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昼食（理事会）

自由論題報告３（９：２０～１１：３０）
〔詳細：次ページ〕

懇親会（１８：００～２０：００）

閉会式（１６：１０～）　教養教育大講義
室

研究分科会（１１：４０～１２：１０）

理事会（１８：００～）
　経済学部第1会議室

受付開始（９：００）　教養教育１号館

昼食（理事会）

特別記念講演（１４：４０～１６：１０）
　教養教育大講義室

「代替エネルギーと水素エネルギー社
会」

佐賀大学海洋エネルギー研究センター
　　　センター長　門出 政則 教授

　　　司会：羽石　寛寿（摂南大学）

会員総会（１６：２０～１７：５０）
　教養教育大講義室

自由論題報告２（１３：００～１４：３０）
〔詳細：次ページ〕

　大学会館２F　多目的ホール

大会日程概要

工業経営研究学会第２７回全国大会プログラム
統一論題：大災害の時代、工業経営研究は「何ができるのか」「何をしなければいけないのか」

2012年8月31日（金）～9月2日（日）
佐賀大学　本庄キャンパス　教養教育運営機構棟、ほか
佐賀県佐賀市本庄町１

8月31日（金） 9月1日（土）

統一論題報告およびシンポジウ
ム
（１３：００～１６：００）
　教養教育大講義室
　総合司会：奥林 康司　（大阪国際大
学）

報告①
「東日本大震災の中小企業の復興支援
の現場からの報告」
　報告者：長坂 泰之 （中小企業基盤整
備機構）

報告②
「工業経営における生産保障経営管理
の構造と施策」
報告者：平松 茂実　（平松技術士事務
所）

統一論題シンポジウム
　司会：奥林 康司
　シンポジスト：長坂 泰之、平松 茂実

受付開始（９：００）　教養教育１号館

１２：１５　見学会佐賀駅北口集合
１２：３０　見学会バス　佐賀駅前発
車

見学会（１４：３０～１６：００）

佐賀大学
 海洋エネルギー研究センター
  佐賀県伊万里市山代町久原字平尾1-48

テーマ：「海洋発電システム」

キーワード：　「海洋温度差発電・波力
発電・潮汐力発電・潮流発電・海洋濃度
差発電・洋上風力発電・稀少資源等の回
収・海洋深層水」

開会式　（９：３０～９：４０）　A会場

 

自由論題報告１（９：５０～１２：００）
〔詳細：次ページ〕

9月2日（日）



会場

教室
A-1 司会：小泉　国茂 B-1 司会：阿部　克巳 C-1 司会：中川　誠士

村上喜郁 追手門学院大学 宇山通 九州産業大学 山本圭三 摂南大学

A-2 司会：小泉　国茂 B-2 司会：阿部　克巳 C-2 司会：中川　誠士

岡田好史 大阪成蹊大学 奥居正樹 広島大学 稲元洋輔 摂南大学

地代憲弘 追手門学院大学 村中光治 マツダ株式会社 羽石寛寿 摂南大学

１０：５０～１１：００

A-3 司会：大平　義隆 B-3 司会：森　健一 C-3 司会：木野　龍太郎

永田淳次 追手門学院大学 池田武俊 千葉商科大学

篠原健 追手門学院大学

A-4 司会：大平　義隆 B-4 司会：森　健一 C-4 司会：木野　龍太郎

平松茂実 平松技術士事務所 吉田勝彦 大阪市立大学 渡邉喜久 甲子園大学

加藤敦 同志社女子大学

１２：００～１３：００

A-5 司会：風間　信隆 B-5 司会：岡田　好史 C-5 司会：森　正紀

小泉修平 大阪産業大学 ﾏｽｹﾙﾍﾟｽ 愛知工業大学 井上和子 立教大学

石井成美 愛知工業大学

近藤高司 愛知工業大学

A-6 司会：風間　信隆 B-6 司会：岡田　好史 C-6 司会：森　正紀

張書文 台湾東海大学 曹璟 （株）日華 桂郁夫 龍谷大学

近藤高司 愛知工業大学

鈴木達夫 愛知工業大学

A-7 司会：風間　信隆 B-7 司会：岡田　好史 C-7 司会：森　正紀

下畑浩二 四国大学 庞箫明 愛知工業大学 森下俊一郎 日本ヒューレット・

石井成美 愛知工業大学 パッカード(株)

