
     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年度 
環境経営学会研究報告大会 
環境経営学会第 11回定期総会 

“グリーン成長の実現  

～3.11以後の環境経営～” 

 

 

 

 

開催日：2011年 5月 28日（土）・29日（日） 

会場：跡見学園女子大学文京キャンパス 

主催：特定非営利活動法人 環境経営学会 

（Sustainable Management Forum of Japan） 

 

2012年度 環境経営学会研究報告大会/第１2回定期総会 次第 
 

第１日（5月１９日、土曜日）  
 午前の部 10:00~12:00  

＜個別研究発表：Aセッション＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 1会場）  
全体テーマ：ＣＳＲ／地球温暖化対策                  座長：花田眞理子 

A1 「企業のCSRコミュニケーションにおける ISO26000発行の影響」  花田眞理子 

A2 「中小企業の持続可能性 ～長寿企業に学ぶ～」                服部静枝 

A3 「企業の地球温暖化対策防止の取り組みに関する研究  

     ―企業の温暖化対策の決定要因―」                        杉田正樹 

A 4 「日本企業と排出量取引の実態:クリーン開発メカニズムを中心に」   功刀祐之 

 

＜個別研究発表：Bセッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （第 2会場） 
全体テーマ：環境教育・森林保全                       座長：高橋卓也 

B1 「カナダ・ブリティッシュコロンビア州の大学における持続可能性への取り組みに 

ついて」                                               高橋卓也 

B2 「省モチベーションマネジメント手法を活用した若年層の環境配慮行動に関する 

研究」                                                  中村ひかる 

B3 「高等学校における環境教育の可能性に関する研究」 
                                                      石丸靖倫 

B4 「世界の主要な森林認証制度の比較分析   

〜持続可能な木質原材料調達の視点から〜」                武末克久 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 午後の部（1）12:30~12:55  

＜環境経営学会 第１2回 定期総会＞・・・（ブロッサムホール：2号館 1階） 
総会議事                     会長、事務局長、環境経営学会・会員 

 

 午後の部（2）13:00~14:20  

＜公開講演会＞ （一般公開、入場無料） （ブロッサムホール：2号館 1階） 

                        司会 岡本享二（環境経営学会 副会長）  

・ 13：00～13：20 

 挨拶                       中原秀樹（環境経営学会 会長） 

挨拶                              山田徹雄（跡見学園女子大学 学長） 

表彰(学会賞)                  

・13:20～14:20 

  基調講演    「震災以降の環境倫理と環境経営の課題」 
鬼頭秀一氏(東京大学 教授) 

 午後の部（3）14:40~16:40  

＜シンポジウム＞ 

・SA1 「地球温暖化問題と国際貿易―経済学・法学による分析」・・・・・・ （第 1会場） 
    チェア：有村俊秀 

 講演者・パネリスト：上田廉治、有村俊秀、武田史郎、蓮田守弘、川瀬剛志 
・S A2 「地域金融機関における環境問題への取組」・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 2会場） 
                           チェア：川村雅彦           

講演者・パネリスト：高橋一朗、坂本智徳、伊藤彰人（交渉中）、後藤敏彦、
川村雅彦  

・SA3 「企業の持続可能を左右するサプライチェーンの国際動向」・・・・・・（第 3会場） 
                                          チェア：吉村英子 

講演者・パネリスト：岡本享二、坂本有希、宮崎正浩、籾井まり、浅野浩正、 

Ki-Hoon Lee 

 

 午後の部（4）16:50~17:20  

＜ポスターセッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 4会場） 
P-1 『地球温暖化対策税による産業・家計への影響   

―産業連関分析を用いた分析―』                       森田  稔 

P-2 『国際競争力に配慮した軽減措置対象業種の算定』            杉野  誠 

P-3 『ISO26000の展開例―苦情処理と企業市民』                     井上尚之 

P-4 『中小企業の環境経営』                              飯嶋香織 

 

 午後の部（5）17:30~19:30  

 

＜懇親会＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・多目的ホール（２号館９階） 
 

 

 

