
第 51回産業学会全国研究会 

共通論題 

『エネルギー政策と日本の産業競争力』 

 

日時：２０１３年６月８日（土）、９日(日) 

開催場所：専修大学神田校舎７号館 

URL: http:// www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access.html#kanda 

 開催趣旨 
 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災・福島第 1 原発事故という未曽有の経験を経て、日本はエネルギー政策を根本的に見直す必要に迫られている。しかし、2012 年 9 月 14 日に出された新エネルギー基本戦略およびその後の経過は、その実現に非常に大きな困難が伴うことを予想させた。多くの解決しなければならない問題があるが、2013年開催される本学会・全国研究会の共通論題においては、以下のように課題を設定した。①再生可能エネルギーの本格導入を柱とした、21 世紀型エネルギー需給体制の構築、そのための電気事業再編の課題を明らかにすること。②関連する様々な産業分野が、「グローバル競争」という環境・条件のもと、どのような対応・展開が求められているか探ること、である。学会としての社会貢献を図るべく、本研究会をつうじて会員諸氏の英知を集め、日本のエネルギー＝産業政策に対し、積極的に情報発信できることを願っている。 実行委員長 小林 世治 

  ≪ ご連絡 ≫ ＊ 懇親会費は、４，０００円です。当日、お支払下さい。 ＊ 出欠については、別途郵送する大会案内同封のハガキにて２０１３年５月２０日までにお知らせ下さい。 ＊ ホテル、大会当日の弁当等について、勝手ながら事務局では手配致しかねます。 各自での対応をお願い致します。 ＊ 専修大学神田校舎 7号館内は、禁煙となっております。ご了承下さい。 ≪ 会費納入のお願い ≫ ＊ 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致します。 ≪ 大会当日までの連絡先 ≫ 大西勝明 〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田２-１-１専修大学 

TEL:０４４-９１１-１０７０ 

e-mail:onishik@isc.senshu-u.ac.jp 



＜2013 年 6 月 8 日（土）＞ 12：00～  受付：7号館３階 

12：00～ 13：00 理事会：７階７７３教室 
13：10～ 16：30 自由論題報告（ 報告 30分、質疑応答 10分 ） 会場 AAAA：：：：地域地域地域地域  8階（７８２教室） BBBB：：：：自動車自動車自動車自動車  8階（７８３教室） 座長（前半） 宮田 由紀夫（関西学院大） 上山 邦雄（城西大） 

13：10～ 

13：50 

竹田 英司（大阪市大・研） 雑貨産業における工房ショップ群の生産システム：企画・デザイン、製造、販売の一体化 

李 泰王（愛知大学） 自動車販売店経営に関する一考察 
 

14：00～ 

14：40 

 

久保 隆行（サムスン物産） 国際競争力強化における都市型産業の役割 

 吉川 勝広（熊本学園大） ホンダ、スズキ、ダイハツのブランドイメージと 自動車情報提供 

14：40～ 

15：00 
休憩 座長（後半） 熊坂 敏彦（筑波総研・研） 孫 飛舟（大阪商業大） 

15：00～ 

15：40 

杉浦 勝章（下関市大） 日本の製紙産業における構造変化と 産業再編 

村松 祐二（北海商科大） 日本の自動車メーカーにおける競争優位の展開過程－経営戦略論の視点から－ 

15：50～ 

16：30 

根岸 裕孝（宮崎大） 九州地域における自動車・半導体産業の 集積・再編に関する比較分析 

橋本 公美子（広島大・院） 自動車メーカーにおける価値共創の課題と可能性 

 会場 CCCC：中国：中国：中国：中国  ７階（７８４教室） DDDD：先端技術：先端技術：先端技術：先端技術  ７階（７７１教室） 座長（前半） 苑 志佳（立正大）  小島 直（専修大） 

12：30～ 

13：10 

 橋本 良子（立命館大・院） 企業内企業家について－日本企業の事例からの考察－ 
13：10～ 

13：50 

王 中奇（武蔵大・院）  中国重量トラックの技術開発能力                  －人材育成制度と組織構造からの検討 山本 匡毅（山形大学） 航空機産業の拡大と新規参入に向けた企業間連携 
14：00～ 

