第 52 回産業学会全国研究会
＜共通論題＞
東アジアの自動車産業と日本
2014 年 6 月 14 日（土）
・6
・6 月 15 日（日）
於：九州大学 箱崎キャンパス

新緑の候、会員各位におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本年度の共通論題のテーマは、「東アジアの自動車産業と日本」といたしました。世
界金融危機後の現在の世界経済において東アジアは成長の中心であり、中国や ASEAN などの
東アジアの自動車産業がその成長を牽引しています。日本にとって東アジアの自動車産業は、
これまで以上に米欧よりも生産と販売の最重要拠点となっていくでしょう。ただし、東アジア
の自動車産業は、生産においても販売においても多くの変化の渦中にあります。また FTA に
関しても、ASEAN 経済共同体（AEC）が 2015 年の確立に向かい、東アジアのメガ FTA で
ある東アジア地域包括的経済連携（RCEP）が交渉中です。
今回の共通論題では、急速に成長しかつ変化を続ける中国や ASEAN など東アジアの自動車
産業において、日本や日本のメーカーがどのように対応していくかについて考察したいと思い
ます。
本年度の全国研究会は、九州大学経済学研究院（箱崎キャンパス）にて開催される運びとな
りました。九州大学経済学部は、1924 年の九州帝国大学法文学部経済学科の設立にはじまり、
今年は 90 周年の記念の年に当たります。九州大学は伊都への移転を控え、本学会の大会も最
後の箱崎キャンパスでの開催となると思われます。また福岡は今年の NHK 大河ドラマ「軍師
官兵衛」の舞台でもあります。会員各位のご出席をいただき、意義ある研究会といたしたく、
ここにご案内申し上げます。
大会実行委員長 清水一史
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連絡先：

TEL: 092-642-2467 Email: horii@econ.kyushu-u.ac.jp

懇親会費は 5,000 円です。当日お支払下さい。予約の都合がありますので、ハガキで出欠
をお知らせ下さい。
出欠については、大会案内同封のハガキを 2014 年 5 月 26 日までに投函してお知らせ下
さい。
ホテル、昼食は、各自での対応をお願いいたします。尚、昼食に関しては、ランチマップ
を用意し当日配布します。

ご連絡




会費は、7,000 円（大学院生は 3,500 円）です。当日、受付でお支払下さい。
会費等についてのお尋ねは、学会事務局にお願いします。

会費納入のお願い



九州大学箱崎キャンパス文系講義棟（福岡市東区箱崎 6-19-1）
地下鉄箱崎九大前駅より徒歩 10 分
 空路：福岡空港→（地下鉄空港線）→「中洲川端駅」下車、貝塚方面へ乗換→（地下鉄
箱崎線） →「箱崎九大前駅」で下車、徒歩 10 分。
 JR：博多駅→（地下鉄空港線）→「中洲川端駅」下車、貝塚方面へ乗換→（地下鉄箱崎
線） →「箱崎九大前駅」で下車、徒歩 10 分。
九大アクセスマップ： http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/jimu/access.php

会場とアクセス
会場とアクセス


月 14 日（土）
：30 受付開始（文系講義棟入り口）
：00～13：00 理事会（文系講義棟 206 号室）
：00～15：00 自由論題報告（文系講義棟 202、203、204 号室）
：00～15：10 休憩
：10～17：10 自由論題報告（文系講義棟 202、203 号室）
：20～18：20 会員総会（文系講義棟 201 号室）
：15～
懇親会（福岡市内の料理店）
6 月 15 日（日）
10：00～12：00 共通論題報告 第 1 部（文系講義棟 201 号室）
12：00～13：00 理事会（文系講義棟 206 号室）
13：00～15：00 共通論題報告 第 2 部（文系講義棟 201 号室）
15：00 閉会
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プログラム
6 月 14 日（土）

