日本比較経営学会第 33 回全国大会プログラム
7 月 4 日（金）

13：00～14：00 （株）ダイナックス工場見学（新千歳空港集合 12：30）
16：30～18：30 理事会（札幌大学 6 号館 5 階・6515 会議室）

7 月 5 日（土）

8：30 大学バスにて市内中心部から札幌大学直行バスを運行。
8：45 受付開始（中央棟１階ホワイエ）
9：15 開会式（２号館３階プレアホール）林 正樹・理事長 開会挨拶
9：30～11：40 自由論題報告（６号館５階 6501・6502・6503 教室）
11：40～13：00 昼食（大学会館・リンデンホール）
11：50～12：50 理事会（６号館 5 階・6515 会議室）
13：00～13：40 特別講演（2 号館３階・プレアホール）
13：50～14：30 外国人招待講演（２号館３階・プレアホール）
休憩
14：40～15：20 統一論題報告①（プレアホール）
15：30～16：50 統一論題報告②、③（プレアホール）
17：00～17：50 会員総会
（プレアホール）
18：00～20：00 懇親会（大学会館・リンデンホール）
20：15 大学バスにて市内中心部方面へ出発

自由論題Ⅰ（６号館５階・6501 教室）
9：30～11：40（10 分休憩を含む）
司会者：劉 永鴿（作新学院大学） コーディネーター：村上了太（沖縄国際大学）
コメンテーター：桜井 徹（日本大学）
① 吉田
洋（名古屋文理大学） 「IT 環境における内部統制の検討」
② 村上 了太（沖縄国際大学）
「酒類およびタバコの販売に関する問題点と
北欧モデルの比較研究」
③ 杉村 樹可（国民金融公庫）
「NPO 法人と創業行動－その実態から考える」
自由論題Ⅱ（6 号館 5 階・6502 教室）
9：30～11：40（10 分休憩を含む）
司会者：酒井正三郎（中央大学）
コーディネーター：酒井正三郎（中央大学）
コメンテーター：蓮見 雄（立正大学）
・前田 淳（慶應義塾大学）
① Dimiter IALNAZOV（京都大学）「The Emergence and Evolution of Business
Groups in Bulgaria」
② 張
涛（中央大学大学院）
「国有銀行型間接金融システムの検証
－銀行のガバナンスの視点から－」
③ 杉浦 史和（帝京大学）
「ロシアの企業金融から見た企業統治構造」
自由論題Ⅲ（６号館５階・6503 教室）
9：30～11：40（10 分の休憩を含む）
司会者：松田
健（駒沢大学）
コーディネーター：松田
健（駒沢大学）
コメンテーター：小阪 隆秀（日本大学）
① 山縣 正幸（奈良産業大学）
「企業発展と CSR をめぐる理論と実践
－ドイツ語圏を中心に－」
② 佐藤 正弘（西南学院大学）
「ソーシャル・マーケティングの新たな可能性
－Volvic『1L for 10L プログラム』」

特 別 講 演 （２号館３階・プレアホール）
13：00～13：40
石坂 裕幸氏（生活協同組合コープさっぽろ・理事長補佐）
演題「食の安全・安心を求めて－コープさっぽろの取組み－」（仮）
外国人招待講演（２号館３階・プレアホール）
13：50～14：30
Prof. Leonid POLISHCHUK（IRIS Center at the University of Maryland）
演題「CSR in Russia：Impact of Institutions and Path Dependency」
統一論題報告（2 号館 3 階・プレアホール）
14：40～16：50
司会者：植竹 晃久（白鴎大学）
田口 雅弘（岡山大学）
百田 義治（駒沢大学）
加藤志津子（明治大学）
① 出見世信之（明治大学）「米英における CSR の理論と現実」
② 風間 信隆（明治大学）
「ドイツにおける企業体制論と企業の社会的責任の制度化
－大量失業問題と VW の Auto5000 プロジェクト－」
③ 小山
修（札幌大学）「日本企業の CSR をめぐる理論と実際
－食品偽装問題に見る CSR の課題－」
7 月 6 日（日）

