第２３回研究発表大会プログラム

◇第１日目（６月２０日 土曜日）
【受 付】
【開会式】

於：拓殖大学文京キャンパス E館

９：３０～（３階 ３０７教室前）
１０：００～１０：１０（３階 ３０７教室）

【午前前半の部】 １０：１０～１１：１０
会場

Ａ会場
（ ３０３ 教室）

B会場
（ ３０４ 教室）

Ｃ会場
（ ３０５ 教室）

司会

古山英二（開智国際大学）

文載皓（常葉大学）

井上泉（ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾘｽｸ ｿﾘｭｰｼｮﾝ）

10：10-10：40

A-1 研究発表1
イスラームの企業倫理とハラール認証の再
考
藤原 達也（学生・麗澤大学大学院）

10：40-11：10

B-1 研究発表5
CSRとコーポレート・ガバナンスの関連性 C-1 研究発表9
の検証と今後の方向性
IFRSに基づく財務戦略の方向性につい
ーISO26000とコーポレート・ガバナンス・ て
コード原案の比較からー
朝川 俊誠（学生・駿河台大学大学院）
山田 雅穂（中央大学）、他

A-2 研究発表2
B-2 研究発表6
C-2 研究発表10
中国のCSR(企業の社会的責任）の問題 手続きが公正なCSRコミュニケーションが 役員構成の多様化と株価のパフォーマン
点と課題に関する研究
従業員へ与える影響に関する研究
スについての予備的検討
倉持 一（学生・立教大学大学院）

井上 昌美（大分大学）

小池 裕子（開智国際大学）

【午前後半の部】 １１：２０～１２：２０
会場

Ａ会場
（ ３０３ 教室）

B会場
（ ３０４ 教室）

Ｃ会場
（ ３０５ 教室）

司会

浜辺陽一郎（青山学院大学）

蟻生俊夫（電力中央研究所）

水尾順一（駿河台大学）

11：20-11：50

A-3 研究発表3
柳韓洋行創業者・柳一韓の経営倫理思
想
-韓国型経営倫理の先駆者に関する考
察-

B-3 研究発表7
C-3 研究発表11
社会的責任ビジネスのパースペクティブ 統合報告書から見た企業の社会的責任
としてのCSVの系譜
活動の開示方法とその評価課題
高岡 伸行（和歌山大学）

青木 崇（愛知淑徳大学）

中川 圭輔（下関市立大学）

11：50-12：20

B-4 研究発表8
C-4 研究発表12
A-4 研究発表4
「社会課題」の取組みから見る本質的な 報告する文化（reporting culture)の試論
日本企業の海外子会社におけるコンプラ
CSRとは
的検討
イアンス活動
－社会の持続可能な発展をめざしてー －なぜ、金融機関は違算を報告するの
－シンガポールでの事例から－
か？－
古谷由紀子
小山 嚴也（関東学院大学）
（経営倫理実践研究センター）
谷口 勇仁（北海道大学大学院）

【ランチタイム】

１２：２０～１３：１０

【２０１５年度年次総会】

１３：１０～１４：００（３階 ３０７教室）

【コーヒーブレイク】

１４：００～１４：３０（３階 ３０３教室，３０４教室）

【統一論題シンポジウム】 １４：３０～１７：４５（３階 ３０７教室）
「アジアの経営倫理－文化の多様性と経営倫理の普遍化可能性」
14：30-15：40

【基調講演】
「東アジアの国際秩序観念について」 渡辺利夫先生（拓殖大学 総長）
【パネルディスカッション】アジアの経営倫理 -文化の多様性と経営倫理の普遍化可能性司

会：高橋 浩夫 先生（白鷗大学）

パネラー：
15：50-17：45

「中国の経営倫理」（仮） 劉 慶紅 先生（立命館大学）
「インドの家族経営とコーポレート・ガバナンス」 ビシュワ ラズ カンデル 先生（嘉悦大学）
「タイ企業の社会貢献活動と伝統的価値観」 木村 有里 先生（杏林大学）

【懇親会】

１８：００～１９：３０（C館７階ラウンジ もしくは B館地下１階学食）
*当日ご案内いたします
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第２３回研究発表大会プログラム

◇第２日目（６月２１日 日曜日）

於：拓殖大学文京キャンパス E館

【受 付】 ９：３０～（３階 ３０７教室前）
【午前前半の部】１０：００～１1：００
会場

A会場
（ ３０３ 教室）

Ｂ会場
（ ３０４ 教室）

Ｃ会場
（ ３０５ 教室）

司会

出見世信之（明治大学）

吉川吉衛（国士舘大学）

小山嚴也（関東学院大学）

10：00-10：30

A-5 研究発表13
B-5 研究発表17
韓国財閥企業の所有構造と最近の「新
個人と組織の意識の進化
規循環式持合い禁止」規則による新たな
－良心を中心に－
展望
李 昭娟（学生・創価大学大学院）

10：30-11：00

山崎 純一（山崎総合研究所）

B-6 研究発表18
日本企業における倫理確立に向けての
C-5 研究発表21
取組みと管理者の倫理観－1994年、
ベネッセ情報漏えい事件の事例研究
2004年、2014年の調査結果の比較をふ
まえて
樋口 晴彦
林 順一（青山学院大学国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学
（警察大学校警察政策研究センター）
術ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ｾﾝﾀｰ）
中野千秋（麗澤大学）
山田敏之（大東文化大学）
A-6 研究発表14
英国のCSR-なぜ英国はCSR先進国と
なったのか－

【午前後半の部】 １１：１０～１２：１０
会場

A会場
（ ３０３ 教室）

Ｂ会場
（ ３０４ 教室）

Ｃ会場
（ ３０５ 教室）

司会

梅津光弘（慶應義塾大学）

高野一彦（関西大学）

小山嚴也（関東学院大学）

11:10-11:40

B-7 研究発表19
A-7 研究発表15
プロフェッショナル・インテグリティ、経営
松下幸之助の経営理念とキリスト教プロ
倫理教育そして法曹倫理研究
テスタントの経済倫理
小方信幸（帝京平成大学）

11:40-12:10

B-8 研究発表20
A-8 研究発表16
国連グローバル・コンパクト再考
開発途上国を視野に入れたCSVの倫理
－普遍的価値と経営理念の側面から
性を問う
水村 典弘（埼玉大学）

12：10-12：20

桑山三恵子
（一橋大学CFO教育研究センター）

出見世信之（明治大学）

閉会式
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C-6 研究発表22
ステークホルダーのネガティブ反応の度
合による企業危機類型化の一考察
片方 恵子（学生・慶應義塾大学大学院）

C-7 研究発表23
原子力発電と政府規制組織のあり方
山脇 徹（監査・ガバナンス研究部会）