： 受付開始（文系講義棟入り口）
： ～ ： 理事会（文系講義棟 206 号室）
13：00～15：00 自由論題報告（報告 30 分、質疑応答 10 分）
自由論題 1 生産システムとイノベーション（202 号室）
司会：板垣博（武蔵大学）
第 1 報告：永島昂（中央大学）
「日本鋳物産業における生産システムの分化に基づく供給構造」
日本鋳物産業における生産システムの分化に基づく供給構造」
第 2 報告：末永啓一郎（城西大学）
「Technological Paradigms and Industrial Development: The Role of Science and
Technology 」
第 3 報告：井上隆一郎（東京都市大学）・志賀敏宏（多摩大学）・遠藤哲哉（青森公立大学）
「コミュニティ・ビジネスにおける草の根イノベーション―
「コミュニティ・ビジネスにおける草の根イノベーション―青森県の事例による研究―
青森県の事例による研究―」
自由論題 2 医薬品と医療機器（203 号室）
司会：杉浦勝章（下関市立大学）
司会：杉浦勝章（下関市立大学）
第 1 報告：戸田順一郎（佐賀大学）
「医薬品産業における近年の環境変化と生産体制の変容」
「医薬品産業における近年の環境変化と生産体制の変容」
第 2 報告：山本匡毅（山形大学）
「医療機器産業の特性と異業種からの新規参入過程―機械製造業を事例として―」
自由論題 3 東アジアの諸産業（204 号室）
司会：久野国夫（九州大学）
第 1 報告：余洋（九州大学大学院生）
「計量モデルによるサービス経済化の国際比較——中国のサービス産業の発展への示唆」
第 2 報告：猿渡剛（九州大学）
「マレーシアの白物家電産業と FTA―日系企業の事例を中心に」
第 3 報告：水野敦子（九州大学）
「日本市場向け輸出拡大を通じたミャンマー縫製業の成長と雇用拡大」
15：00～15：10 休憩
15：10～17：10 自由論題報告（報告 30 分、質疑応答 10 分）
自由論題 4 自動車（202 号室）
司会：上山邦雄
司会：上山邦雄（城西大学）
第 1 報告：王鵬（京都大学大学院生）
「中国自動車市場におけるものづくり戦略―消費者の視角からの考察」
第 2 報告：知久勝弘（トヨタ車体），佐伯靖雄（名古屋学院大学）
11 30
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「わが国製造業における
わが国製造業における試作
国製造業における試作企業の製品開発機
試作企業の製品開発機能
企業の製品開発機能上の貢献
上の貢献と
貢献と競争力」
競争力」
第 3 報告：塩地
報告：塩地洋（京都大学）
塩地洋（京都大学）
「自動車部
「自動車部品の国産化とラ
品の国産化とライフサイク
サイクル」
自由論題 5 電機と通信
電機と通信（203 号室）
司会：田村
司会：田村大樹（北九州大学）
第 1 報告：宋
報告：宋娘沃（中国
娘沃（中国短期
（中国短期大学）
短期大学）
「韓国モバ
国モバイル産業の開発・生産体制」
第 2 報告：赤羽淳
報告：赤羽淳（
赤羽淳（横浜市立大学）
横浜市立大学）
「シャープはなぜ
「シャープはなぜ経
プはなぜ経営危機に
営危機に陥っ
機に陥ったか
陥ったか？
たか？」
第 3 報告：湯川抗
報告：湯川抗（
湯川抗（富士通
富士通総研／SBI 大学院大学）
「ICT 産業の将来像
産業の将来像と
将来像と個人の
個人の Empowerment」
17：20～18：20 会員総会
員総会
19：15～ 懇親会（
懇親会（福岡
会（福岡市
福岡市内の料理店）
6/15（日）
6/15（日）

： ～ ： 共通論題『
通論題『東アジアの自動車産業と日本』
東アジアの自動車産業と日本』第 1 部（201 号室）
司会： 久野国夫（九州大学）、清
、清水一史
水一史（九州大学）
第 1 報告：
報告：
上山邦雄（城西大学）
「東アジアの自動車産業と日本メ
「東アジアの自動車産業と日本メーカーの課
ーの課題」
第 2 報告：
中村研二（中国・アジア自動車産業経営
（中国・アジア自動車産業経営戦略研究所／元いすゞ
戦略研究所／元いすゞ自動車）
所／元いすゞ自動車）
「アセ
「アセアンと中国の自動車市場と日本メ
アンと中国の自動車市場と日本メーカー－日本自動車業界のチャイナプラスワンと
アセアンでのタイプラスワン－」
第 3 報告：
塩地洋（京都大学）
塩地洋（京都大学）
「見直し
見直しが迫ら
が迫られる ASEAN 自動車生産戦略－
自動車生産戦略－ミャンマーへの製造拠点進
ミャンマーへの製造拠点進出の考察を
拠点進出の考察を契
出の考察を契機
に－」
12：00～13：00 理事会（
理事会（206）
13：00～15：00 共通論題『
通論題『東アジアの自動車産業と日本』
東アジアの自動車産業と日本』第 2 部（201 号室）
討論：井上隆一郎（東京都市大学）、苑
、苑志佳（立正
（立正大学）
総合討論
総合討論
15：00 閉会
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