
2019 年度各部会 

●自動車産業研究部会（東部）第 4 回研究会 

  2020 年１月 25 日（土） 15：00～18：00 

  立正大学品川キャンパス 11 号館５階 1151 教室 

       ※今回は桜美林大学でなく、立正大学です。 

       ※従来の８階の会議室ではなく、５階の教室です。 

     （JR 大崎駅または五反田駅から徒歩５分、東急池上線大崎広小路駅から徒歩 1 分） 

   キャンパス案内：http://www.ris.ac.jp/introduction/outline_of_university/introduction/shinagawa_campus.html 

   交通案内：http://www.ris.ac.jp/access/shinagawa/index.html 

 

 報告タイトルおよび報告者：                              

  報告１：「CASE 革命と日本自動車市場の行方」（仮題） 

                 花井真紀子（日刊自動車新聞社取締役兼事業部長） 

  報告２：「新興国市場における製品戦略の成功要因」 

                           井上隆一郎（桜美林大学教授） 

 

 参加費：無料 

 準備の都合上、ご出席の方は、上山邦雄氏（kami@blue.ocn.ne.jp）までご連絡ください。 

●自動車産業研究部会（中部）第 2 回研究会 

  2020 年 1 月 11 日（土） 15:00～17:00 （開場 14:45） 

  立命館大学大阪いばらきキャンパス B 棟 5F B515・516 研究会室 

 

  （各報告 30 分・討論 20 分） 

  ◎第 1 報告 

    佐伯 靖雄（立命館大学） 

    「日系自動車部品企業の東南アジア調達戦略」 

  ◎第 2 報告 

    西村 智子（株式会社ミロク製作所，高知工科大学・院生） 

    「自然素材の不確実性とサプライチェーン：自動車部品製造企業の事例」 

   終了後，近隣にて懇親会を予定しております。 

 

  お問い合わせ先： 

    佐伯靖雄氏（立命館大学） yst07993@fc.ritsumei.ac.jp 

 

  ※会場アクセス 
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   http://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/oic/  （アクセスマップ） 

   http://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=229845&f=.pdf  （キャンパスマップ） 

    B 棟（1F にスタバがある時計台の建物）エレベータで 5F に上がり，右側に進むと会場があります。 

●東部部会 

  2019 年 12 月 14 日（土） 14：00～17：00 

  立正大学（品川）大崎キャンパス 11 号館 8 階第 6 会議室 

    （JR 大崎駅または五反田駅から徒歩 5 分、東急池上線大崎広小路駅から徒歩 1 分） 

    キャンパス案内：http://www.ris.ac.jp/guidance/cam_guide/osaki_map.html 

    交通案内：http://www.ris.ac.jp/guidance/cam_guide/osaki.html 

    11 号館（山の手通りに面する 11 階建物）入口より、エレベータで 8 階にお越し下さい。 

 

  第１報告：14 時〜15 時 

    上山邦雄（城西大学 名誉教授） 

     「日本自動車産業の海外展開―その歴史と将来展望」 

  第 2 報告： 15 時〜16 時 

    中山健一郎（札幌大学 教授） 

     「自動車産業のマス＆ミニマム・カスタマイゼーション」 

  第 3 報告： 16 時〜17 時 

    苑 志佳（立正大学 教授） 

    「「キャッチアップ志向型イノベーション」：後発者による先発者への追い越しパターン―中国の産業発展から

のヒント」 

  ＊いずれも報告 40 分、質疑応答 20 分。 

  ＊＊部会終了後、懇親会を開催予定。ご参集下さい。 

 

  お問い合わせ先 

   苑志佳氏（立正大学） japan593271@yahoo.co.jp 

●中部部会 

  2019 年 12 月 7 日（土） 13：45～17：30 

  同志社大学今出川キャンパス 扶桑館 F513 

 

 報告プログラム 

  13:45 開会、諸連絡 

  14:00-15:00 第 1 報告：中道一心（同志社大学）「デジタルカメラ産業の盛衰と企業戦略」 

  15:00-16:00 第 2 報告：章胤杰（同志社大学）「中国における日系コンビニエンスストアの商品調達と商品供給

システム」 
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  16:00-16:20 休憩 

  16:20-17:20 第 3 報告：前田耕作（立命館大学）「日本アニメ産業の隆盛と深夜アニメ―『エヴァンゲリオン』か

ら『君の名は。』」 

  17:30 閉会 

  17:45 懇親会を開催（大学周辺） 

 

  お問い合わせ先 

   中道一心氏（同志社大学）knakamic@mail.doshisha.ac.jp 

●西部部会 

  2019 年 12 月 7 日（土） 13：45～16：20 

  九州大学伊都キャンパス イースト 2 号館 E-517 教室 

  

