日本比較経営学会
第 36 回全国大会
大会プログラム

統一論題
グローバリゼーションの新段階と比較経営学の諸課題
－コーポレート・ガバナンス改革の国際比較－

2011 年５月 13 日（金）～15 日（日）
同志社大学商学部

5 月 14 日（土）【第１日目】
9:40
～12:10

自由論題１(R209 教室)

自由論題 2(R210 教室)

自由論題３(R211 教室)

新時代の人的資源管理

企業倫理の理論化と実践化

比較経営論の新地平

自由論題４(R212 教室)
アジアの企業経営の比較

司会者：國島弘行

司会者： 田中照純

司会者：横井和彦

司会者：所 伸之

報告者：①佐藤健司「アメリカ

報告者：①鈴木由紀子「企

①森岡 裕「東アジアの石炭

報告者：①杜 文仙「市場経

労使関係の変容とＨＲＭ－ヒ

業倫理研究の基礎的考察－

需給とロシアの石炭部門の動

済化における中国家族企業

途中休

ューマン・リレーションズの視

概念の検討を中心に－」

向」

の歴史的な変容と発展－希

憩 10 分

点を通じて－」

②西村剛「企業倫理と労働

②島内高太「企業内訓練校にお

問題－長時間労働の改善策

②細川 孝「現代医薬品企業

②チン・トウイ・フン「戦後

ける人材養成の現状と課題－

を探る－」

へのアプローチ-方法論に焦

日本における近代的管理組

日本自動車企業２社の比較分

討論者：藤原隆信･水村典弘

点をあてて-」

織の成立とベトナム企業の

析を中心に－」
討論者：堀

討論者：藤原克美

討論者：林 尚樹

龍二

③小西豊「企業社会と法」
討論者：横井和彦

望集団を中心にして－」

現状」
③木村有里「タイ人経営者の
経営意識－知足と発展をど
うとらえるのか－」
討論者：桜井 徹・所 伸之

12:10
～13:05
13:05
～13:10
13:10
～14:20

ランチタイム

会員控室：臨光館 2 階（R203 教室）

理事会(R206 教室) ：

打ち合せ会場（予備、R208 教室）

(R201 教室)
開会の挨拶

日本比較経営学会理事長

小阪隆秀

(R201教室) 司会 上田慧
同志社大学 商学会共催 記念講演
森岡孝二（関西大学教授）「現代日本におけるコーポレート・ガバナンス改革の課題」

14:30

自由論題５(R209 教室)

自由論題６(R210 教室)

～17:00

リーマン・ショック後の ICT 企

企業形態論研究の今日的意義

業経営－国際比較の視点から-

司会者：細川 孝

ルの事例研究

司会者：藤原隆信

司会者：井上照幸

報告者：①桜井 徹「公共サ

司会者：日高克平

報告者：①重本直利「制度派

途中休

①宋 娘沃「韓国半導体産業の

ービスと民営化－郵政事業

報告者：①根岸可奈子「労

経営学と社会経営学の接点

憩 10 分

構造変化」

の場合を中心に－」

働に関する経営慣行の改善

－ヴェブレン、コモンズ、ド

②陸 雲江「研究開発のグロー

②石井 聡「東ドイツ計画経

に向けた多国籍企業と公的

ラッカーなどを通して－」

バル化と中国 IT 産業の技術発

済下の企業における生産計

国際機関の協働－Nike 社の

②山西万三「フォレットの創

展－『技術者を通じた技術移

画の実施実態－1950 年代造

事例から」

造的統合理論と社会経営学

転』の視点からの一考察－」

船業を例にして－」

②王 予頴「中国における多

への示唆」

③上田智久「半導体産業の発展

③村上了太「企業や行政にお

国籍企業の CSR-CSR 報告書

③三宅正伸「ドラッカーのマ

プロセスにおける共同研究開

ける組織形態の転換に関す

の比較分析に基づく-」

ネジメントと社会経営学」

発の意義－超 LSI 技術研究組合

る一考察」

③山田雅俊「環境配慮型製

討論者：篠原三郎・國島弘行

を通じた国家の役割－」

討論者： 林 昭・芳澤輝泰

品の開発戦略－ドイツ自動

討論者：大西勝明・斉藤 敦

自由論題７(R211 教室)
持続可能なビジネスモデ

車メーカーの事例－」
討論者：井上善博･瀬口毅士

17:00

会員総会(R201 教室)

～18:10
18:30

懇親会(同志社大学 新島会館 2 階ホール）

ワークショップ(R212 教室)
制度派経営学と社会経営学

5 月 15 日（日）【第２日目】
10:00
～12:30

(R201 教室)
統一論題報告「欧米の資本市場とコーポレート・ガバナンス改革」（各 35 分）〈途中休憩 10 分〉
問題提起： 夏目啓二
司 会 者： 植竹晃久・仲田正機
第１報告： 岩波文孝「アメリカにおける金融危機とコーポレート・ガバナンス改革」
第２報告： 松田

健「金融危機とコーポレート・ガバナンスの変容－ドイツを中心として－」

討 論 者： 海道ノブチカ
田中
12:30
～13:30
13:30
～16:00

ランチタイム

宏

会員控室：

臨光館 2 階（R203 教室）

理事会（R206 教室）：

打ち合せ会場（予備、R208 教室）

(R201 教室)
統一論題報告「新興経済諸国のコーポレート・ガバナンス改革」（各 35 分）〈途中休憩 10 分〉
司 会 者： 堀林
第１報告： 劉

巧・芦田文夫
永鴿「『股権分置』改革と中国のコーポレート・ガバナンス」

第２報告： 加藤志津子「ロシアのコーポレート・ガバナンス改革の動向」
討 論 者： 酒井正三郎
溝端佐登史
16:05
～16:15

(R201 教室)
閉会式

新理事長挨拶、大会実行委員長挨拶

◎受付は、臨光館２階ロビーです。
◎学会誌編集委員の皆様へ
編集委員会 ５月１３日（金）１４:００－１５：３０

会場：今出川校地

至誠館３階会議室

◎理事の皆様へ
理事会
５月１３日（金）１５:３０－１８：００

会場：今出川校地

至誠館３階会議室

日本比較経営学会

第 36 回全国大会実行委員会

大会実行委員長

上田 慧

《大会事務局》
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
同志社大学商学部
TEL.

上田慧研究室

075-251-3695

E-mail : saueda
事務局長

[ｱｯﾄﾏｰｸ]

mail.doshisha.ac.jp

横井和彦（同志社大学経済学部）
TEL.

075-251-3547

E-mail : kyokoi

[ｱｯﾄﾏｰｸ]

mail.doshisha.ac.jp

同志社大学

○ 京都市営地下鉄 烏丸線

新町キャンパス

案内図（会場

臨光館）

今出川駅③番か④番出口 今出川通り西へ 3 筋目、新町通り北へ直進
今出川駅②番出口 左手角曲がり徒歩７分

○ 京阪電車「出町柳」駅から徒歩 23 分

＜アクセスマップ＞

