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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 名古屋大学大学院経済学研究科 
中 国 側 拠 点 機 関： 北京大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント                     

                   （交流分野： 経営学          ）  
（英文）： Manufacturing and Environmental Management in East Asia               

                   （交流分野： Management       ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/~asiancore/                        
 
 
３．開始年度 

平成 20 年度（3 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：名古屋大学大学院経済学研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 大学院経済学研究科・研究科長・多和田 眞 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 大学院経済学研究科・教授・高桑宗右ヱ門 
 事務組織：研究協力部研究支援課、文系事務部経理課 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Beijing University 

      （和文）北京大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）College of Environmental Science・

Professor・Luan Shengli 
協力機関：（英文）（和文）Tianjing University・天津大学 

Beijing Institute of Technology・北京理工大学 
Southwest Jiaotong University・西南交通大学 

 経費負担区分：パターン 1 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
① わが国と経済成長の著しい東アジアにおいて、製造企業におけるモノづくりを支える

ために、長年わが国において培われてきた経営管理システムについて、理論と実践の両面

から開発研究を推進する。そして、近年国際的な取組みが急務となっている地球温暖化に

対して、モノづくりの観点から、経済発展と環境改善のために、わが国が東アジア諸国に

対して、環境技術などのノウハウの移転などについて、その方法論を創出するために、北

京大学をはじめ天津大学・北京理工大学・西南交通大学（四川省成都市）などの中国の重

点大学と共同で研究を進める。それにより、若手研究者育成を図りつつ、日中を中心とし

てアジア諸国を組み込んだ形の当該研究教育の交流拠点を形成する。 
② わが国を代表するモノづくり・製造企業が集積する中部・東海地区において、名古屋

大学経済学研究科は特に中部産業界と連携して、日本経営管理標準や、トヨタ生産システ

ムなど、先端的な研究を推進してきた。本事業の相手国の拠点機関ならびに協力機関は、

いずれも日系企業が拠点として事業展開している地域を代表する研究機関である。共同で

研究教育を推進することにより、学術的価値の高い成果が期待できる。 
③ 相手国の拠点機関である北京大学・環境学院は、環境に関する研究においては中国を

代表する研究機関であり、中国政府に対する重要な政策提言を数多く行っている。環境問

題が深刻化している中国において、本事業の研究交流の成果は、重要な意義があり、多大

な貢献が期待できる。 
④ 経済学研究科では、経済学部生をはじめ、社会人、留学生、他学部学生などを対象と

して、博士課程において、研究成果の教育を実施することにしており、国際性のある研究

者、実務家の養成を遂行する。 
⑤ 本研究科ならびに中国側拠点機関ならびに協力機関との間で、テレビ電話会議システ

ムの活用などにより、迅速かつ効率的な共同研究が遂行できる体制を整え、日中産学官連

携コンソーシアムの構築を目指す。 
 
６．平成２２年度研究交流目標 
(1) 研究協力体制の構築状況 
・アジアを中心に幅広く国際研究体制を構築し、名古屋大学を「低炭素経済」の国際的研

究センターとして位置づけ、世界に向けて低炭素経済研究を定期的に発信する。 

・特に生産マネジメントに関して、最新の研究成果も取り入れ、参加大学における講義・

セミナーを通して、研究協力体制を増強して、次の教材開発を行う。  
(2) 学術面の成果 
・日中の産学協同チームによる世界水準の研究成果を紹介することで、東アジアにおける

モノづくりマネジメントの教育の質を高めることを目標としている。特に、日本企業なら

びに中国における日系企業を対象として経営管理への取組みや事例などについて取りまと

め、実務面へ応用できる理論構築を目指す。 

・東アジアにおけるグローバルロジスティクスについて、モノづくりおよび市場への供給

のための基盤として重要な役割を果たしている。天津大学との共同研究を通じて、天津港
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と空港・鉄道・陸上輸送の機能を調査・分析を推進する。そして、日本および中国におけ

るグローバルロジスティクスのあり方について提言を行う。 

・モノづくりと環境面に関して、リスクマネジメントならびに危機管理に関する研究につ

いて、日中の専門家による共同研究を推進する。そのために、企業の実地調査・ヒヤリン

グを行う。 
・「低炭素」をキーワードに研究を進め、「低炭素の経済学」、「低炭素のモノづくり」の新

しい学問を創出する。 
(3) 若手研究者養成 
・「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」および「低炭素経済の取り組みおよび国

