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閉会式（16：30～）B会場

統一論題シンポジウム

　報告者：下畑　浩二（四国大学）

特別記念講演（14:40～16:10）
B会場

講師：石塚　理氏

「米国への高速鉄道輸出に対する課題」

総合司会：李捷生（大阪市立大学）

在来技術を基礎とした
最新鋭の鉄道車輌製造

司会：李捷生
シンポジスト：所伸之、森健一、下畑浩二

　報告者：所　伸之（日本大学）

「イノベーション形成のモデルの検討」

　報告者：森　健一（森研究所）

「エレクトロニクス産業の競争力向上と
資本主義モデルの制度補完性」

「日本企業の新たな競争優位の可能
性：共創による知の創造」

理事会（18:00～）

大阪駅前第2ビル6階107教室

受付開始（9:00）

会員総会（16:20～17:50）
B会場

自由論題報告２（13:00～14:30）
〔詳細：次ページ〕

研究者交流室
懇親会（18:00～20:00）

開会式　（9:30～9:40）　B会場

 自由論題報告１（9:50～12:00）
〔詳細：次ページ〕

見学会（14：00～16：00）

川崎重工業（株）・兵庫工場

　

川崎重工業(株）・兵庫
工場・玄関ロビー集合

川崎重工業（株）・車両カンパニー理
事[高速車両担当]

大会日程概要

工業経営研究学会第28回全国大会プログラム

        統一論題：技術立国の再検討と工業経営の課題

2013年8月30日（金）～9月1日（日）
大阪市立大学　学術総合情報センター
大阪市住吉区杉本3-3-138

8月30日（金） 8月31日（土）
受付開始（9:00）

9月1日（日）

自由論題報告３（9：20～10：20）
〔詳細：次ページ〕

統一論題報告およびシンポジウ
ム（12：30～16：30）

昼食（理事会）（12:00～13:00）

研究分科会（10：30～11：30）
〔会場については次ページ〕

昼食（理事会）（11:30～12:20）



会場

教室

平松　茂実 平松技術士事務所 西山　茂 早稲田大学 小泉　修平 大阪産業大学

　

中村　隆 大阪市立大学 　周　翠 愛知工業大学 井上　和子 立教大学

康　孜菲 愛知工業大学

１０：５０～１１：００

中園　宏幸 同志社大学 張　書文 台湾東海大学 森下　俊一郎

布施　雄治 中央大学 松平 好人 金沢星稜大学 安田　正義 愛知工業大学

野村　重信 愛知工業大学

１２：００～１３：００

古山 滋人 松山大学 劉　偉 福岡大学 井上　尚之 神戸山手大学

宮下 文彬 関西大学

泉井　 力 関西大学

秋野　晶二 立教大学 今道　幸夫 大阪市立大学 風間　信隆 明治大学

岡田　好史 大阪成蹊大学 大平　義隆 北海学園大学 藤木　寛人 大阪市立大学

地代　憲弘 追手門大学院大学

司会：常田　稔 司会：森川　譯雄 司会：鈴木　良始

９：５０～１０：２０

１０：２０～１０：５０

１１：００～１１：３０

１１：３０～１２：００

１３：００～１３：３０

１３：３０～１４：００

１４：００～１４：３０

日本ヒューレット・パッ
カード（株）

　中国における日系製造業の人事管理
の考察---採用・配置・異動に関する課

題---

アメーバ経営方式における時間当たり
採算と生産性付加価値の向上につい

て

企業経営における顧客志向と業績と
の関係の質的分析

在中日系企業の人的資源管理につい
ての一考察

経営におけるＣＳＲからＣＳＶへの変遷

１４：４０～１６：１０

企業組織の硬直化を誘発する要因に
ついての一考察

雇用制度改革議論への経営学的一考
察

特別記念講演：米国への高速鉄道輸出に対する課題

特別記念講演　会場： B会場（会議室L）

建設業の内部請負制に関する研究

  講師：石塚　理　氏（川崎重工業・車両カンパニー理事[高速車両担当])

