交渉研究国際ワークショップ 2020
―発表者募集案内―
日本交渉学会（JISN）は、交渉に関するすべての分野（ビジネス、貿易、政府間、産
業、医療、歴史、戦略論等）に関する交渉研究者のワークショップを開催します。目
的は、世界の交渉研究者が日本に参集し、参加者が現在取り組んでいる研究について
建設的な議論と批評を展開することにあります。この機会に是非ご発表いただきた
く、案内をさせていただきます。
開催情報：
場所：京都大学メインキャンパス、みずほホール（法経東館、地下１階）
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
 日付：2020 年 10 月 16 日（金曜日）
時間：13：00-17：15（受付:12:30）
ワークショップ:
12:00-13:00 受 付
13:00
開会宣言
13:10

＜ セッション 1＞

13:10-13:20
13:25-13:45
13:50-14:10
14:10
14:25

発表 1
発表 2
発表 3
コーヒーブレーク

14:25-14:45
14:50-15:10
15:15-15:35
15:40-16:00
16:00
16:10
17:00
17:15

発表 4
発表 5
発表 6
発表 7
休 憩
基調講演
閉会の言葉
閉会（懇親会へ）

＜セッション 2＞

懇親会：ワークショップ後に、キャンパスの近くで懇親会（夕食、自己負担）を行い
ます。すべての参加者は是非ご参加ください。 場所は追って発表します。

プレゼンター（発表者）の募集:
発表希望者は、提出期限までに下記の項目を E メールの添付ファイルで提出先へご
提出ください。
＜発表者情報＞
・発表者氏名、
・所属先、
・電子メール、
・略歴（300 字以内）、
・Orcid ID またはリサーチマップ ID（登録していない場合は不要）
＜研究内容の抄録＞（5,000〜8,000 字、但し参考文献は除く）
・題名、
・要約(100 字以内)、
・研究の目的および以前に公開された研究との関係についての紹介、
・方法論、
・予備調査結果、
・結論、議論（結論がない場合は議論を提示してください）、
・参考（引用）文献、
提出期限、提出先：
期 限：2020 年 6 月 30 日(火)
提出先：ウィリアム・W・ベイバー

baber@gsm.kyoto-u.ac.jp

発表言語、時間そして討論者について：
・発表言語は英語。
・各プレゼンターの持ち時間は 20 分。研究発表 10 分、討論者からのコメントが 5 分間
与えられます。その後の 5 分間で参加者との公開討論を行います。
・各プレゼンターには討論者が割り当てられます。討論者は事前に提出物を読み、建
設的なコメントと応答を準備します。プレゼンターには、他のプレゼンターの討論者
を依頼する場合があります。

主

催：京都大学経営大学院の協力により、日本交渉学会（JISN、日本学術会議協力学
術研究団体）が開催します。
担当者：英語でのお問い合わせ：William W. Baber baber@gsm.kyoto-u.ac.jp
日本語でのお問い合わせ：東川達三 thigashikawa@giplaw-osaka.co.jp

JISN Negotiations Research Workshop, 2020
Japan International Society for Negotiation (JISN) hereby announces a workshop on research
into negotiations in all topic areas (business, trade, inter-governmental, and so on). The goal
of the workshop is to develop constructive discussion and critiques on the current research
efforts of the participants.

Call for Presentations:
Submissions for presentations must include author name(s), affiliation, email, a short bio of
up to 150 words, and an extended abstract of the research of 2,500-4,000 words (not counting
references). The extended abstract should contain the following parts:
•
•
•
•
•
•
•

Title
Summary in 50 words or less
Introduction about the purpose of the research and relationship to previously
published research
Methodology
Preliminary findings
A brief discussion (optional)
References

Submission deadline: June 30 (Tuesday), 2020 to William W. Baber baber@gsm.kyoto-u.ac.jp
Presenters selected to participate will be assigned a discussant who will read their submission
in advance and prepare some constructive comments and responses. Presenters may be
asked to act as discussants for other presenters.
Each presenter will have 10 minutes to present their research, five minutes to receive
comments from an assigned discussant, and five minutes of open discussion with the
audience.

Workshop Structure:
12:00-13:00
Registration
13:00
Opening remarks
13:10

＜ Session 1＞

13:10-13:20
13:25-13:45
13:50-14:10

Presentation 1
Presentation 2
Presentation 3

14:10

Coffee break

14:25

＜Session 2＞

14:25-14:45
14:50-15:10
15:15-15:35
15:40-16:00

Presentation 4
Presentation 5
Presentation 6
Presentation 7

16:00

Break

16:10
17:00
17:15

Keynote Speaker
Closing comments
End, proceed to dinner

Event information:
Place: Kyoto University, Main Campus, Mizuho Hall (basement of Bldg. 5)
Date: October 16 (Friday), 2020
Time: 13:00-17:15; Registration opens at 12:30
After the workshop, all participants may join for dinner (self pay) near the campus. The
location will be announced later.

The Workshop is organized by Japan International Society for Negotiation (JISN) in
cooperation with Kyoto University, Graduate School of Management:
For inquiries in English: Dr. William W. Baber baber@gsm.kyoto-u.ac.jp
For inquiries in Japanese: Mr. Tatsuzo Higashikawa thigashikawa@giplaw-osaka.co.jp

