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台湾・東海大学

第 34 回全国（国際）大会へよせて：「開かれた大会」を目指して
学会通信（2019 年 4 月号）でもお知らせしたように、第 2 回目の国際大会は「ことづく
り時代の工業経営～日台共創の視点より」の統一論題にて、2019 年 8 月 29 日（木）～30 日
（金）の二日間にわたり、台湾・台中市（主催校：台湾・東海大学）において開催されます。
大会実行委員会では、多くの方々に広く参加いただくことが望ましいという前提をもとに、
「開かれた大会」を目指し準備に当たってきました。2010 年の第 1 回国際大会の成果を踏ま
え、今大会では幾つかの新しい試みを行いました。
まず、非会員に対して門を開き、さらには研究者（ご家族同伴可）のみならず産業界に
も広く参加を呼びかけ、様々な分野の方々が一度に集う、「日本語共用」の国際交流の場と
しての大会を目指しました。7 月 20 日現在、日本からの参加申込者は当初の目標である 100
名を超え、最終的には 120 名程度の参加が見込まれています。また台湾からは、大学の研究
者や院生など 40 名に加え、主催校の東海大学や協賛校の台中科技大学等との連携により、
日本と関係の深い台湾産業界の企業関係者より 70 名を超える参加申し込みがありました。
本大会を通じて、学会間、学術と産業界間、国際間の垣根を越えた交流を期待しております。
次に、特色のある工場見学と大会プログラムを設けました。工場見学では、自転車産業、
工作機械産業、光学と半導体産業の三コースを用意し、各コース２社、計６社の工場見学を
設けました。今回見学する工場は台湾トップクラスであり、日本企業とも深い繋がりを持っ
ております。日本の生産システムや生産革新にも熱心に取り組み、国際競争力を向上させて
いる台湾企業の「力強さ」を感じることができると思います。大会プログラムでは、モノづ
くりの新しい動向である「ことづくり」を統一論題テーマに設定し、台湾産業界を代表する
亜洲光学の賴以仁董事長と東海大学の劉仁傑教授の特別講演、日・台双方からなる三つの論
題報告を設けました。今大会の統一論題を通じて日台協働・共創に関する活発な議論・交流
を期待しております。
最後に、自由論題においてより多くの報告者を募るために、国際基準に則った事前選考
制と審査制を設けました。「前代未聞」という会員の声も有りましたが、こうした取組みに
より、当初の目標より 20％も多い報告申込みがあり、台湾産業の研究に関する招待論文も含
め、完成度の高い 30 本の論文からなる 10 セッションを構成することができました。また国
際大会に相応しく、二つの英語セッションも設け、日・台研究者間の学術交流の場を広げる
ようにしました。
近年、学会にも少子化・高齢化の波が押し寄せており、かつての活気も失われつつある
今日ですが、今回の国際大会が目指す「開かれた大会」を通じて、活発な議論・交流を行い、
今後の学会のあり方を考える上でも有意義な場になるよう願っております。皆様のご参加を
心よりお待ち申し上げます。
2019 工業経営研究学会国際大会実行委員会
劉仁傑（台湾・東海大学）・呉銀澤（台湾・育達科技大学）

2019 工業経営研究学会国際大会-工場見学
日程：8 月 29 日（木）9 時-16 時
コース

時間

9:00 集合~9:15 出発

10:00~11:50
工場見学
Ａコース
自転車産業

内容
福華ホテル
SR Suntour（榮輪科技）
•
「SR SUNTOUR」と言えば、
安心と安全の代名詞
•
ホームページ：
https://www.srsuntour-cycling.com/en/home/

11:50~12:30

13:30~16:00

昼食
SRAM (愛爾蘭商速聯)
•
シマノ最大のコンペティター
•
ホームページ：
https://www.sram.com/en/sram

9:05 集合~9:20 出発

10:00~12:00
工場見学
Ｂコース
工作機械産業

福華ホテル
WELE（崴立機電）
•
台湾工作機械産業における
タクトタイム生産の先駆者
•
ホームページ：
http://www.welegroup.com/

12:00~12:50

13:30~15:30

昼食
HIWIN（上銀科技）
•
優れたコストパフォーマンスで
全世界で高い評価を得る、
直動製品の専門メーカー
•
ホームページ：
https://www.hiwin.tw/

