
 

日本比較経営学会・労務理論学会共催全国大会 

第 32 回日本比較経営学会・第 17 回労務理論学会全国大会 

統一論題 企業の社会的責任と労働の国際比較-市場 VS 人権の視点から- 

2007 年 5 月 11 日（金）, 12 日（土）, 13 日（日） 明治大学 駿河台キャンパス 

共催全国大会実行委員会事務局  
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1 明治大学経営学部共同研究室  
 

日本比較経営学会大会実行委員長 風間信隆 
研究棟 839 号室 03-3296-2168   

  

労務理論学会大会実行委員長 平沼 高 
研究棟 629 号室 03-3296-2071 
     

 

【大会日程】 

 13:00～ 15:30～ 

5 月 11 日（金） 
 院生セッション 常任理事会 

編集委員会 

拡大理事会・幹事会 

9:20～ 9:50～ 12:00～ 13:00～ 14:30～ 16:20～ 18:00～ 

5 月 12 日（土） 開会式 自由論題 昼休み 

理事会 

共同開催 

記念講演 

統一論題

報告 

会員総会 合同懇親会 

9:30～ 12:10～ 13:00～ 14:20～ 14:30～ 17:00～ 

5 月 13 日（日） 
統一論題報告 昼休み 

理事会 

自由論題報告 

分科会 

休憩 

移動 

シンポジウム 閉会式 
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会場案内 

 開催日 日本比較経営学会 労務理論学会 

受付 5/11, 5/12, 5/13 LT 1 階 エントランスホール 

常任理事会 5/11 研究棟 4階 第 2会議室 研究棟 4階 第 1会議室 

編集委員会 5/11, 5/12, 5/13 研究棟 3階 第 10 会議室 研究棟 4階 第 5会議室 

拡大理事会・幹事会 5/11, 5/12, 5/13 研究棟 4階 第 2会議室 研究棟 4階 第 1会議室 

開会式・閉会式 5/12, 5/13 LT 1 階 1013 教室（リバティホール） 

院生セッション 5/11 
LT 16 階 

1165, 1166 教室 

LT 15 階 

1153, 1154, 1156 教室 

A, D 会場  

LT 11 階 1113 教室 

1 会場  

LT 12 階 1123 教室 

B, E 会場  

LT 11 階 1114 教室 

2 会場  

LT 12 階 1125 教室 
自由論題報告 5/12, 5/13 

C 会場  

LT 11 階 1116 教室 

3 会場  

LT 12 階 1126 教室 

共同開催記念講演 5/12 LT 1 階 1013 教室（リバティホール） 

統一論題報告・シンポジウム 5/12, 5/13 LT 1 階 1013 教室（リバティホール） 

会員総会 5/12 LT 1 階 1011 教室 LT 1 階 1012 教室 

合同懇親会 5/12 大学会館 8階（大会議室） 

書評, 社労士, 特別分科会 5/13 
 LT 12 階 

 1123, 1125, 1126 教室 

会員控室 5/12, 5/13 LT 11 階 1115 教室 LT 12 階 1124 教室 

大会本部事務局 5/11, 5/12, 5/13 研究棟 4階 第 3会議室 
※ LT は、リバティタワーを示しております。 
※ リバティタワー3 階と研究棟 4 階の間、およびリバティタワー1 階と研究棟 1 階の間に連絡通路がございます。 
※ 喫煙はリバティタワー2 階ふじ棚広場にてお願い申し上げます。 
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2007 年 5 月 11 日（金） 

13:00～15:00 院生セッション 

 

日本比較経営学会 労務理論学会 

会場 会場 A  LT 1165 教室 会場 B  LT 1166 教室 会場 1 LT 1153 教室 会場 2 LT 1154 教室 会場 3 LT 1156 教室 

