
統一論題報告者及び討論者
第73回大会�統一論題�新しい世紀と企業経営の変革−企業経営の変革をめざして−

報告者�中原�秀登（千葉大学）

司会者�高橋�俊夫（明治大学）

報告者�坂野�友昭（早稲田大学）

討論者�平田�光弘（東洋大学）

討論者�村田�稔�（中央大学）

報告者�佐久間信夫（創価大学）

報告者�対木�隆英（成蹊大学）

司会者�植竹�晃久（慶應義塾大学）

第74回大会�統一論題�経営学の新世紀：経営学100年の回顧と展望

報告者�丹沢�安治（専修大学）

司会者�高橋�由明（中央大学）

司会者  森本�三男（白鴎大学）

報告者�林��正樹（中央大学）

報告者  三戸�公�（立教大学・中京大学名誉教授）

討論者�一寸木俊昭（松商学園短期大学）

報告者�加藤志津子（明治大学）

報告者�吉森�賢�（横浜国立大学）

司会者�平田�光弘（東洋大学）

討論者�藁谷�友紀（早稲田大学）

第75回大会�統一論題�21世紀経営学の課題と展望

報告者�島田�達巳（東京都立科学技術大学）

報告者�鈴木�幸毅（駒澤大学）

討論者�佐久間賢�（中央大学）

サブテーマ 経営構造の変貌と経営学の課題・展望 報告者�高橋�伸夫（東京大学）

第76回大会�統一論題�IT革命と企業経営

報告者�藁谷�友紀（早稲田大学）

司会者  十川�廣國（慶應義塾大学）

討論者  井上�照幸（大東文化大学）

報告者�遠山�暁�（中央大学）

司会者�小阪�隆秀（日本大学）

討論者�花岡�菖�（関東学院大学）

報告者�村田�潔�（明治大学）

司会者�村田�和彦（一橋大学）

討論者  菊野�一雄（立教大学）

第77回大会�統一論題グローバリゼーションと現代企業経営

報告者�高橋  由明（中央大学）

報告者�洞口�治夫（法政大学）

報告者  吉田�敬一（駒澤大学）

司会者  林��倬文（立教大学）

サブテーマ2 グローバリゼーションの新展開 報告者�竹田�志郎（日本大学）

第78回大会�統一論題�日本企業再生の課題

報告者�中野�千秋（麗澤大学）

報告者  渡部�直樹（慶應義塾大学）

司会者�小松�章�（一橋大学）

討論者�三戸�浩�（横浜国立大学）

司会者  村田�和彦（一橋大学）

討論者�佐野�陽子（嘉悦大学）

討論者�林��伸二（青山学院大学）

報告者�沼上�幹�（一橋大学）

報告者  根来�龍之（早稲田大学）

司会者�坂野�友昭（早稲田大学）

討論者�五味�紀男（立教大学）

サブテーマ 社会環境の転換期における経営学の課題・展望

サブテーマ1-1 20世紀と経営学、その軌跡と課題

サブテーマ1-2 20世紀と経営学、その軌跡と課題−日本経営学の回顧と展望−

サブテーマ2 20世紀の企業経営と新世紀の展望

グローバルスタンダードと企業経営の変革サブテーマ1

規制をめぐる諸問題と企業経営の変革サブテーマ2

サブテーマ3  経営者の役割と企業経営の変革

グローバリゼーションと経営学の課題

サブテーマ1 コーポレート・ガバナンスの再構築

サブテーマ2

サブテーマ3

人材の育成と活用

新事業創造とイノベーション

サブテーマ1 ITビジネスの現状と課題

サブテーマ

サブテーマ

サブテーマ1

IT革命と企業システムの変革

IT革命と労働・社会生活の変容



第79回大会�統一論題�日本型経営の動向と課題

報告者�伊丹�敬之（一橋大学）

司会者  齋藤�毅憲（横浜市立大学）

討論者  出見世信之（明治大学）

報告者  舩山�龍二（JTB代表取締役会長）

報告者  細谷�英二（りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ取締役兼代表執行役会長）

報告者  北城恪太郎（日本IBM代表取締役会長）