第 2日（5月 20日、日曜日） 

 午前の部 10:00~12:00  

＜個別研究発表：Cセッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 1会場） 
全体テーマ：再生可能エネルギーと省エネルギー             座長：鈴木政史 

C1 「アジアにおける再生可能エネルギーの技術開発・移転における障害と産業界の 

役割」                                           鈴木政史   

C2 「米国におけるバイオ燃料促進政策の動向：州政府と連邦政府による施策」 
                                                      堀江哲也 

C3 「日本における地熱発電の可能性に関する検討—アイスランドの事例から」 
                                                           三木朋乃 

C4 「家電エコポイント制度の効果分析」                         森田  稔 

 

  

  

                                 

会 場 ： 跡見学園女子大学 文京キャンパス 

〒112-8687 東京都文京区大塚 1-5-2 

http://www.atomi.ac.jp/daigaku/ 

日 時 ： 2011 年 5月 28 日（土） 10:00～17:15 

5月 29 日（日） 10:00～17:15 
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〒112-8687 東京都文京区大塚1-5-2
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（振込手数料はご負担下さい） 

 

月日：2011年 5月 28日（土）・29日（日） 

会場：跡見学園女子大学文京キャンパス ２号館 

主催：特定非営利活動法人 環境経営学会 

（Sustainable Management Forum of Japan） 

 

 

2011年度 
環境経営学会研究報告大会 
環境経営学会第 11回定期総会 

 

“グリーン成長の実現” 
～3.11以後の環境経営～ 

 

 

 

 

第 2日（5月 29日、日曜日）（つづき） 
 

第二会場（２号館       ） 

＜ミニシンポ＞ 

・10：00～11：00  S9 「サステイナブル経営格付/診断システムの活用に
よる企業経営の進化」 チェア：中村晴永 

 講演者：木俣信行、大河喜彦、鈴木道彦、中村晴永 

 

＜個別研究発表＞  11:00～12:00 座長：栗林美紀 

・11：00～11：20  U4 「中小企業における経営と環境管理活動の関係
性」 栗林美紀 

・11：20～11：40 U10 「池内タオルにおける環境経営」 金 恵珍 

・11：40～12：00 U14 「環境ビジネスコンテストの課題と展望」 垣花博貴 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
＜シンポジウム＞ 

・13：00～15：00  S 7 「バイオミミクリーによる企業のリスクマネジメント」 
   チェア：岡本享二、吉村英子 

  講演者・パネル：吉村英子、古川柳蔵、岡本享二 

・15：15～17：15 S11 「推計係数を使用した環境パフォーマンス評価」 
   チェア：廣瀬忠一郎 

 講演者・パネル：東 健太郎、魚住竜太、熊谷 敏、宮崎修行 

 

第三会場（２号館       ） 

＜個別研究発表＞ 10:00～11:00 座長：岡本享二 

・10：00～10：20 U13 「環境教育に焦点を当てたＮＰＯ経営に関する研
究」 岩切勝平 

・10：20～10：40 U11 「外来文物への日本的対応についての一考察」 
   柴田倫孝 

・10：40～11：00 U 3 「『命の授業』の実施と子供たちへの影響」 
   若尾 久 

＜ミニシンポ＞  

11：00～12：00  S 5 「環境負債」 チェア： 鈴木道彦 

 講演者：鈴木道彦、黒田邦夫、山本 勇、村井秀樹、鶴田佳史 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜シンポジウム＞        

・13：00～15：00 S16 「ＣＳＲの新しいステージとＩＳＯ26000」  

 チェア：青木修三 

 講演者・パネル：阿部博人、青木修三、菱山隆二、後藤敏彦 

・15：15～17：15 S14 「原子力エネルギーから自然エネルギーへの転
換」 チェア：足立辰雄   

 講演者・パネル：後藤政志、立石雅昭、飯田哲也 
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第２日（５月２０日、日曜日） (午前の部続き） 
＜個別研究発表：Dセッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・（第 2 会場） 
全体テーマ：持続可能性                      座長：井口 衛 