近藤高司 愛知工業大学

自動車企業における現代的
フルライン政策に関する試論

日韓自動車産業における
生産システムの展開

――生産システムの進化の
多様性にかかわって――

発表キャンセル

教養教育　125

運送業界に対する、
市民の認識度調査の研究

現代の企業経営における
「サービス」の位置づけについて

教養教育　124

９：５０～１０：２０

台湾自転車部品メーカーの
製品開発プロセスに関する研究

～天心工業の事例研究

日本IT企業の
グローバル人材育成方法の考察

化学企業における
新製品開発に関する研究
－有価証券報告書による

定量的・定性的アプローチ－

新製品開発の展開と原価管理の
役割に関する一研究

シマノ・川島織物・おたべを
事例として

新事業産業化の経営戦略

１０：２０～１０：５０

門出　政則 (もんで　まさのり)　教授

自由論題（9月1日）

独立役員のガバナンス機能
～独立役員の新たな役割と

資格要件～

昼食（理事会）

C会場B会場

現代労働者のウェルビーイングに
対する労働時間の諸影響

教養教育　123

休憩10分

A会場

電力の不安定供給化における
エコファクトリー・ゲームの開発

企業情報システムにおける
IT化知識の継承に関する研究

経営者支配と報酬コンサルタント 日本製造企業の中国ビジネス展開に
おけるIT経営

特別記念講演：代替エネルギーと水素エネルギー社会

特別記念講演　会場： 教養教育大講義室

製造業における顧客対応窓口の
オフショア・プロジェクトの

効果と課題

日本からのITオフショアと
中国、インド、東南アジアの現状

標準原価計算における原価差異の
把握と処理における問題点の検討
―仕掛品の評価による利益測定の

重要性に関する事例研究―

佐賀大学海洋エネルギー研究センター　センター長

１１：００～１１：３０

１１：３０～１２：００

１３：００～１３：３０

１３：３０～１４：００

１４：００～１４：３０

１４：４０～１６：１０

イノベーションアーキテクチャ
によるサービスのモデル化

ベトナムは中国に代替しうるか
－日本企業のソフトウェア国際分業

体制に関する考察－



会場

教室
A-8 司会：黒沢　敏朗 B-8 司会：宗像　正幸 C-8 司会：野村　重信 D-8 司会：篠原　健

栢木紀哉 摂南大学 佐伯靖雄 名古屋学院大学 由井浩 龍谷大学 近藤高司 愛知工業大学

石井成美 愛知工業大学

鈴木達夫 愛知工業大学

A-9 司会：黒沢　敏朗 B-9 司会：宗像　正幸 C-9 司会：野村　重信 D-9 司会：篠原　健

田中望 愛知工業大学 秋野晶二 立教大学 古山滋人 松山大学

藤井勝紀 愛知工業大学 宮下文彬 関西大学

近藤高司 愛知工業大学 泉井力 関西大学

鈴木達夫 愛知工業大学

１０：２０～１０：３０
A-10 司会：地代　憲弘 B-10 司会：坂本　清 C-10 司会：那須野公人

于暁爽 福岡大学 安田正義 ｶｲｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ(株) 米岡英治 立教大学

