第 27 回
第 16 回

経営行動研究学会全国大会および
日本・モンゴル国際シンポジウム
全国大会統一論題

「世界のコーポレート・ガバナンス改革の新潮流」
国際シンポジウム統一テーマ

「環境・経済活動・経営をめぐる諸問題」
日

時：2017 年９月５日（火），６日（水），７日（木）

主

催：経営行動研究学会・ 国際シンポジウム共催：モンゴル経済ビジネス連合
国際シンポジウム協賛：駐日モンゴル大使館
開催校 :創価大学
大会委員長 犬塚 正智・大会実行委員長 佐久間 信夫
会 場 :創価大学
中央教育棟 4 階・5 階
【大会日程概要】
【第１日目：９月５日（火）9：00 受付開始（中央教育棟 5 階）】
第 2７ 回 経 営 行 動 研 究 学 会 全 国 大 会
中央教育棟 5 階
Ａ会場（AC532 教室）
Ｂ会場（AC533 教室）
9：30～10：15
自由論題（A－Ⅰ）
自由論題（B－Ⅰ）
10：20～11：05
自由論題（A－Ⅱ）
自由論題（B－Ⅱ）
11：10～11：55
自由論題（A－Ⅲ）
自由論題（B－Ⅲ）
11：55～12：50
ランチタイム
12:50～18:20

第 16 回日本・モンゴル国際シンポジウム（中央教育棟 4 階、AW404 教室）

【第 2 日目：９月６日（水）
9：00～14：40
12：45～13：30

Ｃ会場（AC534 教室）
自由論題（C－Ⅰ）
自由論題（C－Ⅱ）
自由論題（C－Ⅲ）

8：40 受付開始

（中央教育棟 5 階）】

第 16 回日本・モンゴル国際シンポジウム（中央教育棟４階、AW404 教室）
ランチタイム・理事会（中央教育棟西12F第8会議室）・ モンゴル側代表団（中央教育棟東5F･AE552教室）

第 27 回経営行動研究学会全国大会（中央教育棟

受付 5 階）

＜統一論題・会員総会＞
（中央教育棟４階 AW404 教室）
14：55～15：35
統一論題 Ⅰ
15：40～16：20
統一論題 Ⅱ
16：25～17：05 特別講演 ： 後野 和弘 氏（オリンパス株式会社）
17：10～17：50
会 員 総 会
18：05～20：05
懇親会・レセプション （ニュープリンスホール）
【第 3 日目：9 月７日（木）9：00 受付開始
中央教育棟 5 階
Ａ会場（AC532 教室）
9：30～10：15
自由論題（A－Ⅳ）
10：20～11：05
自由論題（A－Ⅴ）
11：10～11：55
自由論題（A－Ⅵ）
11：55～13：00

（中央教育棟 5 階）】
Ｂ会場（AC533 教室）
自由論題（B－Ⅳ）
自由論題（B－Ⅴ）
自由論題（B－Ⅵ）

ランチタイム

＜統一論題＞（中央教育棟４階 AW404 教室）
13：00～13：40
統一論題 Ⅲ
13：45～14：25
統一論題 Ⅳ
14：30～15：05
統一論題 Ⅴ
15：15～16：40
16：40～16：50

❖ シンポジウム （中央教育棟４階 AW404 教室）
❖ 閉 会 式 （中央教育棟４階 AW404 教室）

創価大学

Ｃ会場（AC534 教室）
自由論題（C－Ⅳ）
自由論題（C－Ⅴ）
自由論題（C－Ⅵ）

プ

ロ

グ

ラ

ム

2017年９月５日（火）９：００ 受付開始（中央教育棟 5階 ）
❖ 第 27回 経 営 行 動 研 究 学 会 全 国 大 会

❖

自由論題 Ⅰ 9：30～10：15 （報告30分，コメント・質疑15分）
5階
テーマ

報告者

Ａ会場（AC532 教室）

中央教育棟 5階

Ｃ会場（AC534教室）
「 研 究 開 発 生 産 性 か ら 見 た 「 人 事 採 用 に お け る 学 歴 情 「ダイナミック・ケイパビリティ
とミドルマネジメントの役割
国 内 製 薬企 業 の業 界 再編」 報に関する研究」
―事例研究結果に基づいて―」
志村

