第２４回研究発表大会プログラム

◇第１日目（６月１８日 土曜日）
【受 付】
【開会式】

於：東北大学川内南キャンパス 文科系総合講義棟

１０：３０～（１階 エントランスロビー）
１１：００～１１：１０（２階 A会場・経済学部第２講義室）

【午前の部】 １１：１０～１２：１０
会場

Ａ会場
（ 経済学部第２講義室 ）

B会場
（ 第２小講義室 ）

Ｃ会場
（ 第３小講義室 ）

司会

髙野一彦（関西大学）

岡部幸徳（金沢工業大学）

文 載皓（常葉大学）

11：10-11：40

A-1 研究発表1
B-1 研究発表3
特定状況下の企業不祥事に関する研究
医療法人の制度的特徴
-震災復興過程における企業不祥事の全
-医療事故の発生要因に焦点を当てて体像矢口義教（東北学院大学）

11：40-12：10

A-2 研究発表2
地方創生総合戦略へのPDCA活用法
-CSR経営に学ぶ黒澤正一（早稲田大学）

鈴木貴大（学生・明治大学大学院）

B-2 研究発表4
医の倫理と診療の質

C-1 研究発表5
職場における名乗りと名指し
-従業員の命名権（ネーミング・ライツ）は
誰にあるか

日向浩幸（学生・中央大学大学院）
髙田一樹（南山大学）

【ランチタイム】

１２：１０～１３：００

【２０１６年度年次総会】

１３：００～１３：５０（２階 A会場・経済学部第２講義室）

【統一論題シンポジウム】
「地方創生と経営倫理」

１４：００～１７：３５（２階 A会場・経済学部第２講義室）

14：00-14：05
14:05-14:50

【挨拶】
司会：矢口義教先生（東北学院大学経営学部・准教授、本学会会員）
【招待講演】
「東北の復興と地方創生」 大滝精一先生（東北大学大学院経済学研究科・教授/前研究科長）
【基調講演】

14：50-15：35

15：35-15：45

「地方創生とCSR/CSV－企業と関係者との「協創」による価値創造－」
笹谷秀光氏（株式会社伊藤園・常務執行役員CSR推進部長、本学会理事）
休憩
【企業事例紹介】
§事例紹介１（15：45-16：15）
「KDDIによる被災地復興支援（仮）」 （KDDI株式会社復興支援室）
§事例紹介２（16：20-16：50）

15：45-17：35

「Yahoo! JAPANによる被災地復興支援（仮）」 （ヤフー株式会社復興支援室）
§事例紹介３（16：55-17：25）
「宮城県女川町における事業創生支援（仮）」
中村志郎 氏 （特定非営利活動法人アスヘノキボウ・人材事業部責任者）
§司会コメント

17：35-17：45

【懇親会】

【総括】

１８：００～１９：３０（川内萩ホール１階 Café ）
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◇第２日目（６月１９日 日曜日）

於：東北大学川内南キャンパス 文科系総合講義棟

【受 付】 ９：３０～（１階 エントランスロビー）
【午前前半の部】１０：００～１1：００
会場

A会場
（ 経済学部第２講義室 ）

Ｂ会場
（ 第２小講義室 ）

Ｃ会場
（ 第３小講義室 ）

司会

小山嚴也（関東学院大学）

浜辺陽一郎（青山学院大学大学院）

今井祐（今井経済経営研究所）

10：00-10：30

A-3 研究発表6
情報の価値構造と個人情報流出問題
山下洋史（明治大学）

10：30-11：00

A-4 研究発表7
ビックデータとしての個人情報の利用と
保護に関する課題と提言
―個人情報保護委員会が担う役割を中
心として―

B-3 研究発表8
監査等委員会設置会社への移行企業の
属性と実効性の分析
-どのような属性の企業が移行したのか、
監督機能の強化に繋がるのか
林 順一
（青山学院大学国際マネジメント学術フロ
ンティア・センター）
B-4 研究発表9
真のROE経営とは
-ROE経営に走る日本企業への提言中嶋康雄（ガバナンス研究部会）

