工業経営研究学会
第 32 回全国大会

『リンケージ・イノベーションとモノづくりの再生』
2017 年 9 月 14 日（木）〜9 月 16 日（土）
愛知工業大学自由ヶ丘キャンパス

今大会は、学会の３年間の統一論題のテーマ「モノづくりの革新と工業経営研究の課題
−日本の再生−」のなかでもとくに「リンケージ」に力点を置き「日本の再生と工業経営研
究の課題」を統一論題に設定いたしました。
工業経営研究学会は経営技術、管理技術の諸問題を主に取り扱っている学会であります。し
かし時代の流れによって、工業経営が対象とする課題も変化してきています。現在のキーワー
ドはグローバル化、情報化、スピード化にみられるように、工業経営の領域はモノづくりをベ
ースとしながらもサービスを含めた価値づくりに広がってきています。グローバルな環境の中
で技術開発の競争が激しくなり、今や自社だけの開発では限界が出てきており、いくつかの異
なった要素を組み合わせることで顧客の好みに合った商品を開発する時代になってきました。
近年、多くの企業で提携、連携、協業によって顧客の要求を満足する新しい価値が生み出され
るようになってきています。このような状況を鑑みて、２０１７年度（第３２回）の統一論題
として「リンケージ・イノベーションとモノづくりの再生」といたしました。
第 32 回工業経営研究学会企画委員長
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＜２０１７年９月１４日（木）＞
１４：００-１６：００ 工場見学
株式会社 メイドー 三好工場
2015 年デミング賞本賞受賞、2016 年 TPM 賞受賞を成し遂げたトヨタ系の優良中堅企業です。
集合場所 ： トヨタ市駅（地下鉄東山線名古屋から伏見へ地下鉄鶴舞線乗換えトヨタ市駅へ）
集合時間 ： １３：１５

１７：３０-１９：３０ 理事会
愛知工業大学 自由ヶ丘キャンパス 理事会 （ ３F ３０５ ゼミ室）

＜２０１７年９月１５日（金）＞受付：愛知工業大学 自由ヶ丘キャンパス １F ロビー（８：４５-）
９:１０-９:２０ 開会式（自由が丘キャンパス ３F ３１１教室）
９:３０-１１:４５ 自由論題報告（報告 20 分、質疑応答 10 分）
会場

Ａ会場
（ ２F ２０２教室）

B 会場
（ ２F ２０３教室）

C 会場
（ ２F ２０４教室）

司会者

中川誠士
（福岡大学）

田口直樹
（大阪市立大学）

宇山翠
（岐阜大学）

サービス業の人材問題と
経営戦略と組織の連関性
人材育成
についての一考察
池田武俊（千葉商科大学） 楊 麗艶（福岡大学・院）

中小企業に対するイノベ
ーション促進政策の可能
性
松平 好人（都留文科大学）

IoT 人材タイプ別スキル標 組織の硬直化と活性化を
準定義の有効性検証
分岐する経営者資質の影
福澤和久（愛知工業大学・ 響についての一考察
院）石井成美（愛知工業大 岡田 好史（大阪成蹊大学）
学）

中小企業における障がい
者雇用の課題と実践基盤
木下 和紗（大阪市立大
学・院）

10:40-11:10

人的資源計画における人
情報通信産業の事業継続
的資源予測の在り方につ
マネジメントによる経営
いて
戦略に関する一考察
劉偉（長崎総合科学大学） 上甲富士雄（愛知工業大
学・院） 近藤高司（愛知
工業大学）