裕久（創価大学）

Ｂ会場（AC533 教室）

ｸｫﾝ

権

ｿ ﾝ ﾋ

善喜（明治大学大学院）

木下 耕二（東洋大学大学院）

山下 洋史（明治大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ

櫻井

敬三（日本経済大学）

加藤 修(みずほ情報総合研究所）

中村

公一（駒澤大学）

司会者

浅井

紀子（中京大学）

石毛

関岡

保二（中央学院大学）

昭範（拓殖大学）

自由論題 Ⅱ 10：20～11：05
テーマ

「地域中小企業の海外進出

「経営システムにおける「から 「日本の製薬会社の海外戦略

―穀物ビジネスにおけるバ

くり視点」に関する研究－トヨ

リューチェーンの考察」

タ生産システムの創発プロセ

―2010 年問題とその後―」

スを中心に－」
報告者

反田 和成（香川大学）

韓

三澤（愛知工業大学大学院） 堀内 美雅乃（立教大学大学院）

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 高垣 行男（駿河台大学）

篠﨑

香織（実践女子大学）

飯島

寛一（中央学院大学)

司会者

土屋

勉男（桜美林大学）

董

光哲（江戸川大学)

青木

均（愛知学院大学）

自由論題 Ⅲ 11：10～11：55
テーマ

「清酒製造業の海外市場創出
と産業特殊要因に関する研
究―ヒアリング調査による
清酒製造業の国際化におけ

「中期目標管理型独立行政法 「わが国トップマネジメントの
人の目標管理と評価に関する 行 動 決 定 因 の 探 索 ― ミ ド ル マ
ネージャー経験の談話記事に
一考察」
よる仕事観の分析から―」

る現状と課題―」
幹夫（住宅金融支援機構） 佐藤

浩史（立正大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 竹野 忠弘（名古屋工業大学） 日野

健太（駒澤大学）

山口

善昭（東京富士大学）

司会者

信夫（中央学院大学）

佐竹

恒彦（千葉商科大学）

報告者

前野 高章（敬愛大学）

樋口 弘夫（和光大学）

藤田

日隈

Lunch Time 11：55～12：50

Jointly Organization
❈ Japan Academy of Management＆Economy and Businessｓ Union of Mongolia ❈
Supported by Embassy of Mongolia in Japan
The 16th International Symposium of Mongolia and Japan 2017.
“Issues on Environment, Economic Activity and Management”
「環境・経済活動・経営をめぐる諸問題」
5－6, September 2017
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September 2017
❈ Memorial

Photography（ 記 念 写 真 撮 影 ）

Opening Ceremony 12：50～13：40
（中央教育棟 4 階 Global Square 4F AW404 room

in Soka University）

通訳: B. Oyuntsetseg : Lecturer of University of the Humanities (Ph.D)
モンゴル側代表団団長

：Tuvd Dorj：President of Economy and Businessｓ Union of Mongolia
Professor of National University of Mongolia,
Vice President of Mongolian Scientific Academy

日本側代表団団長

：菊池 敏夫：経営行動研究学会会長，日本大学名誉教授

創価大学学長

：馬場 善久 ：創価大学学長・教授

【Ⅰ】

13：40～14：30 :

（報告35分・質疑応答15分（通訳含む））
Title：

“Japanese Innovation System and Entrepreneurship”
日本のイノベーション・システムと企業家精神

Speaker：

Satoko Yasuda : Professor of Kansei Gakuin University (Ph.D)
安田 聡子関西学院大学商学部教授／（兼）イノベーション研究センター，Ph.D

Chairman:

Mitsuhiro Hirata:Professor of Emeritus, Hitotsubashi University・Seijoh University
平田光弘：一橋大学名誉教授，星城大学名誉教授

【Ⅱ】
Title：

14：35～15：25
“Investigation into about Process and the Result of the Market Economization Field of
Communication in Mongolia”
モンゴル通信分野の自由化の経緯と成果に関する研究

Speaker：

Osor Baldangombo：Professor of Mongolian University of Science and Technology (Ph.D)
О.Baldangombo：モンゴル国立科学技術大学情報通信技術学部教授

司会者

Tudev

Coffee Break

Bilegt

元前ウランバートル市議会議長、前大統領府官房長官

15：25～15：40

【Ⅲ】 15：40～16：30
Title：

“ The Recent Trends and Problems of Corporate Failure and Turnaround in Japan ”
日本における企業の倒産と再生に関する現状と課題

Speaker：

Saburo Ohta ：Professor of Chiba University of Commerce(Ph.D)
太田 三郎：千葉商科大学商経学部・大学院 商学研究科・政策研究科教授，Ph.D

Chairman:

Yoshio Matsumoto ：Professor of Chuo Gakuin University
松本芳男：中央学院大学特任教授・商学修士

【Ⅳ】
Title：

16：35～17：25
“ The Environmental Management Issues on Sustainable Development Policy for Economy
and Business of Mongolia

”

モンゴルの持続可能な経済･ビジネス開発政策における環境マネジメント問題
Speaker：

Gombodorj Batkhurel：Vice-President of EBUM，Professor of Mongolian University of
Science and Technology(Ph.D)
Gombodorj BATKHUREL：モンゴル経済・ビジネス連合副会長,
モンゴル国立科学技術大学教授 学術博士

司会者

Bud Namsrai：モンゴル国立経営アカデミー教授

【Ⅴ】 17：30～18：20
Title：

“ Social Conflicts in the Beginning in the XXIth Century's Mongolia”

Speaker：

Rabsansanbuu Bold : Former advisor to the President of Mongolia (Ph.D)
元モンゴル国大統領顧問 (Ph.D)

司会者
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Purevjav Pureblkagba ：オルホン県市議会議長

September 2017,

8:40

Global Square 5F

【Ⅵ】 9：00～9：50 （ 4F, AW404 room ）
（報告35分・質疑応答15分（通訳含む））
Title：

“ Mongolian Classic, Traditional Music and theme of Development Management of Dancing”
モンゴルの文化・芸術分野の発展の傾向及び経営上の課題

Speaker：

Nyambalbar Oyun(Ulaanbaatar-erdem 大学大学院博士後期課程
モンゴル国音楽・舞踊大学舞踊学部長、教授)
Tsendsuren Saran(Ulaanbaatar-erdem 大学大学院博士後期課程
モンゴル国音楽・舞踊大学民族楽器科)
Darizav Jargal(Ulaanbaatar-erdem 大学大学院博士後期課程
モンゴル国音楽・舞踊大学管弦楽器科)

司会者
【Ⅶ】
Title：

Tsedendamba Ariuntuya：Credit 銀行リスク管理局長
9：55～10：45
“ The Present Conditions and Problem of the Business Development of Sumitomo
Corporation in Mongolia”
「モンゴルにおける住友商事の事業展開の現状と課題」

Speaker：

Hiroto Fujiwara : General Manager of Sumitomo Corporation Ulaanbaatar Office
藤原弘人：住友商事株式会社ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ事務所所長

Chairman:

Nobuto Iwata ：Professor of Aoyama Gakuin University
岩田伸人：青山学院大学 地球社会共生学部

教授(Ph.D)

Coffee Break 10：45～11：10
【Ⅷ】 11：10～12：00
Title：

“The Current State of The Small and Medium Enterprises in Khovd Prefecture”
ホブド県の中小企業・産業分野の現状

Speaker：

Purevsuren Batbayar : Khovd Branch Manager of Capital Bank
Capital 銀行 Kovd 支店 店長
Ayush GANZORIG （PhD）