D1 「環境コミュニティビジネスによる持続可能な地域コミュニティ構
築に関する研究 ～長野県飯田市を事例として～」 倉本太一 

D2 「自然劣化を回復する資金と人材を提供するビジネスシステム」       

服部 徹 

D3 「自己宣言型 ISO14001の運用実態に関する研究」  木村昌敬  

D4 「地域金融機関のCSRの基本的性格について～ネオ・グラムシ 

アン・アプローチに拠りながら」              久富健治 

D5 “Cause Analysis of Low Collection Rate of Chinese Waste 

Paper (English session）”                  Feng Hua 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 午後の部（1）13:00~15:00  
＜シンポジウム＞ 13：00～15：00  
・SB１ 「再生可能エネルギーの可能性を探る」・・・・・・・（第 1 会場） 

チェア：青木修三                                

   講演者・パネリスト：青木修三、後藤敏彦、小林 料（交渉中）、 
倉阪秀史（交渉中） 

・SB2 「福島原発事故における環境負債の検証」・・・・・・（第2会場） 
                  チェア：鈴木道彦 

講演者・パネリスト：鈴木道彦、山本 勇、村井秀樹、鶴田佳史 

 

 午後の部（2）15:15~17:15  
＜シンポジウム＞ 
・SC1 「サステイナブル経営格付／診断を通じた持続可能な社会の

構築  ～10年間の実績を踏まえて～」・・・・・・・・（第 1会場） 
チェア：中村晴永 

   講演者・パネリスト：井上尚之、鈴木道彦、山本 勇、中村晴永 
・SC2 「財務 IFRS と、統合報告書（IIRC)案及び国内・国際 ESG ガ

イドラインの比較研究」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 2 会場） 
                                  チェア：野村佐智代 

講演者・パネリスト：宮崎修行、牧野簾、東 健太郎 

・SC3 「『幸福』を考える」････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 3 会場） 
                                     チェア：大河喜彦 

 講演者・パネリスト：伊藤義貫、石井砂母亜、若尾久、大河喜彦 

 

 午後の部（3）17:30~17:45  
＜優秀賞表彰式＞  

「個別研究発表・ポスターセッション優秀賞表彰」・・・・・・（第 1 会場） 
 

 
＜大会実行委員会＞ 

宮崎正浩（委員長）、有村俊秀、井口衡、大生敏之、  

岡本享二、奥 真美、川村雅彦、坂水昶之、鈴木道彦、 
鶴田佳史、中村晴永、丸山秀一、吉村英子、若尾久 

 

      

2012 年度 
環境経営学会研究報告大会 
環境経営学会第 12回定期総会 

 

“グリーンエコノミーの実現と 
環境経営の課題” 

 

 

 

 

月日：2012年 5 月 19日（土）・20日（日） 

会場：跡見学園女子大学文京キャンパス ２号館 

主催：特定非営利活動法人 環境経営学会 

（Sustainable Management Forum of Japan） 

共催：跡見学園女子大学 

【会場】跡見学園女子大学 文京キャンパス 
 〒112-8687 東京都文京区大塚 1-5-2 
 http://www.atomi.ac.jp/daigaku/ 

【日時】2012年 5月 19日（土）受付 9:30～ 
  10:00～17:20 

 5月 20日（日）10:00～17:45 

会場、申し込み方法のご案内 

【参加申し込み方法】 
下記宛に氏名、所属、連絡先をご連絡ください 
特定非営利活動法人 環境経営学会 

 TEL ：０３－６２７２－６４１３ 

 FAX ：０３－６２７２－６４１４ 

E-Mail：smf@smf.gr.jp 

【参加費】 

区分 一般 学生・院生 

大会参加費 3,000円 無料 

要旨集 2,000円 2,000円 

懇親会参加費 3,000円 3,000円 

公開講演会（19日）の参加は無料（ただし事前に
参加申し込みをお願いします）  

【参加費振込先】 

 三菱東京 UFJ銀行 虎ノ門中央支店 
普通預金口座 １１４４４９１ 

 特定非営利活動法人 環境経営学会 

 （振込み手数料はご負担下さい） 

mailto:smf@smf.gr.jp