司会者  村田�和彦（一橋大学）

報告者   那須野公人（作新学院大学）

司会者   林��正樹（中央大学）

司会者   沼上��幹（一橋大学）

討論者   黒田�兼一（明治大学）

第80回大会�統一論題�新時代の企業行動−継続と変化−

サブテーマ1 企業行動研究の新潮流 報告者�百田�義治（駒澤大学）

報告者�浦上��浩（リョービ株式会社）(非会員)

報告者�永山��治（中外製薬株式会社） (非会員)

報告者�福山  義人（株式会社CSKﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）(非会員) 

司会者  菊池�敏夫（中央学院大学）

司会者  今口�忠政（慶應義塾大学）

報告者�岡本�大輔（慶應義塾大学）

討論者�水尾�順一（駿河台大学）

第81回大会�統一論題�企業経営の革新と21世紀社会

報告者�三戸�浩�（横浜国立大学）

討論者�小松�章�（一橋大学）

報告者  奥田�務�（J.ﾌﾛﾝﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ㈱）（非会員）

報告者�金田�嘉行（ソニー㈱）(非会員)

報告者�寺田千代乃（ｱｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱）（非会員）

討論者�馬塲�杉夫（専修大学）

報告者  馬越恵美子（桜美林大学）

討論者�植木�英雄（東京経済大学）

司会者�齊藤�毅憲（横浜市立大学）

第82回大会�統一論題�日本企業のイノベーション

サブテーマ1 技術のイノベーション 報告者�軽部�大�（一橋大学）

報告者  今口�忠政（慶應義塾大学）

討論者�藤田�誠�（早稲田大学）

報告者  塚本�一郎（明治大学）

討論者�谷本�寛治（一橋大学）

司会者�大平�浩二（明治学院大学）

報告者  藤田�誠�（早稲田大学）

報告者  谷本�寛治（一橋大学）

討論者�村田�和彦（一橋大学）

第83回大会�統一論題�いま企業に何が問われているか

報告者�藤田�誠�（早稲田大学）

報告者  小松�章  （一橋大学）

討論者�菊澤�研宗（慶應義塾大学）

報告者  出見世信之（明治大学）

討論者�菊池�敏夫（中央学院大学）

サブテーマ3 事業の目的と使命 報告者  高��巌�（麗澤大学）

第84回大会�統一論題�新たな経営原理の探究

報告者�厚東�偉介（早稲田大学）

討論者  大平�浩二（明治学院大学）

報告者  赤羽新太郎（専修大学）

報告者�金山��権（桜美林大学）

討論者�高橋�由明（中央大学）

サブテーマ2 グローバリゼーションへの対応と課題

サブテーマ3 企業社会のイノベーション

統一論題シンポジウム

サブテーマ1 企業価値の再考

サブテーマ2 コーポレート・ガバナンス論の再検討

サブテーマ2 継続と変化のマネジメント

サブテーマ3 企業行動のダイナミズム

サブテーマ1 新しい企業価値の探求

サブテーマ1 変革期における経営学の理論的、方法論的課題

サブテーマ2 日本型経営の新動向−現場からの発信−

サブテーマ3 日本型経営の実態分析

サブテーマ2 新しい社会貢献の模索

サブテーマ3 企業社会の多様性の探究

サブテーマ2 イノベーションの組織

サブテーマ1 市場経済と企業の社会性



報告者  横澤�利昌（亜細亜大学）

討論者�丹沢�安治（中央大学）

討論者�沼上��幹（一橋大学）

第85回大会�統一論題�リーマン・ショック後の企業経営と経営学
報告者�小林�喜光（(株)三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締役社長）(非会員)