司会者

Tudev

Bilegt

元前ウランバートル市議会議長、前大統領府官房長官

【Ⅸ】 12：10～13：00
Title：

“ Toyo System Co., Ltd. Business Development to Asia”
東洋システムのアジアへの事業展開

Speaker：

Tetsuro Iida : President-director of Toyo System Co., Ltd
飯田 哲郎：東洋システム株式会社 代表取締役社長

Chairman:

Iwayuki Suzuki : Professor of Wako University
鈴木岩行:和光大学経済経営学部教授

Lunch Time

13：00～14：00

理事会開催会場（中央教育棟西12F 第8会議室）、モンゴル側代表団（中央教育棟東5F AE552教室）

Closing Ceremony（閉会式：10～14：40

❖ 第 27回 経 営 行 動 研 究 学 会 全 国 大 会 ❖

（ 中央教育棟受 付 ５ 階）

統一論題報告（中央教育棟４階、AW404教室）
第Ⅰ報告
14：55～15：35（報告30分，コメント・質疑10分）
テーマ：「日本企業におけるガバナンス改革の功罪―会計不正の定量分析―」
報告者： 青木 英孝（中央大学総合政策学部教授）
司会者： 市古
勲（東海学園大学経営学部教授）
第Ⅱ報告
15：40～16：20
テーマ：「米国におけるコーポレート・ガバナンス改革の現在
―トランプ政権下での変化も見据えて―」
報告者： 出見世 信之（明治大学商学部教授）
司会者： 佐藤
剛（全米取締役協会会員）

特別講演
16：25～17：05（中央教育棟４階、AW404教室、報告30分，質疑・討論10分 ）
テーマ：「内視鏡技術のイノベーション 」

会

報告者：

後野

司会者：

佐久間 信夫（創価大学経営学部教授）

員 総 会

和弘（オリンパス株式会社 医療要素開発 1 部 部長）

17：10～17：50

（中央教育棟４階、AW404教室）

懇親会・レセプション 18：05～20：05 （ニュープリンスホール）

2017年９月７日（木）９：００ 受付開始（中央教育棟５階）
自由論題 Ⅳ 9：30～10：15（報告30分，コメント・質疑15分） 中央教育棟 ５階
５階
テーマ