際連携」について、名古屋大学大学院経済学研究科の開講科目である課題設定型ワークシ

ョップ「生産と技術のマネジメント」（担当：高桑宗右ヱ門教授）および「資源・環境・経

済成長」（担当：薛 進軍教授）の 2科目を開講する。それを通じて、本プロジェクトの研

究成果を紹介し、さらに院生、若手研究者による研究報告の場を設定する。 

・環境マネジメントに関しては、北京大学、清華大学、対外経済貿易大学、中国社会科学

院、陝西師範大学と連携し、『低炭素の経済学』、『低炭素のモノづくり』のテキスト教材を

作成し、博士課程・前期および後期課程の院生に定期的に高度な内容の講義を受講させる

ことで、この分野の人材を育成する。 

・モノづくりマネジメントに関しては、「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」に

関するセミナーを日中で計 2 回実施する。そして、平成 22 年度は、本シリーズの 2 番目と

なる『東アジアにおける生産マネジメント』のテキスト教材を日本語、中国語、英語の 3
言語で開発する。 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

・交流相手国である中国（北京大学・清華大学・天津大学・西南交通大学など）をはじめ、

オーストラリア（オーストラリア国立大学）、ドイツ（パダボーン大学）、韓国（忠南大学

校）、シンガポール（南洋理工大学）、アメリカ（Levy 経済研究所）ならびに国内の京都大

学・北海道大学などを中心とする国際的研究ネットワークを構築することができた。環境

問題とりわけ「低炭素経済」を中心とする研究を進めており、国際的な影響を与えてきた。

これまでの活動を通して、次第に参加メンバーが増え、中国以外のアジア各国の大学から

もセミナーなどへの参加があり、現在ではアジアにおける大学間コンソーシアムを形成し

ており、国際的研究ネットワークを形成することができた。 
・平成 22 年 3 月に、対外経済貿易大学と名古屋大学が共同で、北京市内の同大学キャンパ

ス内に、当該分野では世界初の「国際低炭素経済研究所」（薛進軍教授・同研究所の創立者

兼学術委員会委員長）を北京市に設立した。これは気候変動を中心とした環境対策の一環

として設立したもので、日中の政府関係者も研究員として招聘し、低炭素経済の理論・政

策研究をするとともに各国政府および国際機関に政策提案を行ってきた。この研究所は本

事業を推進していくうえでの中国における拠点と位置付けている。 
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７－２ 学術面の成果 

・本事業のテーマに関する特に新しい経済理論やマネジメント理論を創出することができ

た。これまでのセミナーを通じて発表された膨大な研究成果を次の 2 冊の著書としてまと

め、英語、日本語、中国語版の 3 言語で原稿が完成した。 
(1) 『低炭素の経済学』（日）、『低炭発展経済学』（中）、『Development Economics of 

Low-carbon』（英）  
(2) 『東アジアにおける生産と技術のマネジメント』（日）、『东亚地区的生产与技术管理』

（中）、『Management of Manufacturing and Technology in East Asia』（英） 
・ハイレベルの国際会議を主催し、研究の成果を世界に発信してきた。平成 22 年 5 月、上

海で复旦大学と共同で「低炭素と新エネルギー」、そして引き続き 6 月に、西安で陝西師範

大学と共同で「低炭素の西部開発」についてセミナーを開催し、中国政府が検討中の第 2
ランドの西部開発戦略に対して「低炭素の西部開発」という理念を提案した。そして、国

連・中国政府・日本政府および各国の大学と連携し、低炭素社会のあり方等について積極

的に発信しており、本研究交流の研究成果は中国・日本などの国の経済・環境政策に影響

を与えてきた。 
・東アジアにおけるモノづくりを支える技術と生産に関して、本事業の参加者による報告

および討議を通して、「モノづくりと環境のマネジメント」として世界水準のオリジナルな

研究成果をまとめており、日本情報経営学会誌の特集号（特集「モノづくりと環境のマネ

ジメント」）を刊行し、さらに著書として刊行するために原稿をまとめている。 
・モノづくりおよび市場への供給のための基盤としての東アジアにおけるグローバルロジ

スティクスについて、天津大学との共同研究を通じて、名古屋港および天津港の輸送機能

について調査・分析を行った。特に港湾およびコンテナヤードのシミュレーションモデル

を構築し、リアルタイムのトラッキングデータを活用したコンテナハンドリングオペレー

ションの分析結果をまとめた研究論文が重要なシミュレーション国際会議（Winter 

Simulation Conference 2011）において採択された。さらに続報も発表する予定である。 

・モノづくりと環境に関して、リスクマネジメントならびに危機管理に関する研究につい

て、中国・山東省の石炭鉱山、モンゴルの石炭、鉄鉱石などの鉱山の実地調査・ヒヤリン

グを行い、石炭鉱山オペレーションに関して研究論文として投稿した。また、事業継続計

画に関して、国際学術雑誌に論文が掲載された。 
 

７－３ 若手研究者養成 

・セミナーについては、助教や講師などの若手教員、そして大学院生、研究生も研究発表

を行い、併せて講演を聴講することで、国際性のある研究者養成の一端を担うべく工夫を

して実施している。本事業のセミナーや共同研究に参加させることにより、学位取得など

若手研究者養成に向けた支援を行ってきた。そのうち 1 名の博士学位論文は、amazon.com
から単著として平成 22 年 6 月に刊行された。 
・名古屋大学で実施したセミナーでは、大学院経済学研究科の課題設定型ワークショップ
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として「生産と技術のマネジメント」（担当：高桑宗右ヱ門教授）および「資源・環境・経