討論者�出見世信之（明治大学）

報告者�風間�信隆（明治大学）

報告者�大竹�慎一（President;Ohtake,Urizar&Co.）

報告者  上田��良一（三菱商事(株)代表取締役副社長）

討論者�小松��章（武蔵野大学）

討論者�菊澤�研宗（慶應義塾大学）

報告者�風間�信隆（明治大学）

報告者�大竹�慎一（President;Ohtake,Urizar&Co.）(非会員)

報告者  上田��良一（三菱商事(株)代表取締役副社長）(非会員)

討論者�小松��章（武蔵野大学）

報告者  榊原��研互（慶應義塾大学）

討論者�庭本� 佳和（甲南大学）

第86回大会�統一論題�新しい資本主義と企業経営

報告者�大西�勝明（専修大学）

報告者�郝�燕書（明治大学）

報告者 石田�賢（日本ｼﾝｸﾀﾝｸ･ｱｶﾃﾞﾐｰ）(非会員)

討論者�高井�透（日本大学）

司�会�高橋�由明（中央大学）

サブテーマ2 「アジアは内需」の時代の企業経営 報告者�中島�純三（㈱日立製作所代表執行役�執行役副社長）(非会員)

報告者�亀川�雅人（立教大学）

報告者�大平�浩二（明治学院大学）

第87回大会�統一論題�経営学の学問性を問う

報告者  大月��博司（早稲田大学）

討論者�高橋� 正泰（明治大学）

報告者  國島��弘行（創価大学）

討論者�黒田�兼一（明治大学）

討論者�丹沢�安治（中央大学）

サブテーマ3 経営学の可能性と存在意義 該当者なし

第88回大会�統一論題�日本的ものづくり経営パラダイムを超えて

報告者�志賀�俊之（日産自動車）

坂根�正弘（コマツ）

山西健一郎（三菱電機）

永山��治（中外製薬）

コーディネーター�小阪�隆秀（日本大学）

田淵�泰男（国士舘大学）

報告者�藤本�隆宏（東京大学）

報告者�今田��治（立命館大学）

報告者�浅井�紀子（中京大学）

討論者�五味�紀男（国士舘大学）

討論者�宮本�琢也（久留米大学）

報告者�大滝�精一（東北大学）

報告者�星野�裕志（九州大学）

報告者�橋本��理（関西大学）

討論者�谷本�寛治（早稲田大学）

塚本�一郎（明治大学）

第89回大会�統一論題�株式会社の本質を問う−21世紀の企業像−

報告者  村田��和彦（日本大学）

報告者�高橋� 公夫（関東学院大学）

討論者�小松��章（武蔵野大学）

サブテーマ2 現代経営学の存在理由と方向性

サブテーマ3 企業経営の永続性

現代企業の変容と課題：理念・戦略・管理

サブテーマ1-2 現代企業の変容と課題：理念・戦略・管理

サブテーマ1 株式会社の原理を問う

サブテーマ1 アジア企業の経営から学ぶ

サブテーマ1 再生の時代の経営者

サブテーマ2 日本型ものづくり経営の再生

サブテーマ3 ソーシャル・ビジネスの経営探究

サブテーマ3 新しい資本主義の現実と経営者の意識

サブテーマ1

サブテーマ2

多様化する企業経営

危機の時代の企業経営

サブテーマ1-1 現代企業の変容と課題：理念・戦略・管理

サブテーマ1-2



報告者  青木��英孝（中央大学）

討論者�田中�一弘（一橋大学）

サブテーマ3 現代企業とグローバリゼーション 報告者  三和��裕美子（明治大学）

第90回大会�統一論題�日本の経営学90年の内省と構想

報告者  加藤��俊彦（一橋大学）

報告者�菊澤�研宗（慶應義塾大学）

討論者�宇田川�元一（埼玉大学）

サブテーマ2 社会の中での組織の機能 報告者  平澤��哲（中央大学）

サブテーマ3 社会と企業ガバナンスの関係 報告者  谷本��寛治（早稲田大学）