司会 

ｺﾒﾝﾃｰﾀ 

中屋信彦（名古屋大学） 

高橋由明（中央大学） 

仲田正機（立命館大学） 

井上照幸（大東文化大学） 

中川香代（高知大学） 岡田寛史（岩手県立大学） 清山 玲（茨城大学） 

陸 云江（龍谷大学・院） 岡村龍輝（中央大学・院） 山縣宏寿（明治大学・院） 奥寺 葵（中央大学・院） 大石雅也（九州大学・院） 13:00- 

13:40 

報告者 

ﾀｲﾄﾙ 

直接投資と中国 IT 産業の技

術進歩 

協力関係のコンテクスト依

存性： 日本自動車メーカー

の環境技術開発過程 

生活協同組合における年功

給と性差別 

技術発展と人的資源管理 日本の職場におけるメンタ

ルヘルス対策の現状と課題 

福田博彦（長崎大学・院） 内田智也（日本大学・院） 橋村政哉（明治大学・院） 石川公彦（明治大学・院） 片渕卓志（大阪市立大学・

院） 
13:40- 

14:20 

報告者 

ﾀｲﾄﾙ 

『中国企業の海外進出「走出

去」と対日直接投資: 尚徳・

MSK の M&A 事例研究 

コーポレート・ガバナンスと

企業効率・企業倫理問題：

日本企業の実証分析および

自動車メーカーのケース分

析において 

成果主義をめぐる若干の論

点について 

外国人労働者の組織化: Z 労

働組合の事例を中心として 

統計的品質管理の導入と葛

藤： アメリカ流と日本型組

織のはざまで苦悩する 1950

年代導入諸企業の事例から 

張 潔（京都大学・院） 小島 愛（明治大学・院） 永田 瞬（一橋大学・院） 藤野 真（駒澤大学・院） 永井隆雄（慶応大学・院） 
14:20- 

15:00 

報告者 

ﾀｲﾄﾙ 

China’s state owned 
Enterprises Development 
Under the Contracting 
System and the Modern 
Enterprise System: the Case 
of Shougang Group 

病院経営の社会的企業への

志向 

非正規雇用の拡大と格差社

会 

セル生産システムと小集団

活動: 雇用の多様化に関連

づけて 

鉄道関連会社における人事

改革: 雇用形態別の処遇変

化と成果主義 

15:30～16:30 常任理事会       日本比較経営学会 研究棟第 2 会議室    労務理論学会 研究棟第 1会議室 

15:30～16:30 編集委員会       日本比較経営学会 研究棟第 10 会議室   労務理論学会 研究棟第 5 会議室 

16:30～17:30 拡大理事会・幹事会   日本比較経営学会 研究棟第 2 会議室    労務理論学会 研究棟第 1会議室 
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2007 年 5 月 12 日（土） 

9:20～9:40   開会式   リバティホール  日本比較経営学会理事長 林 正樹（中央大学） 

 労務理論学会会長     黒田兼一（明治大学） 

9:50～12:00  自由論題報告 A, B, C, 1, 2, 3 

 

 日本比較経営学会 労務理論学会 

 
組織と市場の国際 

比較: 中国とロシア 

市民事業とソーシャ

ル・キャピタル 
現代社会と CSR 現代の能力開発 医療・看護 人事・労務 

会場 会場 A  LT 1113 教室 会場 B  LT 1114 教室 会場 C  LT 1116 教室 会場 1  LT 1123 教室 会場 2  LT 1125 教室 会場 3  LT 1126 教室 

