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日本比較経営学会第 45 回全国大会プログラム 
 
11 月 13 日(金) 

16:00 
 

（旧）理 事 会 
ミーティング情報リスト（X） 

 
 
11 月 14 日(土) 自由論題報告 45 分(報告 25 分、質疑応答 20 分)  

10:00 
開 会 式    理事長 桜井 徹（国士舘大学） 

ミーティング情報リスト（X） 

 自由論題セッションＡ 
ミーティング情報リスト（ア） 

自由論題セッションＢ 
ミーティング情報リスト（イ） 

自由論題セッションＣ 
ミーティング情報リスト（ウ） 

 
10:10 

 
 
 
 

10:55 

司会･コメンテーター 
髙久保豊（日本大学） 
報告者: 王 賽（熊本学園大学
大学院） 
「中国における自転車シェアリ
ングビジネス——CSV理論から
の検討」 

司会･コメンテーター 
山下裕介（作新学院大学） 
報告者:陸 磊（国士舘大学
大学院） 
 「外食産業の海外進出と

CSR の実現－吉野家とマ
クドナルドの比較－」 

司会･コメンテーター 
長田華子（茨城大学） 
報告者: 張 赫（東洋大学大
学院） 

「中国多国籍企業の BOP ビジ
ネスに関する一考察」 

 休憩（10 分） 

 自由論題セッション D 
ミーティング情報リスト（ア） 

自由論題セッション E 
ミーティング情報リスト（イ） 

自由論題セッション F 
ミーティング情報リスト（ウ） 

 
11:05 

 
 
 
 

11:50 

司会･コメンテーター 
瀬口毅士（鹿児島県立短期大学） 
報告者: 陳玉媛（中央大学大学院） 
 「中国におけるシェアリング・

エコノミー」 

司会･コメンテーター 
風間 信隆（明治大学） 
 
報告者: 山崎敏夫（立命館大
学） 「ドイツ大銀行の企業
間人的結合の史的分析－ド
イツ銀行の役員兼任と監査
役兼任ネットワーク－」 

司会･コメンテーター 
岡村龍輝（明海大学） 
報告者: 樋口 晃太（中央大
学大学院） 

「CSV（共通価値の戦略）に
おける受動的 CSR の再検討
－競争戦略論の観点から－ 

12:00 
13:00 

お昼休み・（旧）理事会 
ミーティング情報リスト（X） 

 自由論題セッション G 
ミーティング情報リスト（ア） 

自由論題セッション H 
ミーティング情報リスト（イ） 

自由論題セッション I 
ミーティング情報リスト（ウ） 

 
13:00 

 
 
 
 

13:45 

司会･コメンテーター 
山本篤民（日本大学） 
報告者:足立辰雄（近畿大学） 
 「現代の CSR の論点と課題―

SDGs-CSR の一体的運用をめざし

て―」 

司会･コメンテーター 
藤野真（福岡大学） 

報告者:内田智也（株式会社
咲楽） 
「中小企業と事業再生―宿
泊業を中心に－」 

司会･コメンテーター 
森岡 裕（富山大学） 
報告者:新井利英（中央大学大
学院） 
「火力発電プラント業界にお
けるグローバル競争」 

 休憩（15 分） 

14:00 
16:20 

講演会： 日本企業による CSR、CSV、SDGsへの取り組みをめぐって 

ミーティング情報リスト（X） 



プログラムに表記された「ミーティング情報リスト」（ア、イ、ウ、X）はホームページをご確認ください。 

 
11 月 15 日(日) 

 統一論題 
ミーティング情報リスト（X） 

10:00 
10:10 

趣旨説明「CSR の再検討：CSV 経営の可能性と課題」 
プログラム委員長代理 國島弘行（創価大学） 

 
10:10 
 
 
報告 
25 分

間 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 

 
司会：岸田未来（立命館大学）・所伸之（日本大学） 
 
第 1 報告 酒井正三郎（中央大学）  

「中国におけるＣＳＲの成熟度」（仮）」 
第 2 報告 根岸可奈子（宇部工業高等専門学校）  

「多国籍企業の SDGs 実装状況に関する一考察―アパレル産業を中心に」 
 

＜休憩 10 分＞ 
 
第 3 報告 道満治彦 （神奈川大学）  

「気候危機時代における環境政策と企業 ―コロナ後のグリーン・リカバリーの議論
に向けて― 

第 4 報告 芳澤輝泰（近畿大学）  
「日本企業が展開する CSR と CSV の現状と課題（仮）」 

12:00 
13:00 

お昼休み 

13:00 
 

 

 

 

 

 

 

15:30 

ミーティング情報（X） 
 

討論者 1 百田義治（駒澤大学）    ※主に第１～２報告 
討論者 2 中道眞（新潟薬科大学）  ※主に第３～４報告 

からのコメント 各 15 分×２  
報告者からのリプライ 10 分×４ 

＜休憩 10 分＞ 
フロアを交えての討論 70 分 

:30 
15:40 

閉 会 式  新理事長挨拶 
ミーティング情報リスト（X） 

※自由論題 A,D,G セッションは「ミーティング情報（ア）」の「会議室」を、B,E,H セッションは「ミーティング情

報（イ）」の「会議室」を、C,F,I セッションは「ミーティング情報（ウ）」の「会議室」を、それぞれ使用してい

ます。 
※新理事会については、全国大会（中には開催せず）終了後に開催予定です。 時間と Zoom 情報は学会事務局から

別途、ご案内します。 

趣意説明  日高 克平（中央大学） 

司 会   木村 有里（中央大学） 

講演者 

１）有本幸泰（元・イオントップバリュ株式会社 マーケティング本部ブランドマネジメント部 

CSR/CSV 推進担当；現・一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会 シニアアドバイザー）  

「これからの小売業として守るべきものと変えていくもの」 

 

２）染谷真央 (アサヒグループホールディングス株式会社 事業企画部 サステナビリティグループ) 

「被災地に『なりわい』と『にぎわい』を生み出す『希望の大麦プロジェクト』」 

16:30 
18:00 

会員総会 
ミーティング情報リスト（X） 