済成長」（担当：薛 進軍教授）の 2科目の授業の一部としても実施した。日本人学生と社

会人・留学生、他研究科の学生を含めた受講者がセミナーを聴講しており、本事業で展開

されている最新の研究成果を基に作成した教材なども活用して、教育面にも役立てている。 
 

７－４ 社会貢献 

・セミナーの開催にあたっては、本学卒業生ならびに学内を含めて広く一般にも案内した。

そして、セミナー講演の聴講だけでなく、討議にも参加していただくことができた。 

・セミナーのプログラムおよび概要については、引き続き国内外から最新情報をウェブサ

イトからアクセスできるようにした。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

・本事業は 3 年目が終了し、これまで実施してきた研究成果がかなり蓄積されてきたので、

著書の刊行を通して引き続き体系化していくことを最重点課題と位置付けている。併せて、

共同研究などの研究成果を、国際的な学術雑誌や国際会議などに研究論文として発表して

いくことにしている。 
・交流相手国である中国以外に、韓国、モンゴル、シンガポール、マレーシアなどのアジ

ア諸国、さらには EU や米国の研究者も、本事業に強い関心を示している。セミナーへの

参加の案内や、本事業の研究成果の紹介などをより積極的に行うことにしている。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数    ７３本 

   うち、相手国参加研究者との共著   １本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  １３本 

 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

・「アジアにおける低炭素の経済発展」（R-1）では、中国の環境マネジメントの研究者、な

らびに国家環境総局、国務院発展センターなどの行政担当者と協同して、『低炭素の経済学』

の著書の出版と、「低炭素のモノづくり」の実施ならびに低炭素経済都市づくりの実施につ

いて、共同研究を推進した。そして、セミナー・共同研究を通じて、共同研究の研究成果

をまとめて著書として刊行した。 
・「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」（R-2）では、日中における企業の取組み

に関する分析・紹介や最新の研究成果も取り入れ、著書として刊行するために、その内容

のすりあわせを行った。研究者チームによる世界水準の研究成果を紹介することで、東ア

ジアにおけるモノづくりマネジメントの教育の質を高めることに役立てている。『東アジア

における生産と技術のマネジメント』については、名古屋大学大学院経済学研究科の開講

科目である課題設定型ワークショップ「生産と技術のマネジメント」で、院生、若手研究
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者を対象として、研究成果を紹介した。 
・「モノづくりにおけるリスクマネジメント」（R-3）では、企業活動における様々なリスク

に対して、系統だったアプローチの体系化を進めている。特に、炭鉱などの鉱山に関する

安全管理・各種計画など、モノづくりと環境面に関するリスクマネジメントならびに危機

管理の共同研究を、北京理工大学・Li 教授他と実施した。研究成果の一部を論文としてま

とめ、投稿中である。 
・「東アジアにおけるグローバルロジスティクス」（R-4）では、特に、天津大学 Niu 教授と

の共同研究を通じて、港港と空港・鉄道・陸上輸送の機能を調査・分析を推進した。日本

および中国におけるグローバルロジスティクスのあり方について、提言をまとめている。

港湾オペレーションに関しては、研究論文としてまとめ、投稿中である。 
 

８－２ セミナー 

・平成 22 年 5 月に、南開大学（中国・天津市）において、「東アジアにおける技術と生 
産のマネジメント（第 1 回）」に関するセミナー（S-1）を実施した。 
・平成 22 年 5-6 月に、中国上海市の復旦大学・上海市人民政府と連携し、続いて西安市の

陝西師範大学・陝西省人民政府と連携し、「アジアにおける低炭素の経済発展」に関するセ

ミナー（S-2）を実施した。 
・平成 22 年 10 月に、名古屋大学において、「低炭素社会の構築 -環境のマネジメントと

国際協調のあり方-」に関するセミナー（S-3）を実施した。 
・平成 22 年 12 月に、シンガポール南洋理工大学において、「アジアにおける低炭素のモノ

づくり (2)」に関するセミナー（S-4）を実施した。シンガポールでセミナーを実施するこ

とで、日中以外からも幅広く各国の第一線の参加者を集め、その研究成果については、

Singapore Economics Review の特集号へ論文投稿の準備をしている。 
・平成 23 年 1 月に、名古屋大学において、「モノづくりと環境のマネジメント」に関する