第91回大会�統一論題�公共性と効率性のマネジメント−これからの経営学−

報告者  江尻�行男（東北福祉大学）

報告者�高橋�淑郎（日本大学）

報告者�瓜生葉子（同志社大学）

討論者�川村尚也（大阪市立大学）

報告者  出見世�信之（明治大学）

報告者 藤原孝男（豊橋技術科学大学）

報告者�橋本�理（関西大学）

討論者�伊佐�淳（久留米大学）

報告者  足立�辰雄（近畿大学）

報告者  桜井��徹（国士舘大学）

報告者  三戸��浩（長崎県立大学）

討論者 津久井稲緒（長崎県立大学）

第92回大会 統一論題�日本的経営の現在−日本的経営の何を残し,何を変えるのか-

報告者  池内�秀己（九州産業大学）

報告者  片岡�信之（龍谷大学・名誉教授）

報告者  佐藤��和（慶應義塾大学）

討論者 高橋�公夫（関東学院大学）

報告者  上林�憲雄（神戸大学）

報告者  黒田�兼一（明治大学）

報告者  咲川��孝（新潟大学）

討論者 林正樹（中央大学・名誉教授）

報告者  市古��勲（東海学園大学）

報告者  小松�章（一橋大学・名誉教授）

報告者Franz Waldenberger（ミュンヘン大学）

討論者�菊澤研宗（慶應義塾大学）

第93回大会 統一論題�" 働き方改革 " に経営学はどう応えるか〜日本人の働き方の過去・現在・未来を考える〜

報告者  大平義隆（北海学園大学）

報告者  平野光俊 （神戸大学） 

報告者  三崎秀央 （兵庫県立大学）

討論者  池内秀己（九州産業大学）

報告者  清山玲 （茨城大学） 

報告者  安藤史江 （南山大学）

報告者  中川誠士 （福岡大学）

討論者  牛尾奈緒美 （明治大学）

報告者  渡部順一 （宮城学院女子大学）

報告者  三輪卓己 （京都産業大学） 

報告者  松本雄一 （関西学院大学）

討論者  原拓志 （神戸大学） 

第94回大会 統一論題�"日本の経営学者はどこに向かうべきか −「世界標準」の経営学と日本の経営学−

報告者  三橋�平（早稲田大学）

報告者  中川功一 （大阪大学） 

報告者 入山章栄 （早稲田大学）

討論者  梁取美夫（早稲田大学）

報告者  井上達彦�（早稲田大学） 

サブテーマ1 「世界標準」の経営学とはどのようなものか、それは進んだ研究なのか

サブテーマ2 日本の経営学研究は遅れた研究なのか

サブテーマ3 AI 時代の働き方改革・人材育成に経営学はどう応えるか

サブテーマ2 ワーク・ライフ・バランスに経営学はどう応えるか

サブテーマ1 正規・非正規の格差問題に経営学はどう応えるか

サブテーマ2 ソーシャルビジネスのマネジメント

サブテーマ3

サブテーマ1 日本的経営とは何だったのか？

サブテーマ2 日本的経営の何を残し、何を変えるのか？

サブテーマ3 日本の「会社主義」はどうなるのか？

サブテーマ1 社会的課題と企業戦略論

サブテーマ1 医療・福祉組織のマネジメント

サブテーマ2 巨大株式会社のガバナンスを問う

公共性と効率性のマネジメントからみたCSR



報告者  鈴木竜太 （神戸大学）

報告者  菊澤研宗 （慶應義塾大学）

討論者  王�英燕（慶應義塾大学）

報告者  藤田�誠 （早稲田大学）

報告者  上林憲雄 （神戸大学） 

報告者 �百田義治 （駒澤大学名誉教授）

司会者�渡部直樹（慶應義塾大学）

＊サブテーマ1．2の報告者もパネラーとしてサブテーマ3に登壇予定。

サブテーマ2 日本の経営学研究は遅れた研究なのか

サブテーマ3 日本の経営学者はどのような方向を目指していくべきか