 報告プログラム 

  13:45 開会、諸連絡  

  14:00-15:00 第 1 報告：柳井雅人（北九州市立大学）「産業視点に基づく『地方消滅』論の検討」 

  15:00-15:20 休憩 

  15:20-16:20 第 2 報告：塩地洋（京都大学）「自動車産業における部品国産化ライフサイクル」 

  16:20 閉会 

  17 時より懇親会を開催 

 

   準備の都合上、可能であればご出席の方は懇親会のご出欠とあわせて、 

   堀井伸浩氏（horii@econ.kyushu-u.ac.jp）までご連絡ください。 

●第３回自動車産業研究部会（東部） 

  2019 年 11 月 2 日（土） 15：00～18：00 

  桜美林大学新宿キャンパス 創新館（本館）4 階 J401 教室 

   （エレベータホールから至近、なお、本館と南館の 2 棟しかありません） 

    （JR 大久保駅徒歩 6 分、新大久保駅徒歩 8 分、高田馬場駅徒歩 13 分） 

    キャンパス案内：https://www.obirin.ac.jp/access/shinjuku/   

 

 報告タイトルおよび報告者： 

  報告１：「歴史的に紐解く日本自動車産業の海外展開」  

                     上山邦雄（城西大学） 

  報告２：「持続可能な社会に向けて自動車はどう変わる」 

                  吉松昭夫（トヨタ自動車株式会社 東富士研究所 パワートレーンカンパニー パワートレーン先行

機能開発部 技範） 
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 参加費：無料 

 準備の都合上、ご出席の方は、上山邦雄氏（kami@blue.ocn.ne.jp）までご連絡ください。 

●自動車産業研究部会（中部）第 1 回研究会 

 2019 年 10 月 19 日（土） 13:30-17:00 

  立命館大学大阪いばらきキャンパス C 棟３階 C373 

 

 2019 年 8 月出版『中国地方の自動車産業：人口減少社会におけるグローバル企業と地域経済の共生を図る』 

 （晃洋書房，佐伯靖雄編著）の執筆者をご招待し，出版記念セッションとして開催致します。 

 

  （各報告 30 分・全体討論 30 分） 

 ◎第 1 報告 

  菊池 航（立教大学） 

  「中核企業（マツダ，三菱自）の競争力形成史」 

 ◎第 2 報告 

  畠山 俊宏（摂南大学） 

  「中核企業（マツダ，三菱自）の海外部品調達」 

 ◎第 3 報告 

  池内 美沙理（立命館大学・院生） 

  「独立系部品企業との取引関係：自動車タイヤの事例」 

 ◎第 4 報告 

  東 正志（京都文教大学） 

  「山陰企業の自動車部品事業への参画」 

 ◎第 5 報告 

  太田 志乃（名城大学） 

  「中国地方の自動車産業集積と地域金融機関」 

 

  終了後，近隣にて懇親会を予定しております。 

  お問い合わせ先： 

   yst07993@fc.ritsumei.ac.jp 佐伯靖雄氏（立命館大学） 

●イノベーション研究部会 

 2019 年 9 月 7 日（土） 13：00～17：50 

  大阪市北区大深町 4-20 グランフロント大阪タワーＡ（南館）１６階 1608 室 

  大阪商業大学・CURIO-CITY 

   アクセス：JR 東海道線・大阪駅から徒歩５分、阪神梅田駅から徒歩７分、阪急梅田駅から徒歩１３分。 

mailto:kami@blue.ocn.ne.jp


         グランフロント大阪タワーＡ（南館）は、JR 大阪駅中央改札口の北側のビル。 

         グランフロント南館２階のビジネスセンター・エレベーターで９階まで行き、 

         １８階まで用エレベーターに乗り換えて１６階に 

 

 報告プログラム 

  13:00-14:05 玉井敬人（九州産業大学）「アメリカ製造業地帯の衰退と地域革新性の関係分析」 

  14:05-15:10 八井田 収（大阪経済法科大学） 

           「米国・中国・台湾における 5G 半導体競争力の比較研究-地政学と技術・知識の観点から-」 

  15:10-15:20 休憩 

  15:20-16:25 三藤利雄（立命館大学 OIC 総合研究機構プロジェクト研究員） 

           「ディスラプションについて：”破壊的イノベーション”との関連で(仮)」 

  16:25-17:30 明石芳彦（大阪商業大学）「イノベーション概念再考」  

  17:30-17:50 参加者合同討論「産業活動とイノベーション」 

          （意見交換の論点項目は、当日、明石が提供します） 

  ＊ 各自の持ち時間 65 分（報告 45 分、討論 20 分） 

  18:10-20:00  懇親会(酒類だけの懇親会ではありません。ふるって、ご参加ください。） 

           会費 500 円(大学院生は無料)  