9:15 集合~9:30 出発

福華ホテル
SPIL（矽品精密）
•

10:00~12:00
•
工場見学
Ｃコース
光学と半導体
産業

12:00~12:50

13:30~15:30

台湾最大の半導体組立テスト
グループ
ホームページ：
https://www.spil.com.tw/chinese/
昼食

Asia Optical（亞洲光學）
•
世界一の光学部品メーカー、
日台連携の先駆者
•
ホームページ：
http://www.asia-optical.com/index.php?lang=chinese

2019 工業経営研究学会国際大会プログラム
日程：2019 年 8 月 30 日（金）9 時-18 時
会場：東海大学 人文大楼 茂榜廳
8 月 30 日（金）
08:30-09:00

受付

09:00-09:20

開会式

09:20-10:20

特別記念講演
タイトル：日台協働の新動向
～「ことづくり」による新たなイノベーションの共創
講演者：亜洲光学 賴以仁 董事長

10:20-10:30
10:30-12:00

休憩
自由論題一 （5 セッション）
<1> 生産システム革新 <2> 産業集積 <3> 国際人材育成
<4> 企業の社会的責任 <5> Solution Business

12:00-13:00
13:00-14:30

昼食
自由論題二 （5 セッション）
<1> モノづくり革新 <2> グローバルサプライチェーン <3> 国際ビジネス
<4> 産業マーケティング <5> New IT service and Health service

14:30-14:40

休憩
司会・コメンテーター
風間信隆（明治大学）・中山健一郎(札幌大学)
統一論題 1
タイトル：『ことづくり』時代の日台共創
講演者：作新学院大学 那須野公人 教授

14:40-17:00

統一論題 2
タイトル： 台湾中小企業の経営イノベーションの展開にむけて
～モノづくりからコトづくりへの示唆
講演者：中華経済研究所 日本研究センター 魏聰哲 主任
統一論題 3
タイトル： 知的財産管理とモノづくり・ことづくり～日台比較から
講演者：関西大学商学部 西村成弘 教授

17:00-17:10

17:10-18:00

18:30-

休憩
会員総会

特別記念講演Ⅱ

※参加者：
工業経営
研究学会会員
(会場：H122)

※参加者：現地参加者への中国語講演 (会場：茂榜廳)
タイトル：顧客目的實踐型 B2B 價值創造
～松下強固型電腦的台日共創
（和訳： コトづくり視点からの B2B 価値創造
～パナソニックのタフブックにおける日台共創)
講演者：台湾・東海大学 劉仁傑 教授

懇親会 （会場：福華ホテル）

キャンパスガイド

※参加者：
非会員、日本の方
(集合場所：H103)