14：40 

陳 晋（立命館大）韓 金江（成美大） 中国のトップ建機メーカー 三一重工の成長戦略 

久木田 要（九州大・院） 産業連関表からみた産業用ロボット産業の産業特性 －産業用ロボット産業と金属工作機械産業との比較分析－ 

14：40～ 

15：00 
休憩 



座長（後半）  清水 一史（九州大） 肥塚 浩（立命館大） 

15：00～ 

15：40 

 赤羽 淳（横浜市大） 新興国市場における日系自動車メーカーの商品戦略の検証 

 中道 一心（高知大）  スマートフォンの普及がデジタルカメラ産業へ与える影響 
15：50～ 

16：30 

藤川 昇悟（阪南大）  中国における日系自動車メーカーのサプライヤーシステムの現状と課題－第一轎車の事例を中心に－ 

 佐伯 靖雄（名古屋学院大） 「非」完成車メーカーによる EV事業参入の実態 

 

16：45～17：45 会員総会（ 7号館 3階 ７３１教室 ） 

 

18：00～20：00 懇親会（ 1号館 15階ホール ）   懇親会費４，０００円（ 当日払い ） 

 ◆会場案内 受付 6月 8日（土） 

6月 9日（日） 

7号館 3階 

7号館 3階 理事会 両日 7号館 7階 773教室 自由論題 6月 8日（土） （8階）Ａ：782教室 Ｂ：783教室 Ｃ：784教室 （7階）Ｄ：771教室 共通論題 6月 9日（日） 7号館 3階 731教室 会員総会 6月 8日（土） 7号館 3階 731教室 懇親会 6月 8日（土） 1号館 15階ホール 休憩談話室 両日 7号館 8階 781教室 
 

 

＜2013 年 6 月 9 日（日）＞ 受付：7号館３階 

10：00～12：00 共通論題報告・第１部（７号館３階 ７３１教室） 

 司会：板垣博（武蔵大）／久野国男（九州大） 

 報告者 報告テーマ 
10：00～10：05 実行委員長 小林 世治（日本大） 

趣旨・構成の説明と報告者の紹介 
10：05～10：40 第 1報告： 橘川 武郎（一橋大） 

エネルギー政策の転換と電力改革 
10：45～11：20 第 2報告： 長山 浩章（京都大） 

電気事業再編―国際比較からのアプローチ 
11：20～12：00 相互＋フロアー討論  



12：00～12：50 理事会（7号館 7階 773教室） 

 

13：00～15：50 共通論題報告・第 2部（7号館 3階 731教室） 

13：00～13：35 

 

13：35～13：45 

第 3報告： 堀井 伸浩（九州大） コメント： 塩地 洋（京都大） 

持続可能な再生可能エネルギー導入体制の構築に向けて：中国における風力発電設備産業の成長からの考察 
13：50～14：25 

 

14：25～14：35 

第 4報告： 近藤信一（岩手県立大） コメント： 明石芳彦（大阪市大） 

エネルギー、社会のスマート化と日本の電機メーカーの対応 

14：35～14：45 休憩 
14：45～15：15 相互討論  

15：15～15：50 フロアー討論  

 

15：50～16：00 閉会あいさつ：会長 大西勝明（専修大） 連絡：事務局長 孫飛舟 
 

 

 開催場所：〒101－8425 東京都千代田区神田神保町３－８ 専修大学神田校舎７号３階      ＴＥＬ：０３－３２６５－５９７３ 

 交 通：•水道橋駅（JR）西口より徒歩 7分 

      •九段下駅（地下鉄／東西線、都営新宿線、半蔵門線）出口 5より徒歩 3分 

      •神保町駅（地下鉄／都営三田線、都営新宿線、半蔵門線）出口 A2より徒歩 3分        

URL: http:// www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/access.html#kanda 

 

 

 

 