司会 

ｺﾒﾝﾃｰﾀ 

門脇延行（滋賀大学名

誉教授）, 藤原篤志（駒

澤大学）横井和彦（同

志社大学）林 裕明（島

根県立大学） 

藤原隆信（京都経済短

期大学） 

馬頭忠治（鹿児島国際

大学） 

安藤 陽（埼玉大学）

岩波文孝（駒澤大学）

内田一秀（札幌大学） 今村寛治（熊本学園大

学） 

井上千一（大阪人間科

学大学） 

小西 豊（岐阜大学） 横川和穂（京都大学・

院） 

劉 永鴿（作新学院大

学） 

櫻井善行（名古屋市立

大学） 

大星有美（常葉医療専

門学校） 

中村艶子（同志社大学） 
9:50- 

10:30 

報告者

ﾀｲﾄﾙ 

ロシアビール産業にお

ける組織戦略と市場パ

フォーマンス 

移行期ロシアにおける

住宅・公益事業と地域

社会 

中国企業統治のアイデ

ンティティ: 諸要素を

中心として 

企業の論理と社会の論

理: ある大企業の教育・

訓練の性格の一考察 

医療労働の標準化 企業の社会的責任: 企

業内保育所設立動向に

見る 

高橋宏幸（京都大学・

院） 

湯浅 誠（NPO 法人自立

生活サポートセンタ

ー・もやい） 

村上了太（沖縄国際大

学） 

植上一希（東京大学・

院） 

小林三津子（大分県立

看護科学大学） 

福本 徹（国立教育政

策研究所） 
10:30- 

11:10 

報告者

ﾀｲﾄﾙ 

中国ビール産業の現状

と卸売の実態 

NPO と生活困窮者支援:

連帯保証人活動とホー

ムレス化予防モデル事

業 

タバコ企業の社会的責

任:規制緩和時代にお

ける規制強化とステー

ク・ホルダー 

1980 年代以降の職業能

力開発政策の展開 

医療環境の変化と新卒

看護師の離職問題 

会社分割と賃金制度改

定における労使交渉 
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伏田寛範（京都大学大

学院） 

石倉康次（立命館大学） 水村典弘（埼玉大学） 田中萬年（職業能力開

発総合大学校） 

早川佐知子（明治大

学・院） 

佐藤飛鳥（石川産業創

出支援機構） 11:20- 

12:00 

報告者

ﾀｲﾄﾙ 

戦略産業に対するロシ

ア政府の介入について

の考察 

市民的公共性と社会福

祉法人経営 

現代社会と公開企業:

企業の社会的責任・企

業統治・企業倫理 

「雇用保険法」の制定

過程と教育訓練の位置

づけ 

アメリカにおける看護

師の派遣労働問題 

アメリカスタッフィン

グ産業の利益獲得構造

とコンティンジェン

ト・ワーク 

12:00～13:00  昼休み 

拡大理事会・幹事会    日本比較経営学会 研究棟第 2 会議室    労務理論学会 研究棟第 1 会議室 

編集委員会        日本比較経営学会 研究棟第 10 会議室   労務理論学会 研究棟第 5会議室 

13:00～14:30   共同開催記念講演                                         リバティホール 

 報告者 基調講演 司会者 

13:30- 

14:30 

熊沢 誠（甲南大学名

誉教授、研究会『職場

の人権』代表） 

現代日本の労働について何が問題か 関口定一（中央大学） 

14:30～16:10   統一論題報告       テーマ「企業の社会的責任と労働の国際比較」  リバティホール 

 報告者  司会者 

14:30- 

15:10 

上原一慶 

（大阪商業大学） 
発展する中国経済と非正規就業の増大 

15:20- 

16:10 

平澤克彦 

（日本大学） 
CSR とソーシャル・ディメンジョン 

堀林 巧（金沢大学） 

鈴木良始（同志社大学） 

16:10～16:20   休憩・移動 

16:20～17:30   会員総会           

日本比較経営学会 労務理論学会 

リバティタワー1 階 1011 教室 リバティタワー1 階 1012 教室 

18:00～20:00   懇親会          大学会館８階（大会議室） 
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2007 年 5 月 13 日（日） 

9:30～12:00  統一論題報告       テーマ「企業の社会的責任と労働の国際比較」  リバティホール 

 報告者  司会者 

9:30- 

10:20  

日高克平 

（中央大学） 

共生型ビジネスモデル論 

10:20- 

11:10 

仲野（菊地）組子 

（同志社大学） 

アメリカの労働市場改革 

 