自由論題一 8/30（金）
H104 会場

H105 会場

H106 会場

H122 会場

H121 会場

司会・
コメンテータ

黎立仁
（台中科技大学･台湾）

山田幸三
（上智大学）

藤原篤志
（駒沢大学）

李捷生
（大阪市立大学）

原拓志
（神戸大学）

セクション名

生産システム革新

産業集積

国際人材育成

企業の社会的責任

Solution Business

自動車部品の機能共通化の方
法，効果，背景―マツダ㈱を事
例とした1考察―

スマイルカーブ」を越えて―イタ
リア中小企業からの示唆―

アジア新興国の日本自動車産
業のR&D人材開発

起業家の社会的活動への動機
の変遷―石川県山中温泉「かよ
う亭」亭主上口昌徳の事例―

宇山 通
（九州産業大学）

児山俊行
（大阪成蹊大学）

中山健一郎
（札幌大学）

森下俊一郎
（九州産業大学）

サービス業における生産性向
上と消費者の責任

ドイツ・ミッテルシュタントの現代
的展開―「Industrie 4.0」の推進
を踏まえて―

日本中小製造企業における外
国人作業者の技能形成

日本の製造業と女性の社会進
出の研究

岡本丈彦
（高松大学）

藤谷麻菜
（大阪市立大学）

津川礼至
（日本経済大学）

九里徳泰
（相模女子大学）

生産の社会システム改革の影
響―働き方改革による強みの
喪失の可能性―

台湾南部ファスナー産業のクラ
スター形成と展開

台湾外貿協会：官民補完的な
国際人材の育成メカニズムの解
明

日本におけるのれん会計の現
状と課題―のれんの費用・損失
処理問題を中心として

曾芳代
（交通大学）

後藤小百合
（高崎商科大学）

10:30~11:00

When the optimization of the
pricing strategy became a second
choice: Evidence from the
Taiwan’s pricing models in
machine tool industry
陳浩政（東海大學）・
侯中鈞（健溢機械股份有限公司）
Chen, Hao-Cheng,
Hou, Chung-Chun
Adaptive Solution Framework for
MOOCs Development and
Implementation

11:00~11:30

11:30~12:00
大平義隆
（北海学園大学）

12:00~13:00

莊苑仙
（義守大学）・
金井一頼
（青森大学・大阪市立大学）

昼食と休み

王履梅（逢甲大學）・
呉銀澤（育達科技大学）
Wang,Lu-Mei,
OH EunTeak
Creating premium value in solution
businesses by general purpose
technology: cases of Komatsu's
Komtrax and Sony's broadcasting
equipment
長内厚
（早稲田大学）
Atsushi Osanai

自由論題二 8/30（金）
H104 会場

H105 会場

H106 会場

H122 会場

H121 会場

司会・
コメンテータ

鈴木良始
（同志社大学）

長内厚
（早稲田大学）

大平義隆
（北海学園大学）

佐久間英俊
（中央大学）

黄欽印
（東海大学・台湾）

セクション名

モノづくり革新

グローバル
サプライチェーン

国際ビジネス

産業マーケティグ

New IT service and
Health service

中国の自動車産業における戦
略的提携による自主開発能力
の形成―中国の長安汽車の事
例を通じて―

台湾製造業における日本人消
費者の生産国イメージ―「中華
製品」のイメージ脱却に向けた
一考察―

唐万新
（東北大学）

野場惇平
（星城大學）

多種少量モジュール受託4.0産
業型生産の台日協創

GVCの実態分析と市場におけ
る調整に関する研究：アップル
を例に

Effects of 4th Industrial Revolution
on Japanese Manufacturers from
Vietnamese Point of View

13:00~13:30
平松茂実
（平松技術士事務所）

秋野晶二・山中伸彦・菊池航
（立教大学）
黃雅雯
（北星学園大学）

自動運転と製品安全―MAISア
プローチによる考察―

日系自動車2次サプライヤーの
中国進出と中国ローカル系企
業の発達―生産管理活動と改
善活動に着目して―

日台アライアンスのイノベーショ
ン戦略―日台の経営者による
「知」の創造―

販売ネットワークにおける拠点
間連携の仕組み―台湾FFGの
事例を中心に―

原拓志
（神戸大学）

的場竜一
（大阪市立大学）

福岡賢昌（法政大学）・
根橋玲子（昭和女子大学）

高瑞紅（大阪経済大学）・
劉仁傑（東海大学）

古民家再生の意義と事業の仕
組み―大阪南部の古民家再生
事業を例として―

なぜ豊泰（Feng Tay）はNIKEス
ポーツシューズの最大ODM企
業に発展したのか

東アジア製造業の世界市場に
おけるポジショニング－二輪車
産業と自転車産業の事例－

日本企業におけるフランチャイ
ズ経営と24時間営業

橋本行史
（関西大学)

朝元照雄
（九州産業大学)

東正志（京都文教大学）・
横井克典（九州産業大学)