8：20 大学バスにて市内中心部ホテルから札幌大学へ出発
9：00～10：30 ポスドク・院生セッション報告（6 号館５階）
10：30～10：40 休憩・移動（６号館→２号館３階・プレアホール）
10：40～12：00 統一論題報告④、⑤（プレアホール）
12：00～13：00 移動・昼食（弁当要予約・６号館５階会員控室）
12：00～13：00 新旧合同理事会（６号館５階・6515/6516 会議室）
13：00～14：20 自由論題報告・ワークショップⅠ・Ⅱ・Ⅲ
休憩・移動（６号館→２号館３階・プレアホール）
14：30～16：10 統一論題シンポジウム（プレアホール）
16：10～16：30 閉会式（プレアホール）
閉会挨拶 大会実行委員長 明 泰淑
16：50 大学バスにて、中央棟前広場から新千歳空港へ向けて出発

ポスドク・院生セッションⅠ（６号館５階・6501 教室）
9：00～10：30
司会者・コメンテーター：井上秀次郎（愛知東邦大学）
① 徐
雅萍（中央大学大学院）「イノベーションを軸とするバーチャル垂直統合
モデル－TSMC を軸とする川上、川下の企業組織間ネットワーク関係－」
② 山田 雅俊（中央大学大学院）「環境経営の戦略的特質と革新性」
③ 近藤 高明（愛知大学大学院）「日本における M&A と企業の社会的責任にかかる
問題点」
ポスドク・院生セッションⅡ（６号館５階・6502 教室）
9：00～10：30
司会者・コメンテーター：赤羽新太郎（専修大学）
① 方
帆（立命館大学大学院）「中国型多国籍企業モデル」
② 清水 一之（明治大学）
「ドイツにおける資本市場の圧力と共同決定
－ライナー・ツーゲヘアの実証的研究成果を中心として－」
④ 瀬口 毅士（中央大学大学院）「多国籍企業の市場戦略における文化の活用
－文化の均質性と多様性の活用－」

ポスドク・院生セッションⅢ（６号館５階・6503 教室）
9：00～10：30
司会者・コメンテーター：櫻井 秀子（作新学院大学）
① 根岸可奈子（中央大学大学院）「日系多国籍企業の CSR 報告書と
GRI ガイドライン」
② 鈴木
学（愛知大学大学院）「病院の社会的責任」
③ 西
剛広（明治大学）
「組織変革における取締役会の役割」
統一論題報告（２号館３階・プレアホール）
10：40～12：00
司会者：植竹 晃久（白鴎大学）
田口 雅弘（岡山大学）
百田 義治（駒沢大学）
加藤志津子（明治大学）
④ 田中
宏（立命館大学）
「東欧資本主義と企業の社会的責任（CSR）
－ハンガリーを中心に－」
⑤ 酒井正三郎（中央大学） 「中国における CSR－その理論と現実」
自由論題報告Ⅳ（６号館５階・6501 教室）
13：00～14：20
司会者：足立 辰雄（近畿大学） コーディネーター：足立 辰雄（近畿大学）
コメンテーター：所
伸之（日本大学）
① 中道
眞（龍谷大学） 「国際 NGO グリーンピースと CSR
－インタビュー調査を中心に－」
② 服部 静枝（京都精華大学）「放送事業における SR の現状と課題」
Work Shop Ⅰ （６号館５階・6502 教室）
13：00～14：20
「現代の株式会社と株式会社論」
コーディネーター：細川
孝（龍谷大学） 小西
豊（岐阜大学）
パネラー
：高橋 由明（中央大学） 細川
孝（龍谷大学）
小西
豊（岐阜大学）
ディスカサント ：溝端佐登史（京都大学）
Work Shop Ⅱ （６号館５階・6503 教室）
13：00～14：20
「企業と社会」
コーディネーター：國島 弘行（創価大学）
パネラー
：島内 高太（三重短期大学）
藤原 隆信（京都経済短期大学）

國島

弘行（創価大学）

Work Shop Ⅲ （６号館５階・6504 教室）
13：00～14：20
「コーポレート・ガバナンスの現状と課題」
コーディネーター：海道ノブチカ（関西学院大学）
パネラー
：松田
健（駒澤大学） 水村典弘（埼玉大学）
岩波 文孝（駒澤大学）
統一論題シンポジウム（２号館３階・プレアホール）
14：30～16：10
司会者：植竹 晃久（白鴎大学）
田口 雅弘（岡山大学）
百田 義治（駒沢大学）
加藤志津子（明治大学）

討論者：① 藤本 光夫（愛知大学）
② 仲田 正機（京都橘大学）
③ 井出 啓二（長崎大学）

