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 日本経営倫理学会（JABES）は 1993年の創立以来、我が国の経営倫理、企業倫理の確立に向け

30 年の歴史を積み重ねてまいりました。この度、創立 30 周年を記念して、下記の通り 2023 年

3月 31日（金）に、記念シンポジウムを一橋講堂で盛大に開催いたします。 

 つきましては皆様の積極的なご参加をお願い申し上げます。なお、会場参加は無料とし、併せ

て記念品（先着 180名様に、サラヤ株式会社様提供ヤシノミ洗剤プレミアムパワー）の贈呈及び

30 周年記念誌『経営倫理入門―サステナビリティ経営を目指して―』の特別価格販売も行いま

す。事前の参加登録を必須とさせて頂きます。 

 オンライン参加方式につきましては、以下の申し込み欄をご参照の上参加登録並びに参加費

の事前納入をお願い致します。また、懇親会につきましても参加登録並びに参加費の事前納入

をお願い致します。なお、入館時に開催案内の提示を求められますのでご持参ください。 

 （本案内状のプリントまたはスマホ画面などでのご提示をお願い致します） 

日本経営倫理学会 会長 潜道 文子 

同学会 30周年記念事業委員長 今井 祐 

記 

◆日時：2023年 3月 31日（金）13：00～17：00（受付：12：30～） 

◆場所：学術総合センター 一橋講堂（2階） 

 住所：東京都千代田区一ツ橋 2-1-2   電話：03‐4212‐3900 

 最寄り駅：神保町駅[都営三田線 A8]から徒歩約 2分 

        竹橋駅[東京メトロ東西線 1b]から徒歩 5分 

 

日本経営倫理学会創立 30 周年記念シンポジウム 

後援： 経営倫理実践研究センター／日本経営倫理士協会 

開催のご案内及び申込書 
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◆統一テーマ：「CSR・CSV とサステナビリティ」 

◆式次第： 

（1）日本経営倫理学会 潜道文子会長挨拶 

（2）カリフォルニア大学バークレー校名誉教授 デービッド・ボーゲル(David J. Vogel) 

先生によるメッセージ等紹介 

（3）＜講演＞ 

  ・第一部 

英国及び欧州における経営倫理の一人者である、ロンドン大学ロイヤル・ハロウェ 

イ校 教授 ローラ・スペンス(Laura J. Spence)先生 

     テーマ：「経営倫理・CSR・サステナビリティと持続的成長目標」 

  ・第二部 

富士フイルムホールディングス代表取締役会長・取締役会議長 

助野 健児氏  

     テーマ：「富士フイルムのサステナビリティ経営と事業ポートフォリオマネジ 

         メント」 

 

＜懇親会＞（学士会館 320 号室）  

  定員に達しましたので受付は終了しました。 

 

＜ご参加登録について＞ 

◆会場参加事前登録：（先着 240名様まで） 

【JABES】創立 30周年記念シンポジウム参加登録 - Google フォーム 

 締め切りは３月 20日とさせて頂きます。 

◆オンライン配信参加登録：（オンラインは ZOOMでの配信となります） 

オンライン参加の方は有償となります。以下の方法で事前納入をお願い致します。 

【JABES】創立 30周年シンポジウムオンライン参加登録 - Google フォーム 

 締め切りは 3月 20日とさせて頂きます。 

（参加費納入後に欠席された場合、返金はご容赦頂きますが、お申し出により 

                      録画情報等をご本人限りでお届の予定です） 

 

 ※上記のフォームで登録が難しい方はメールまたは FAXにて参加申込ください。 

  E-mail：info@jabes.org      FAX：045－572-3579（JABES総務河口宛） 

 

https://docs.google.com/forms/d/1m8oeZ_Ma_1Y4Q04CcPpkYd6uyoB8v3QsWO3xhxJwu_g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1i4SvdAtCjJy_GMPgubFMCQ9UOPVLPC37jNnaXMrTtKM/edit
mailto:info@jabes.org
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＜お支払いについて＞ 

◆オンライン参加費 

  JABES・BERC・ACBEE会員       3,000円 

  JABES理事・学会員等紹介参加者   4,000円 

◆懇親会（先着 50名様迄）参加費 

  受付終了 

◆参加費のお支払い方法 

  ※クレジット支払い（VISA／MASTERご利用可） 

   オンライン参加費 JABES・BERC・ACBEE会員用 

    https://checkout.square.site/merchant/ML088W5T40V4N/checkout/OBBNNCDBWMB5L4DGE5UTOTA4 

   オンライン JABES理事・学会員等紹介参加者用 

    https://checkout.square.site/merchant/ML088W5T40V4N/checkout/AKPFZID4I3Z7SUBUD662BN73 

 

  ※銀行振り込み 

 ①みずほ銀行 麹町支店 普通 1159049 ニホンケイエイリンリガツカイ 

 ②三井住友銀行 赤坂支店 普通 9692697 ニホンケイエイリンリガツカイ  

 ③ 三菱 UFJ 銀行 虎ノ門支店 普通 1407264 ニホンケイエイリンリガツカイセンドウア ヤコ  

 ④ ゆうちょ銀行 019 店 当座 0632380 ニホンケイエイリンリガツカイ  

    口座記号：00140-2 口座番号：632380 加入者名：日本経営倫理学会 

 

 

 