岡村俊一郎
（関西学院大学）

13:30~14:00

ホアン・ナム・ティエン・岡崎一浩
（愛知工業大学）
Hoang Nam Tien, Kazuhiro Okazaki
Association between the effect of
hypertension, diabetes and health
control behaviors on survival status
of the middle aged and over in
Taiwan
劉士嘉・翁紹仁
（東海大学）

Shih-Chia Liu, Shao-Jen Weng
The attribution of care
responsibilities of return visits for
institutional long-term residents
under Taiwan NHI

14:00~14:30
張宏文・黃欽印
（東海大学)
Hung-Wen Chang, Chin-Yin Huang

連絡事項
 参加費のお振込みと参加申込み
銀 行 名：ゆうちょ銀行
口座番号：00970-9-211740
口座種類：当座預金
口座名義：工業経営研究学会第 34 回全国（国際）大会
コウギョウケイエイケンキュウガッカイダイサンジュウヨンカイゼンコク(コクサイ)タイカイ
申込期間：2019 年 6 月 1 日（土）～8 月 16 日（金）17：00 まで
参加費用：会

員：15,000 円

非会員：18,000 円

院生会員：12,000 円
懇親会費（ご同伴の家族のみ）：5,000 円

◎参加費には、現地工場 2 社見学時のバス代、2 日間の昼食代と懇親会の会費が含まれます。
◎ゆうちょ銀行以外の金融機関からのお振込は、ホームページをご参照ください。
◎お振込み完了後、下記事項確認のため、参加申込み用紙をご提出願います。
(1) 工場見学登録
お振込確認後、申込み用紙の提出先着順より手配致します。
(2) 宿泊先手配
ご希望の方に福華ホテルの予約（特別料金）を代行致します。
※福華ホテルは、懇親会会場、工場見学用バス出発地点、大会会場送迎用バス出発地点と
なります。宿泊先には福華ホテルをご利用いただけると大変便利です。
(3) 懇親会の参加
ご同伴家族もご参加いただけます。参加をご希望の場合、氏名を記入ください。

 報告会場での設備と配布資料
報告会場にはコンピュータを用意します。報告資料は各自ＵＳＢへ保存し、ご持参ください。
当日会場にて資料・レジュメ等配布される場合は、各自ご用意のうえ持参ください。
大会事務局からも日本語のできるスタッフを配置し、サポート致します。

※その他詳細については、右記 URL をご確認ください。http://asimj19.thu.edu.tw/attendance/

2019 工業経営研究学会国際大会実行委員会
委員長

劉仁傑（東海大学・ 台湾） 副委員長

呉銀澤（育達科技大学・ 台湾）

魏聰哲（中華経済研究院 ・台湾)

黃欽印（東海大学 ・台湾）

田口直樹（大阪市立大学 ・日本）

張書文（東海大学 ・台湾）

那須野公人（作新学院大学 ・日本） 楊英賢（嘉義大学 ・台湾）
黎立仁（台中科技大学 ・台湾）

李捷生（大阪市立大学 ・日本）

劉慶瑞（輔仁大学 ・台湾）

（五十音順）

会場へのアクセス方法
1. 桃園空港から福華ホテルへのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://asimj19.thu.edu.tw/contact/
2. 福華ホテルから会場までは約2.5kmの道程です。当日専用バスを手配しております。
※出発時刻は午前 8：10と8：25の二本のみとなります、お乗り遅れにご注意ください。
※福華ホテル宿泊でない方にもご利用いただけます。
3. 東海大学キャンパスと会場（人文大楼 茂榜廳）

台
灣
大

道

4. 大会終了後は、懇親会会場（福華ホテル）への専用バスを手配しております。

PM 6：10に大会会場から出発致しますので、お乗り遅れがないようご利用ください。
------------------------------------連絡先------------------------------------東海大学モノづくりセンター

TEL：886-4-23594319#138

FAX：886-4-23591756

大会ホームページ：http://asimj19.thu.edu.tw/
大会事務局メールアドレス：asimj2019@thu.edu.tw
チンエンカイ

大会当日の緊急連絡先：陳 衍 介

TEL：(日本から)886-931131593/(台湾国内)0931131593

