果、学習プ

ログラム及び人格力などに基づく厳しい選

考を勝ち抜いて受賞しました。1,300 名もの

候補者の中で、アイビーは受賞者を出した

北米で唯一のビジネススクールとなりました。 

 

 



 

 

上海对外贸易学院の受賞チーム (Jiawei 
Lu, Yidi Shen, Yunqi Tao, Menyao Zhu)
と審査員 
2005 年アイビー中国ケースコンテスト●
上海の授賞式にて 

アイビービジネスジャ

ーナル (IBJ) 

特集: 中国 
 

70 年以上ものあいだ、ＩＢＪは経営

に関する鋭く現実的な記事をお

届けしていますが、2005 年５／６

月号では、現在の中国でのビジ

ネスについて、あらゆる管理者に

わかりやすくてためになる情報を

特集しています。 

 

Joseph Caron 前駐中国カナダ大

使からは、豊富な情報とバランス

感覚に優れた展望記事を寄せて

頂きました：「中国ビジネスの実

務：大使の感想」 

 

詳細及び他の記事はウェブサイト

で 

www.iveybusinessjournal.com 

「新中国での成功法」 

「中国における事業グループ

(QIYEJITUAN)の重要な役割」 

「中国における管理者と倫理行動

の課題」 

APFC – 「アジアにお

けるカナダ」シリーズ 

 

３月、カナダアジア太平洋財団

（APFC）は、「日本の対カナダ直

接投資の変化する特徴」と題す

る調査レポートを発表しました。

Anthony Goerzen (PhD 2001)氏

と Paul Beamish アイビー教授に

よる同レポートは、カナダ経済に

おける日本の重要性に焦点をあ

てています。ダウンロードはこち

らから： 

www.asiapacificresearch.ca  

アップデート:キャリア

マネジメント 

上海事務所 
 

2003 年６月に、中国ビジネス開

発の責任者 Cynthia Gu をご紹

介しました。上海事務所の役割

は、中国本土のアイビー卒業生

のビジネス機会を創造するため

に、各組織と関係構築を進める

ことにあります。 

 

以来、100 以上もの組織との関

係を構築し、これらから 400 件

以上の求人を得、70 名以上の

アイビーの学生・卒業生が採用

されました。就職先は国内企業

から多国籍企業まで、20 業種以

上にわたっています。 

 

アイビー杯 
 

第 1 回アイビー中国ケースコンテ

ストの受賞チーム、上海对外贸易

学院のみなさん、おめでとうござ

います。チームは、アイビー杯を

持ち帰るとともに、アイビー香港キ

ャンパスでアイビーのＭＢＡ学生

と共に学んだ香港への旅行を特

賞として授与されました。 

 

中国をとりあげたアイ

ビーのケース 
 

アイビーの中国ケースは、次の５

つのサブカテゴリーに分かれてい

ます: 

 

• 中国企業 (国有企業含む) 

(n=79) 

• 中国におけるカナダ企業

(n=19) 

• 中国における米国企業 

(n=37) 

• 中国における非北米企業

(n=18) 

• 中国における合弁企業 

(n=31) 

 

これらインタビューに基づく討議

用ビジネスケースは、急速に進

化する中国ケース市場における

貴重な教育・学習教材となります。

西洋的ではなく、中国の視点で

ビジネスをみたケースがますま

す求められるようになっています。 

 

こちらのＵＲＬから、５ケース分の

概要をダウンロードできます。 

www.ivey.uwo.ca/cases 

 

ケース紹介 
 

9B04M054 

楢木隆彦氏 (TAKAHIKO 

NARAKI): ３百万円の起業家 

Morse E ; Inch J 

Teaching Note: 8B04M54  

 

楢木隆彦氏は日本の若き起業家。

激戦の東京のビジネス界でインタ

ーネットベースの事業を立ち上げ

ようとしており、重要な決断を迫ら

れていた：事業を拡大すべきか、

どう拡大すべきか。起業家一般と

特にこの起業家についての仕事

と生活のバランスに関する議論に

加え、人脈の重要性、起業活動

に係る法律、起業家精神の社会

的認知、小企業にとっての資本

市場などを含む日本の起業環境

に関する見方を提供する。 
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