自由論題（8月31日）

トラブル・事故の未然防止活動が小集
団活動に与える影響

昼食および理事会（会議室10B）

C会場B会場

会議室L
A会場

司会：由井　浩 司会：那須野　公人 司会：百田　善治

司会：由井　浩 司会：那須野　公人 司会：百田　善治

休憩10分

会議室SA

ホンダのスーパーカブの日本市場、
ASEAN市場における技術ブランドに

依拠する購買要因の分析

パナソニックにおける企業グループ構
造の変化とイノベーション・プロセスの

実態, 1992-2012 年

大量生産体制の転換期に関する研究

司会：宇山　通 司会：木野　龍太郎 司会：泉井　力

司会：宇山　通

司会：森川　譯雄 司会：鈴木　良始

産業のライフサイクルと企業競合戦
略ーＭＳＧ産業における事例研究ー

　消費財メーカーのベトナム進出にお
ける現状と課題

経営理念は「やってみなはれ」～佐治
敬三　健全なる赤字事業挑戦の軌跡

～

会議室SB

中国通信機器産業における研究開発
技術者の人事管理制度

―華為技術有限公司の事例を中心に
―

コーポレート・ガバナンスの経路依存
的進化とモノづくり競争力－VWのケー

スを中心として－

企業内SCMの実証研究

―企業内SCMの導入プロセスにおけ

る経営指標との関係性―

ドイツ自動車産業におけるエンジニア
リング企業の役割と成長―モジュー

ル・ソーシング/開発アウトソーシング

の進展との関連において

　ODM生産と台湾工作機械メーカーの能力

構築

生産現場で組織的知識創造を促進す
るリーダーシップ

司会：木野　龍太郎 司会：泉井　力

司会：常田　稔 司会：森川　譯雄 司会：鈴木　良始

司会：常田　稔



会場

教室

徳田　美智 広島大学 金子　勝一 山梨学院大学 阪本　亮一 利脳深耕研究所

山下　洋史 明治大学

曹　璟 （株）日華 鄭　年皓 明治大学 砂山 七郎 大阪市立大学

山下　洋史 明治大学

理事会

１１：３０～１２：２０

報告③エレクトロニクス産業の競争力向上と資本主義モデルの制度補完性

C会場

会議室SB
B会場

司会：篠原　健 司会：宗像　正幸 司会：浅野　宗克

９：２０～９：５０

東大阪ブランド企業から学ぶ経営手
法－小規模資本による起業の実践

研究－

メーカーとサプライヤーの間での利
他的行動と利己的行動の強硬性組

合せモデル

伝統工芸品産業再生への課題と可
能性 ―『本場奄美大島紬』を事例

に ―

司会：篠原　健 司会：宗像　正幸 司会：浅野　宗克

アジア新興国のソフトウエア産業の
戦略的互恵関係ビジネスに関する

研究
９：５０～１０：２０

情報システム活用のための促進要
因に関する考察－中小企業IT経営

百選受賞企業を中心に－

SCMとサプライネットワーク・マネジ
メント（SNM）

統一論題報告およびシンポジウム　会場： B会場（会議室L）

A会場 B会場 C会場

１０：３０～１１：３０

会議室10B

主査　森　健一

人間・技術・情報
研究分科会

グローバリゼーション
研究分科会

主査　野村　重信

報告者：下畑　浩二（四国大学）

自由論題（9月1日）

会議室L
A会場

会議室SA

報告②イノベーション形成のモデルの検討
１２：３０～１６：３０

統一論題：
技術立国の再検討と工業経営の課題

統一論題シンポジウム
　総合司会：李捷生（大阪市立大学）　　シンポジスト：所　伸之　　森　健一　　下畑　浩二

報告者：森 健一（森研究所）

主査　坂本　清／浅野　宗克

環境研究分科会／循環型社会
研究分科会

研究分科会

報告①日本企業の新たな競争優位の可能性：共創による知の創造
報告者：所　伸之（日本大学）



その他ご案内 
 
１ 大会参加申し込み方法 
   同封の振替払込票に必要事項を記入の上、参加費を送金してください。 
 
２ 大会参加費・懇親会費・見学会参加費  
   参加費は、予約の場合（8月16日までに振込済）は、正会員5，000円、院生会員3，000円です。それ

以降の振込、あるいは当日払いは正会員・院生会員とも6，000円となります。非会員は6，000円です。 
懇親会は、予約の場合は正会員5，000円、院生会員3，000円、予約なしの場合は正会員・院生会員とも

6，000円です。 
見学会の参加は予約のみとし、参加費は1，000円となります（見学会は30名となっておりますので、先

着 30 名とし、見学会に参加できなかった場合は、大会当日に払込金 1，000 円を返却致します）。尚、見学

会のみの参加はお断りします。 
 
３ 会場へのアクセス 
  ●JR阪和線「杉本町（大阪市立大学前）駅」東口より徒歩3分 
   ・「新大阪」駅からは地下鉄御堂筋線「天王寺」あるいは「長居」駅でJR阪和線に乗り換え和歌山方面に

乗車し「杉本町」駅下車（約1時間） 
   ・「関西空港」からはJR線の快速急行に乗車し「堺市」駅で普通電車に乗り換え「杉本町」駅下車（約１

時間） 
 
４ 宿泊 
   大学近辺にはホテルが御座いませんので「天王寺」駅周辺で宿泊するのが便利です。「天王寺都ホテル」（駅

前）などの他にビジネスホテルも多数御座います。 
 
５ 昼食 
  当日は弁当の用意はしておりません。大学周辺にコンビニや食堂等がありますのでそちらをご利用下さい。 
 
６ 見学会（8月30日） 
   川崎重工業株式会社の鉄道車輌工場（兵庫工場）を見学いたします。詳細は WEB

（http://www.khi.co.jp/company/base/office_jp/hyogo.html）をご参照ください。参加申し込みは8月16日

までに同封の振替用紙にチェックを入れ参加費を送金頂くことで受け付けます。13時30分までに兵庫工場

の玄関ロビー（鉄道模型の展示スペースとなっております）に集合ください。JR 山陽本線「兵庫」駅から

タクシーでワンメーター（660円）、徒歩で20分程度です。「新大阪」駅から「兵庫」駅までは快速で約40
分程度です。 

 
７ 特別記念講演 
  見学会先の川崎重工業（株）の石塚理氏（車両カンパニー理事[高速車両担当]）にご講演いただきます。 
 
８ 問い合わせ先 
 
  〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 
  大阪市立大学大学院経営学研究科 田口直樹研究室内 
  工業経営研究学会・第28回全国大会実行委員会事務局 
  E-mail：im28th-con-entry@kcn.jp 
    TEL：06-6605-2229 
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