野村重信 愛知工業大学

A-11 司会：地代　憲弘 B-11 司会：坂本　清 C-11 司会：那須野公人

周翠 愛知工業大学 森健一 森 研究所 木野龍太郎 福井県立大学

康孜菲 愛知工業大学

近藤高司 愛知工業大学

石井成美 愛知工業大学

発表キャンセル

※会場については当日発表となります

報告①「東日本大震災の中小企業の復興支援の現場からの報告」
　報告者：長坂 泰之　（中小企業基盤整備機構）　　

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

１１：４０～１２：１０

統一論題報告およびシンポジウム　会場： 教養教育大講義室　　総合司会：奥林 康司　（大阪国際大学）

自由論題（9月2日）

教養教育　124

A会場

教養教育　125

報告②「工業経営における生産保障経営管理の構造と施策」
１３：００～１６：００

統一論題：
大災害の時代、工業経営研究は「何ができるのか」「何をしなければいけないのか」

統一論題シンポジウム
　司会：奥林 康司　　シンポジスト：長坂 泰之、平松 茂実

　報告者：平松　茂実　（平松技術士事務所）　　

主査　浅野宗克主査　坂本　清

環境研究分科会

研究分科会　　

中国における
日系・欧米系企業の
人事管理問題の考察

企業間における
研究開発戦略の差異

-製品としてのテレビの質的変化
に関する技術開発-

地方の小規模企業による
新製品開発・市場開拓の取り組み
―福井の繊維企業の事例より－

戦略的人的資源管理プロセス
における企業文化の役割

循環型社会
研究分科会

教養教育　123

B会場

ロジスティックスモデル
適用による健康管理フィードバッ

クシステム活用の実際
－実業団スポーツ選手への活用

－

研究開発過程の
オープン化の展開について

英国職業資格制度の一動向

休憩10分

エレクトロニクス産業における
現代大量生産システムの研究

見える化と現場力の関係

顧客に対応する
企業内SCMに関する研究

９：２０～９：５０

９：５０～１０：２０

１０：３０～１１：００

１１：００～１１：３０

D会場

教養教育　122

戦略的な
生産情報システム活用の考察

自動化工場における
作業者訓練プログラムに

関する研究

自動車産業の
開発・生産活動における
水平分業形態の類型化

C会場



その他ご案内 

1  大会参加申込み方法 

同封の振替払込票に必要事項を記載の上、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 18 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。 

また、見学会の参加は予約のみとし、参加費は佐賀市内発の見学バス利用（往復）の場合は 1,000 円、バス

を利用されない場合は 500円です。 

3  会場へのアクセス 

●JR長崎本線佐賀駅：博多駅より特急で約 40分 

    ・佐賀駅バスセンターからバスで約 20分：「4番のりば」市バス 11番相応行または 12番東与賀行 

     または 63番佐賀大学・女子短大前行「佐大前」下車 

    ・佐賀駅からタクシー：約 10分（約 3km） 

●有明佐賀空港：東京便 1日 4便 

    ・リムジンバス：「佐賀駅バスセンター」まで約 35分片道 600円 

    ・リムジンバスにて「博物館前」約 20分 530円下車 西に徒歩にて大学まで約 1㎞ 

    ・佐賀空港からタクシー：約 30分（約 12km） 

    ・レンタカー最初の 24時間 1,000円のキャンペーンが実施されております。 

     詳しくは http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/kuko/access/rentacar.html まで。 

4  宿泊 

大学に一番近くのホテルは「ホテルニューオータニ佐賀」（約 1km 弱）で佐賀市内では一番グレードの高い

ホテルです。また、駅周辺にもビジネスホテルがあります。Webでの予約が安いと思われます。 

5  昼食 

大学周辺にコンビニや食堂等があります。土曜日には生協も開店予定ですので弁当の用意はしておりません。 

6  見学会（8月 31日） 

佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライト（佐賀県伊万里市）を見学いたします。詳細は Web

（http://www.ioes.saga-u.ac.jp）をご参照ください。参加申し込みは、8 月 18 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いただくことで受け付けます。直接集合される方は 14:30 までに佐賀大学海洋エネ

ルギー研究センター伊万里サテライト（佐賀県伊万里市山代町久原字平尾 1-48 発表会場の佐賀大学キャン

パスとは違います）玄関に直接お越しください。 

7  特別記念講演（9月 1日） 

見学会先の佐賀大学海洋エネルギー研究センター長にご講演いただきます。 

8  問い合わせ先 

〒840-8502 佐賀市本庄町 1番地 

佐賀大学経済学部 羽石寛志研究室内 

工業経営研究学会・第 27回全国大会実行委員会事務局 

  E-mail: hhiro@cc.saga-u.ac.jp 

  Tel: 0952-28-8471（長期休暇等があるので上記メールにてお問い合わせください。） 
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