髙野一彦（関西大学）

C-2 研究発表10
企業の社会的責任論の学説的変遷にお
ける現実との乖離に関する論考
-権力と責任の均衡論の捨象と復権の視
点から吉田哲朗（しんきん信託銀行）
C-3 研究発表11
SRB企業制度システムの設計思想とその
サステナビリティー・マネジメントへの影
響：日米豪企業の比較分析の枠組み
高岡伸行（和歌山大学）
De Zoysa, Anura （University of
Wollongong)

【午前後半の部】 １１：１０～１２：１０
会場

A会場
（ 経済学部第２講義室 ）

Ｂ会場
（ 第２小講義室 ）

Ｃ会場
（ 第３小講義室 ）

司会

井上泉（ジャパンリスクソリューション）

出見世信之（明治大学）

小方信幸（帝京平成大学）

11:10-11:40

A-5 研究発表12
過重労働・過労死問題に関する一考察
B-5 研究発表13
C-4 研究発表15
-CSR、ガバナンスの視点から「働き方改
株式会社の特質と株主第一規範の再考 規則の形骸化の試論的検討
革」を考える勝田和行
（日本エマージェンシーアシスタンス）

周 楊（学生・同志社大学大学院）

谷口勇仁（北海道大学大学院）

C-5 研究発表16
B-6 研究発表14
ソフトローとしてのCSR国際規格の有効
在シンガポール日系企業のコンプライア 性
ンス活動再考
-CDPによるエンフォースメントとエンゲー
ジメントを手がかりとして小山嚴也（関東学院大学）
田中信弘（杏林大学）

11:40-12:10

【ランチタイム】１２：１０～１３：００
【午後前半の部】１３：００～１４：００
会場

A会場
（ 経済学部第２講義室 ）

Ｂ会場
（ 第２小講義室 ）

Ｃ会場
（ 第３小講義室 ）

司会

山下洋史（明治大学）

吉川吉衛（国士舘大学）

水尾順一（駿河台大学）

13：00-13：30

A-7 研究発表17
日本における中小企業のCSR活動
B-7 研究発表19
C-6 研究発表21
-高崎近隣の中小企業10社における事例 日本におけるコーポレート・ガバナンス改 従業員からの評価につながるCSRコミュ
研究革
ニケーションに関する研究
田中敬幸（高崎商科大学）
横田理宇（麗澤大学）

13：30-14：00

A-8 研究発表18
岡山における地域創生
-ベクトルグループ
西井寿里（川崎医療福祉大学）

出見世信之（明治大学）

井上昌美（大分大学）

C-7 研究発表22
B-8 研究発表20
CSR経営と新しいプロフェッショナル能力
企業危機発生時におけるCEO退任の位
-組織のオートポイエーシス（自己創出
置づけ
性）の確立に向けて片方恵子（学生・慶應義塾大学大学院）
高野研一（慶應義塾大学大学院）
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【午後後半の部】 １４：１０～１５：１０
会場

A会場
（ 経済学部第２講義室 ）

Ｂ会場
（ 第２小講義室 ）

司会

葉山彩蘭（淑徳大学）

梅津光弘（慶應義塾大学）

14：10-14：40

A-9 研究発表23
自治体と企業との包括連携協定に関す
る一考察
津久井稲緒（長崎県立大学）

14：40-15：10

井上 泉（ジャパンリスクソリューション）

C-8 研究発表27
内部告発問題における徳倫理学的アプ
ローチ
杉本俊介（大阪経済大学）

A-10 研究発表24
B-10 研究発表26
C-9 研究発表28
企業家の意識とナショナル・アイデンティ シンドラー社製エレベーター死亡事故の
共同体としての企業
ティ―経済性と社会性のなかで
事例研究
-徳倫理学によるアプローチ嶋根政充（明海大学）
志野澄人（愛知学院大学）

15：10-15：20

B-9 研究発表25
笹子トンネル崩落事故と経営倫理

Ｃ会場
（ 第３小講義室 ）
勝田和行
（日本エマージェンシーアシスタンス）

樋口晴彦
（警察大学校警察政策研究センター）

閉会式

3

大塚祐一（学生・麗澤大学大学院）