◆講演者の紹介 

（１） ローラ・スペンス先生の写真（高橋浩夫先生 2022年 7月 6日ロンドンでお会 

いになったときのものです。） 

 

（２）ロンドン大学ロイヤル・ハロウェイ校 教授 ローラ・スペンス先生 

https://checkout.square.site/merchant/ML088W5T40V4N/checkout/OBBNNCDBWMB5L4DGE5UTOTA4
https://checkout.square.site/merchant/ML088W5T40V4N/checkout/AKPFZID4I3Z7SUBUD662BN73
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【専門分野】 

経営倫理、企業の社会的責任，サステナビリティ、ソーシャルキャピタル、社会貢献活

動、社会的起業家精神、戦略的人的資源管理、中小企業論 

【略歴】   

・2008年 9月 - 現在： ロンドン大学ロイヤル・ハロウェイ校 経営倫理学教授 

・2017 年- 現在： アドビオリー・カウンシル・メンバー（ビジネス倫理研究所） 

・2021年 3月 - 現在： ピアレビューカレッジフェロー（英国経営アカデミー） 

 

【主要論文】 

・Crane, A., Palazzo, G., Spence, Laura J. and Matten, D. (2014)“Contesting the 

Value of ‘Creating Shared Value’,” California Management Review 56(2): 130-

153. : M.E.ポーター、M.R.クラマーの CSVの論文に対し一定の評価をしつつも問題点を

指摘している。      

・Oldham, S. & Spence, Laura J. (2021) “A typology of small- and medium-sized 

supplier approaches to social responsibility,” Business Ethics, the Environment 

& Responsibility, 31(1): 33-48.：社会的責任のある中小企業のサプライヤーを４つの

グループに分類し、中小企業の様々な役割を明らかにしている。 

 

（３）富士フイルム会長兼取締役会議長助野健司氏の写真（富

士フイルム提供） 

（４） 助野健児（すけの・けんじ）氏の略歴と功績等 

➀略歴：1954年、兵庫県生まれ。1977年、京都大学法学部卒業

後、富士写真フイルム（現富士フイルムホールディングス）入

社。長期の海外勤務（米国法人の CFO）などを経て、2013年、

取締役執行役員経営企画部長、2016年 6月代表取締役社長・グ

ループ最高執行責任者に就任。2021年から代表取締役会長・取締役会議長である。 

➁業績：富士フイルムホールディングス（株）は、2000 年代初頭に利益の過半を稼いで

いた写真関連事業が、写真フイルムの需要急減により赤字に転落。襲い掛かる企業倒産

の危機をはねのけヘルスケアを中心とする事業構造に転換し、快進撃（昨年度過去最高

益更新）を続けている。文字通りサステナビリティ経営である。助野氏は、2010 年代以

降、経営企画部長として、また代表取締役社長として、ヘルスケア事業の M&A等、同社

の成長戦略に辣腕を振るった。一方、同社は、政府より早い 2040年度までに自社使用

エネルギーによる CO2 排出の実質ゼロおよび 2030年度までに製品ライフサイクル全体

の CO2排出量 50％削減（対 2019年度比）を目標とする CSR計画（Sustainable Value 

Plan 2030）を進めている。 

➂参考：富士フイルムホールディングスの子会社である富士ゼロックス（現富士フイル

https://uk.linkedin.com/company/royal-holloway-university-of-london?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
https://uk.linkedin.com/company/institute-of-business-ethics?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
https://uk.linkedin.com/company/british-academy-of-management?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
https://www.researchgate.net/profile/Andrew-Crane-2
https://www.researchgate.net/journal/California-Management-Review-0008-1256
https://www.researchgate.net/journal/California-Management-Review-0008-1256
https://www.researchgate.net/journal/California-Management-Review-0008-1256
https://pure.royalholloway.ac.uk/en/publications/a-typology-of-small-and-medium-sized-supplier-approaches-to-socia
https://pure.royalholloway.ac.uk/en/publications/a-typology-of-small-and-medium-sized-supplier-approaches-to-socia
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ムビジネスイノベーション）の故小林陽太郎様は当学会の姉妹団体である一般社団法人

経営倫理実践研究センター（BERC）の重要発起人の一人である。 

 

◆祝辞と小論文をいただける、カリフォルニア大学バークレー校名誉教授 デービッド・ボー

ゲル先生の紹介 

・2013年の創立 20周特別シンポジュウム大会（テーマ：「企業の

グローバル社会責任と経営倫理」）の際、ビッグネームのデービ

ッド・ボーゲル博士をお呼びしたことを覚えておられる方も多い

かと思います。（上記写真は当時のもので今井撮影） 

・カリフォルニア大学バークレー校の政治学および同校のハー

ス経営大学院の企業倫理学教授を経て、現在、カリフォルニア大

学バークレー校名誉教授 

・専門分野：環境政治・政策、グローバル企業の社会的責任、カリフォルニア州における

規制政策イノベーションの歴史、健康・安全・環境規制の政治学、世界経済における消費

者・環境規制 

・著書『企業の社会的責任の徹底研究：利益の追求と美徳のバランス－その事例による検

証』（2007）他多数。 

 

◆お問合せ先 

   日本経営倫理学会 30周年記念事務局 

 info@jabes1993.org   090-4132-3706(担当：河口） 

 

https://www.hmv.co.jp/product/detail/3173594
https://www.hmv.co.jp/product/detail/3173594
mailto:info@jabes1993.org

