
早稲田大学
グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所／高等研究所（WIAS）共催

「コーポレートガバナンスと労使関係
Corporate Governance and Labor Relations」

【日時】 2009年2月27日（金） 10:00～18:00 【会場】 早稲田大学国際会議場 第二会議室

【講演者】 Howard Gospel 英国キングスカレッジロンドン 教授／早稲田大学WIAS シニアリサーチフェロー

Gregory Jackson 英国バース大学 教授

Sanford Jacoby 米国UCLA 教授／早稲田大学WIAS シニアリサーチフェロー

岡本 弥 京都大学大学院経済学研究科

加藤 隆夫 米国コルゲート大学経済学部 教授

都留 康 一橋大学経済研究所 教授

【コメンテーター】 Yupana Wiwattanakantang 一橋大学経済研究所 教授

大湾 秀雄 青山学院大学国際マネジメント研究科 教授

齋藤 卓爾 京都産業大学経済学部 専任講師

座主 祥伸 早稲田大学高等研究所 助教

堀 一三 早稲田大学高等研究所 講師

宮本 光晴 専修大学経済学部 教授

【司 会】 宮島 英昭 早稲田大学商学学術院 教授／高等研究所 副所長

＊セミナーは英語で行われます。通訳はありません。
【対 象】 学生、教職員、一般
【参加費】 入場無料、事前予約不要
【主 催】 早稲田大学グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所
【共 催】 早稲田大学高等研究所
【お問い合わせ先】 早稲田大学グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所 Tel: 03-3208-8408 （内線：71-5233）

国際ワークショップ



早稲田大学グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所・高等研究所共催 国際ワークショップ

「コーポレートガバナンスと労使関係 Corporate Governance and Labor Relations」

企業はだれのものか、ということは多くの関心を集めてきた。しかし、このことを理論的・実証的に分析した研究はそれほど多くはない。このワーク
ショップでは、Gregory Jackson教授（Bath大学）、加藤隆夫教授（Colgate大学）、その他の研究者を迎え、株主と労働者の役割はどのように変化して
いるのか、金融市場の変化はその役割にどのような影響を与えているのか、という点に関する最新の研究を紹介し、議論する。

10：00～12：00 Session 1

開会の辞 宮島 英昭 早稲田大学商学学術院 教授／高等研究所 副所長

“Labor's Engagement with Financial Markets in Europe and North America”
講演者： Sanford Jacoby 米国UCLA 教授／早稲田大学WIAS シニアリサーチフェロー
コメンテーター： 大湾 秀雄 青山学院大学国際マネジメント研究科 教授

“The Determinants in the Timing of Downsizing in Large Japanese Firms
- Long-term Employment Practices and Corporate Governance in Japan -”
講演者： 岡本 弥 京都大学大学院経済学研究科
コメンテーター： 齋藤 卓爾 京都産業大学経済学部 専任講師

12：00～13：00 休憩 （昼食）

13：00～15：00 Session 2

“Corporate Social Responsibility and European Models of Capitalism:
CSR as an Institutional Mirror or a Substitute?”

講演者： Gregory Jackson 英国バース大学 教授
コメンテーター： Yupana Wiwattanakantang 一橋大学経済研究所 教授

“Incentives, Gaming, and the Nonlinear Pay Scheme: 
Evidence from Personnel Datain a Large Japanese Auto Sales Firm”

講演者： 都留 康 一橋大学経済研究所 教授
コメンテーター： 堀 一三 早稲田大学高等研究所 講師

15:00-15:30 休憩

15：30～17：30 Session 3

“Ownership, Governance, and Pay”
講演者： Howard Gospel

英国キングスカレッジロンドン 教授／早稲田大学WIAS シニアリサーチフェロー
コメンテーター： 宮本 光晴 専修大学経済学部 教授

“Evolving Employment Practices and Corporate Governance: 
Preliminary Findings and Research Proposals”

講演者： 加藤 隆夫 米国コルゲート大学経済学部 教授
コメンテーター： 座主 祥伸 早稲田大学高等研究所 助教

閉会の辞 宮島 英昭 早稲田大学商学学術院 教授／高等研究所 副所長

＜プログラム＞

【運営委員会】

Howard Gospel 英国キングスカレッジロンドン 教授

早稲田大学WIAS シニアリサーチフェロー

Sanford Jacoby 米国UCLA 教授／早稲田大学WIAS シニアリサーチフェロー

久保 克行 早稲田大学商学学術院 准教授

宮島 英昭 早稲田大学商学学術院 教授／高等研究所 副所長

鈴木 宏昌 早稲田大学商学学術院 教授

日時：2009年2月27日（金） 10:00～18:00 会場：早稲田大学国際会議場 第二会議室

【お問い合わせ先】 早稲田大学グローバルCOE《企業法制と法創造》総合研究所
Tel: 03-3208-8408 （内線：71-5233）