 

 開催担当者：明石芳彦氏（大阪商業大学） akashi@daishodai.ac.jp 

●第２回自動車産業研究部会（東部） 

  2019 年 7 月 23 日（火） 18：00～21：00 

  桜美林大学新宿キャンパス 創新館（本館）4 階 J401 教室 

   （エレベータホールから至近、なお、本館と南館の 2 棟しかありません） 

    （JR 大久保駅徒歩 6 分、新大久保駅徒歩 8 分、高田馬場駅徒歩 13 分） 

      ※今回はいつもと違う初めての会場ですので、ご注意下さい。 

    キャンパス案内：https://www.obirin.ac.jp/access/shinjuku/   

 

 報告タイトルおよび報告者： 

  報告１：「日本自動車産業の現状と最近のトピックス」  

                       田中正実（日本自動車工業会企画室長） 

  報告２：「CASE 革命～2030 年の次世代自動車の見通し」 

                   中西考樹（株式会社ナカニシ自動車産業リサーチ代表兼アナリスト） 

 

    参加費は無料です。 

https://www.obirin.ac.jp/access/shinjuku/


    準備の都合上、ご出席の方は、上山邦雄氏（kami@blue.ocn.ne.jp）までご連絡ください。 

 

●第１回自動車産業研究部会（東部） 

  2019 年 6 月 4 日（火） 18：00～21：00 

   立正大学品川キャンパス 11 号館８階 第６会議室 

    （JR 大崎駅または五反田駅から徒歩５分、東急池上線大崎広小路駅から徒歩 1 分） 

    キャンパス案内：

http://www.ris.ac.jp/introduction/outline_of_university/introduction/shinagawa_campus.html 

    交通案内：http://www.ris.ac.jp/access/shinagawa/index.html 

 

  報告タイトルおよび報告者： 

   書評会：野村俊郎・山本肇著『トヨタの新興国適応～創発による進化～』文眞堂、2018 年 

           評者   中山 健一郎（札幌大学） 

                小林 哲也（城西大学） 

           執筆者     野村 俊郎（鹿児島県立短期大学） 

   報告：「イギリス自動車産業のもう一つの顔―国際競争力―」    

                            松岡 憲司（龍谷大学） 

 

    参加費は無料です。 

    準備の都合上、ご出席の方は、上山邦雄氏（kami@blue.ocn.ne.jp）までご連絡ください。 

●2019 年度各部会は、以下の通り開催の予定です。 

部会 日時・場所 連絡先・発表申込締切 

東部 
 12 月 14 日（土） 14：00～17：00 

  立正大学品川キャンパス 11 号館８階 第６会議室 

苑志佳氏 （11 月 30 日） 

japan593271@yahoo.co.jp 

中部 
 12 月 7 日（土） 13：45～17：30 

  同志社大学今出川キャンパス扶桑館５Ｆ Ｆ513 教室 

中道一心氏 （11 月 17 日） 

knakamic@mail.doshisha.ac.jp 

西部 
 12 月 7 日（土） 13：45～16：20 

  九州大学伊都キャンパス イースト 2 号館 E-517 教室 

堀井伸浩氏 （11 月 17 日） 

horii@econ.kyushu-u.ac.jp 

自動車産業（東部） 

 第１回 6 月 4 日（火） 18：00～21：00 

  立正大学品川キャンパス 11 号館８階 第６会議室 

 第２回 7 月 23 日（火） 18：00～21：00 

  桜美林大学新宿キャンパス創新館（本館）4 階 J401 教室 

 第３回 11 月 2 日（土） 15：00～18：00 

上山邦雄氏 

kami@blue.ocn.ne.jp 
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  桜美林大学新宿キャンパス創新館（本館）4 階 J401 教室 

 第４回 １月 25 日（土） 15：00～18：00 

  立正大学品川キャンパス 11 号館５階 1151 教室 

自動車産業（中部） 

 第１回 10 月 19 日（土） 13:30～17:00 

  立命館大学大阪いばらきキャンパス C 棟 3 階 C373 

 第２回 1 月 11 日（土） 15:00～17:00 

  立命館大学大阪いばらきキャンパス B 棟 5F B515・516 

佐伯靖雄氏（随時） 

yst07993@fc.ritsumei.ac.jp 

イノベーション 

 9 月 7 日（土） 13：10～17：00 

  大阪市北区大深町 4-20  

  グランフロント大阪タワーＡ（南館）16 階 1608 室 

  大阪商業大学 CURIO-CITY 

明石芳彦氏 （8 月 27 日） 

akashi@daishodai.ac.jp 
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