11:20- 

12:00 

森岡孝二 

（関西大学） 

悪化する労働環境と企業の社会的責任

: 長時間労働と不安定雇用を中心に 

夏目啓二（龍谷大学） 

百田義治（駒澤大学） 

12:10～13:00  昼休み 拡大理事会・幹事会   日本比較経営学会 研究棟第 2 会議室   労務理論学会 研究棟第 1 会議室     

編集委員会       日本比較経営学会 研究棟第10会議室  労務理論学会 研究棟第5会議室 

 

13:00～14:20   自由論題報告 D, E（日本比較経営学会）  分科会（労務理論学会） 

日本比較経営学会 労務理論学会 

 D グローバリゼーショ

ンとアジア 
E  市民社会と企業経営  書評分科会 社労士分科会 特別分科会 

会場 LT 1113 教室 LT 1114 教室  LT 1123 教室 LT 1125 教室 LT 1126 教室 

司会 

ｺﾒﾝﾃｰﾀ 

藤本光夫（愛知大学） 

大西勝明（専修大学） 

所 伸之（日本大学） 

重本直利（龍谷大学） 

 青山茂樹（静岡大学） 岩城猪一郎（東京社労

士会） 

森田園子（大阪樟蔭女

子短大） 

井手啓二（長崎大学） 中村共一（岐阜経済大学） 鈴木良始（同志社大学） 山口陽一郎（東京社労

士会） 

田中 均（銀行労働研

究会）沖 和子（元野

村證券原告団） 
13:00- 

13:40 

報告者 

ﾀｲﾄﾙ 

中国企業の海外進出: 

UNCTAD『世界投資報告

2006 年』を中心に 

市民社会と経営の公共

性: 使用価値の視点から 

13:00- 

14:20 

報告者 

ﾀｲﾄﾙ 

野原光著『現代の分業

と標準化』高菅出版 

成果主義の 2 つの姿: 

自動車メーカー2 社の

改定事例から 

 

社会的責任投資分析会

社が野村證券男女差別

裁判の和解に及ぼした

影響 
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岩佐和幸（高知大学） 國島弘行（創価大学） 篠崎恒夫（札幌大学） 佐藤博治（京都社労士

会） 

 13:40- 

14:20 

報告者 

ﾀｲﾄﾙ 

東南アジアにおける輸出

指向型農業とアグリビジ

ネス 

デスマーチ・プロジェク

トと市民生活の崩壊 P・アドラー他共著『リ

メイド・イン・アメリ

カ』中央大学出版会 

労災保険の第三者行為

災害 

 

  

浅野和也（中京大学） 保﨑 賢（鹿児島社労

士会） 

 

    

報告者 

ﾀｲﾄﾙ 

願興寺著『トヨタ労使

マネジメントの輸出』

個別労働関係紛争に係

るあっせん代理の実務

 

 

14:30～17:00  統一論題シンポジウム  リバティホール 

 

司会者 統一論題報告者 コメンテータ 

夏目啓二（龍谷大学） 

百田義治（駒澤大学） 

森岡孝二（関西大学） 

平澤克彦（日本大学） 

仲野（菊地）組子（同志社大学） 

上原一慶（大阪商業大学） 

日高克平（中央大学） 

安井恒則（阪南大学） 

貫 隆夫（大東文化大学） 

 

17:00～17:10  閉会式             リバティホール 

              労務理論学会大会実行委員長    平沼 高（明治大学） 

      日本比較経営学会大会実行委員長  風間信隆（明治大学） 

 

 

 

 



会場     明治大学 駿河台キャンパス リバティタワー 

      〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1 （03-3296-4545） 

交通案内  JR       中央線・総武線 御茶ノ水駅 

           地下鉄   丸の内線 御茶ノ水駅下車, 千代田線 新御茶ノ水駅下車, 都営新宿線神保町駅または小川町駅下車, 

都営三田線・半蔵門線 神保町駅下車 

           ※東京～御茶ノ水 約 5分  

※新宿～御茶ノ水 約 10 分  
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