企業連携による中小企業
の持続的な価値創造に向
けた取り組み
米岡 英治（茨城キリスト
教大学）
モノづくりスマート化へ
の展開

11:15-11:45

韓国人のチームワークに
関する考え方
韓三澤（株式会社 KR２経
営研究所）加藤里美（愛知
工業大学）

09:30-10:00

10:05-10:35

繊維産地における企業間
分業を通じた染色加工技
術形成
木野 龍太郎（福井県立大
学

張書文（台湾東海大学）

１１:５０-１２:５０ 理事会（ ３F ３０５ ゼミ室）

１３:００-１４:２０ 特別講演（３F ３１１教室）
「グローバル化時代のモノづくりの課題と対応」
土屋総二郎氏

元デンソー副社長 現豊田合成取締役

１４:３５-１６:１５ 自由論題報告（報告 20 分、質疑応答 10 分）
会場

Ａ会場
（２F ２０２教室）

司会者

百田義治
（駒澤大学）

14:35-15:05

知識創造における PAUSE
理論の方法（tool）モデル
内川小百合（松本大学） 平
松茂実（平松技術士事務
所）

15:10-15:40

B 会場
（２F ２０３教室）
鈴木良始
（同志社大学）
市場における調整の諸形
態と大量生産体制に関す
る一考察
秋野晶二（立教大学）

C 会場
（２F ２０４教室）
村上喜郁
（追手門学院大学）
山陰 2 県の自動車工業集積
研究
佐伯靖雄（立命館大学）

知識創造における PAUSE
働き方改革の二つの面
中国茶館の歴史と現状
理論の機能モデル
平松茂実（平松技術士事務 大平義隆（ 北海学園大学） 魏 豪豪 （関西大学・院）
所）内川小百合（松本大学）
ブラック企業化のカタス
トロフィー・モデル

新興企業の競争戦略に関
する考察

在ベトナム日系企業にお
ける職場の異文化適応に
関する研究

鄭 年皓（愛知淑徳大学）

田中史人（国士舘大学）

奥居正樹（広島大学）

15:45-16:15

１６:２５-１７:４５ 会員総会（３F ３１１教室）

１８:００-２０:００ 懇親会（１F ランチルーム）

＜２０１７年９月１６日（土）＞受付：愛知工業大学 自由ヶ丘キャンパス１F ロビー（８：４５-）
９：００-９:４０ 研究分科会
会場

Ａ会場
（２F ２0２教室）

B 会場
（２F ２0３教室）

C 会場
（ ２F ２0４教室）

主査

野村重信
（愛知工業大学）

鈴木幸毅
（駒澤大学）

地代憲弘
（追手門学院大学）

9:00-9:40

グローバリゼーション
研究分科会

環境経営学
研究分科会

人間・技術・情報
研究分科会

９:４０-１２:１５ 統一論題報告（３F ３１１教室）
司

会 ： 風間信隆（明治大学）、中瀬哲史（大阪市立大学）
報告者

報告タイトル

9:40-10:15

税所哲郎
（国士館大学）

ASEAN におけるリンケージ・マネジメントの考察―タイを中心とした産
業集積の連携について

10:20-10:55

岩淵譲
（青森大学）

国内におけるモノづくりから捉えたリンケージ・バリューという事象―戦
略プロセスのフレームワークより捉えた青森クリスタルバレイ構想の今

11:00-11:35
11:40-12:15

安田正義
（カイインダストリーズ）

企業のモノづくりから捉えたリンケージ・バリューという考え方―企業
の事例に基づいてー

那須野公人
（作新学院大学）

日本企業の競争力低下と後発国のリープ・フロッグ的発展―「リンケ
ージ・マネジメント」の視点よりー

１２:２５-１３:２０ 新理事会（ ３F 305 ゼミ室）

１３:３０-１５:００ 統一論題シンポジウム（３F ３１１教室）
司 会 ： 風間信隆（明治大学）、中瀬哲史（大阪市立大学）
報告者 ： 那須野公人（作新学院大学）、税所哲郎（国士館大学）、岩淵譲（青森大学）
安田正義（カイインダストリーズ）

１５:００-１５:１５ 閉会式（３F ３１１教室）
◆ 愛知工業大学（自由ヶ丘キャンパス）への交通案内 ◆
地下鉄東山線「名古屋駅」から乗車、「本山駅」で下車後、地下鉄
名城線へ乗り換え「自由ヶ丘駅」で下車、徒歩 1 分