Ａ会場（AC532 教室）
「日本におけるコーポレー
ト・ガバナンス改革の現状と
今後の課題」

Ｂ会場（AC533 教室）
「国際会計基準における農産
物に係る公正価値測定とそ
の特徴」

報告者

青木

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ

津田 秀和（愛知学院大学） 田中

司会者

磯

自由論題

Ⅴ

崇（兵庫県立大学） 八藤後

伸彦（山梨学院大学） 齋藤

報告者

山本

淳（LEC 会計大学院） 山田

卓（明海大学)
仁志（淑徳大学）

出ショートカットを考慮し

対策と社会的要請への対応の

た非同期化生産の影響」

在り方に関する一考察」

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ

石﨑

忠司（松蔭大学）

司会者

高橋

義郎（桜美林大学）

亀谷

Ⅵ

建二（明治大学）

辰朗（中部大学）

「資源循環における生産物排 「企業における不正競争防止

金子
山下
小林

自由論題

聡（日本大学大学院） 藤井

10：20～11：05
「静脈市場の付加価値創造―
自動車再資源化産業におけ
る、セメント事業者を事例に
―」
粟屋 仁美（敬愛大学）

テーマ

Ｃ会場（AC534教室）
「低 ROE 企業における経営課
題に関する一考察」

11：10～11：55

勝一（山梨学院大学）
洋史（明治大学）
稔（和光大学

山田

朋生（日本大学）

日野

隆生（東京富士大学）

祥治（対外経済貿易大学） 永島

暢太郎（東海大学）

テーマ

「海外子会社ネットワークの
リストラクチャリングに関
する実証研究」

「誠実な経営者とサスティナ 「観光客の減少要因に関する一
ブルマネジメント」
考察―日帰り観光商圏の設定
を通じて―」

報告者

安田

井上

善博（神戸学院大学） 池口 功晃（別府大学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ

丹野

佐々木

利廣（京都産業大学） 上田 美明（シャンズ株式会社）

司会者

小林

Lunch Time

直樹（立教大学）
勲（神奈川大学）
一夫（法政大学）

野村

千佳子（山梨学院大学） 黒澤 壮史（神戸学院大学）

11：55～13：00

統 一 論 題 報 告 （中 央 教 育 棟 ４階 AW40 4教 室 ）
第Ⅲ報告

13：00～13：40（報告30分，コメント・質疑10分）

テーマ： 「ドイツ企業統治の光と影―日本企業への教訓―」
報告者： 吉森

賢（横浜国立大学名誉教授）

司会者： 三戸

浩（長崎県立大学経営学部教授・学部長）

第Ⅳ報告
13：45～14：25
テーマ： 「イギリスにおけるコーポレート・ガバナンスの新動向
―法制度の変化と機関投資家の行動に注目して―」
報告者： 田中 信弘（杏林大学総合政策学部教授）
司会者： 明山 健師（嘉悦大学経営経済学部専任講師）
第Ⅴ報告
14：30～15：05
テーマ： 「韓国におけるコーポレート・ガバナンスの近年の動向
―外部主体の監視行動を中心に― 」
報告者： 金

在淑（日本経済大学経営学部准教授）

司会者： 大平 義隆（北海学園大学経営学部教授）

❖ シンポジウム 15：15～16：40 （中央教育棟４階、AW404 教室）
統一論題「世界のコーポレート・ガバナンス改革の新潮流」
パネリスト

： 青木 英孝（中央大学総合政策学部教授）
出見世 信之（明治大学商学部教授）
吉森

賢（横浜国立大学名誉教授）

田中 信弘（杏林大学総合政策学部教授）
金

司 会

在淑（日本経済大学経営学部准教授）

者 ： 櫻井 克彦（名古屋大学名誉教授・長崎大学名誉教授・東海学園大学名誉教授）
亀川 雅人（立教大学経営学部教授）

❖ 閉

会 式

16：40～16：50

会場

参
【申込方法】

加

要

領

同封の葉書に該当事項を記入の上，７月３１日（月）までにご返送ください。なお，会員総会に

出席できない場合は，同封葉書の委任状にご署名ご捺印くださいますようお願い申し上げます。
【振込口座】

郵便振込み：

口座番号：

００１５０-７－４１４５３４

口

経営行動研究学会

座 ：

【参加費等】
事前振込み

当日払い

大会・国際シンポジウム参加費

６，０００

６，５００

懇親会・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ参加費

６，０００

６，５００

※ 昼食については、弁当の用意はございませんので、ニューロワール食堂、ニュープリンスホール（食堂）、
中央教育棟 B1F のコンビニなどをご利用下さい。
※

事前振込された方は，念のため振替受領証またはコピーを持参ください。

※

大学院生の大会参加費は３,０００円，懇親会費も３,０００円（事前振込み・当日払共）といたします。

【会場ご案内・交通機関】
創価大学は、JR 八王子駅から北へ 4 ㎞、バスで約
20 分のところにあります。八王子駅へは新宿から
JR 中央線、あるいは京王線(私鉄)で約 40 分です。
また東海道新幹線の新横浜駅から、JR 横浜線で約
45 分です。JR 八王子駅のバス乗り場（平日）は、
始発～12:29：北口 14 番乗り場、12:30～最終：北
口 12 番乗り場です。直前の夏休みダイヤの適用に
より時刻表・乗り場の変更の可能性もございますの
でお気を付けください。

会場

〒192-8577 東京都八王子市丹木町１−２３６ 創価大学内 犬塚正智 研究室
℡. 042-691-8177
e-mail：koudou@soka.ac.jp

