
 
 プログラム

2015年9月12日(土) 

開会式 
チェアー: OH Soogeun (韓国) 

9:00-9:05 (5’)  開会挨拶 

 スピーカー: OH Soogeun (韓国) 

9:05-9:35 (30’)  1年間のアップデート 

 スピーカー: 園尾 隆司 (日本) 

 スピーカー: WANG Weiguo (中国) 

 スピーカー: LEE Jin Man (韓国) 

 

Session I. 重大事件 

チェアー: 澤野 正明 (日本) 

9:40-10:25 (45’)  EDWIN事件、SKYMARK AIRLINES事件(日本) 

 スピーカー: 上田 裕康 (日本) 

 パネリスト: HAN Chunanhua (中国) 

 パネリスト: KIM Kwan-Ki (韓国) 

10:25-10:55 (30’) 休憩 

10:55-11:40 (45’) Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co
rporation事件(中国) 

 スピーカー: HAO Chaohui (中国) 

 パネリスト: 落合 孝文 (日本) 

 パネリスト: RIM Chiyong (韓国)  

11:40-12:25 (45’) DONGYANG Group事件(韓国) 

 スピーカー: LEE Jae Hee (韓国) 

 パネリスト: 相羽 利昭(日本) 

 パネリスト: YANG Rong Jin (中国) 

12:25-2:00 (95’)  昼食 
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Session II. 仮定事例の分析 

チェアー: PARK Yong Seok (韓国) 

2:00-3:30 (90’)  倒産解除条項の仮定事例の分析 

 スピーカー: 八木 仁志、小杉 丈夫 (日本)   

 スピーカー: WANG Xinxin (中国) 

 スピーカー: KIM Sung Yong (韓国) 

 パネリスト: 和田 正 (日本) 

 パネリスト: XU Shengfeng (中国) 

 パネリスト: KIM, Heejoong (韓国) 

3:30-4:00 (30’)  休憩 

 

Session III. 自由題材 

チェアー: HAN Changyin (中国) 

4:00-4:40 (40’)  中小企業の事業再生(日本) 

 スピーカー: 中村 吉伸 (日本) 

 パネリスト: KANG Yang (中国) 

 パネリスト: IBK Bank (韓国) 

4:40-5:20 (40’)  外国企業の倒産事例(中国)  

 スピーカー: HAN Lizheng (中国) 

 パネリスト: 松嶋 英機 (日本) 

 パネリスト: CHOI Seung Jin (韓国) 

5:20-6:00 (40’)  企業構造改革促進法の将来(韓国) 

 Speaker: Financial Supervisory Committee (韓国) 

 パネリスト: 中井 康之 (日本) 

 パネリスト: WU Rihuang (中国) 

6:00-8:00 (120’)  夕食 
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2015年9月13日(日) 

Session IV. 専門用語の翻訳 

9:00-9:20 (20’)  3カ国語の倒産用語 

 プレゼンター: JIN Gyungshan (中国) 

 

Session V. 金融機関の倒産 

チェアー: LEE EunJai (韓国) 

9:20-10:10 (50’)  日本の金融危機の制度的背景と対応(日本) 

 スピーカー: 木下 信行(日本) 

 パネリスト: YIN Zhengyou (中国) 

 パネリスト: KIM Sunkyung (Yulchon, 韓国)   

10:10-10:40(30’) 休憩 

10:40-11:30 (50’) 危機下の金融機関の破たんにおける預金保険基金の役割と

責任(中国) 

 スピーカー: WANG Feimin (中国) 

 パネリスト: 藤原 賢司 (日本) 

 パネリスト: KDB (韓国) 

11:30-12:20 (50’) 金融機関の倒産手続き(韓国) 

 スピーカー: Korea Deposit Insurance Corporation (韓国) 

 パネリスト: 倉地 美成 (日本) 

 パネリスト: SU Jieche (中国) 

 

閉会式 

12:20-12:40 (20’) 閉会式 

12:40-1:30 (50’)  昼食 
 



 