セミナー（S-5）を実施した。本セミナーの参加者による報告および討議を基に、「モノづ

くりと環境のマネジメント」として世界水準のオリジナルな研究成果をまとめて、日本情

報経営学会誌の特集号を刊行する。併せて、内容を拡充して、著書として刊行するために

原稿をまとめている。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

・平成 22 年 8 月に、前年度の調査を踏まえて、モノづくりの原材料である鉄鉱石の採取現

場の調査のために、モンゴルにて現地調査とヒヤリングを行った。 
・平成 22 年 12 月に、生産・流通マネジメントおよび安全管理について、研究成果の発表

と、海外の研究者との意見交換のために、米国ボルティモア市で開催された Winter 
Simulation Conference 国際会議に参加し、本事業による研究成果について論文講演を行っ

た。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣

先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人日>

モンゴル 

<人／人日

> 

アメリカ 

<人／人日

> 

合計 

日本 

<人／人日> 

実 施 計

画 

 71/442 11/55 1/10 1/7 84/514 

実績 31/193(1/6) 4/16 1/8 3/24 39/241(1/6) 

中国 

<人／人日> 

実 施 計

画 

(52/233)  (27/135)   (79/368) 

実績 (11/44) (3/12)   (14/56) 

合計 
<人／人日> 

実 施 計

画 
 

(52/233) 
71/442 11/55 

(27/135) 
1/10 1/7 84/514 

(79/368) 
実績 (11/44) 31/193(1/6) 4/16(3/12) 1/8 3/24 

39/241(15/62)

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   23／109 <人／人日>    19／29  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

 

整理番号 R-1 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 23 年度 
研究課題名 （和文）アジアにおける低炭素の経済発展 

（英文）Toward to Low-carbon Economic Development in Asia 
日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）薛 進軍・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 

（英文）Xue Jinjun, Nagoya University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Luan Shengji, Beijing University, Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  8/40  8/40 
実績 2/20  2/20 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  8/40  8/40 
実績  2/20  2/20 

② 国内での交流       3 人／7人日 

２２年度の研

究交流活動 

「アジアにおける低炭素の経済発展」をテーマに、理論・政策・産業と

いう 3 方向から研究を進めた。 
(1) 理論の研究：既存の環境・資源経済学における理論研究を基づき、「低

炭素の経済学」という新しい経済理論を提案し、低炭素社会システムのあ

り方についての理論モデルを構築した。また、人材育成の視点からこれを

基に『低炭素の経済学』のテキスト教材を完成させた。 
(2) 政策の研究：低炭素経済構築のための具体的な政策のあり方を検討す

るために、上記の理論研究を踏まえた実証研究を行った。これは関連諸国

の政府に実際の政策提言に役立てることを目的とする。 
(3) 産業と環境マネジメントの研究：産業分野のグリーン化(低炭素化)を進

めるための実証的研究を行った。研究成果が環境技術のビジネス化や環産

業の育成などの実現に活用しうることを目的とする。中国にて低炭素経済
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都市づくりを視察した。      

研究交流活動

成果 

・英文学術専門誌に研究論文を投稿した。 
・低炭素の経済学の新しい学問を創出することができた。 
・『低炭素の経済学』のテキスト教材を完成させた。 
・特に中国においては、新聞・テレビに活動が取り上げられ、政府の発展

戦略・政策にも反映させることができた。 

日本側参加者数  

25 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

27 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）東アジアにおける生産と技術のマネジメント 

（英文）Management of Manufacturing and Technology in East Asia 
日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）高桑宗右ヱ門・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 

（英文）Soemon Takakuwa, Nagoya University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Ershi Qi, Tianjin University, Professor 
 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/20  4/20 
実績 5/33  5/33 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  4/20  4/20 
実績  5/33  5/33 

② 国内での交流       2 人／2人日 

２２年度の研

究交流活動 

東アジアにおける生産と技術のマネジメントにおいて、日本企業および

日系企業（中国）による日本型生産マネジメント、特にトヨタ生産方式、

などについて調査・検討し、研究成果にまとめた。研究打合せには、IP 電

話なども活用して、連絡を緊密にして行った。 

研究交流活動

成果 

「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」のうち、企業の経営管理

事例について、研究論文や著書としてとりまとめることができたので、教

材としての活用が期待できる。 

日本側参加者数  

34 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

29 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）モノづくりにおけるリスクマネジメント 

（英文）Risk management in Manufacturing 
日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）高桑宗右ヱ門・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 

（英文）Soemon Takakuwa, Nagoya University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Zhaojun Kong, Beijing Institute of Technology, Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/20  4/20 
実績 3/27  3/27 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  4/20  4/20 
実績  3/27  3/27 

② 国内での交流       1 人／1人日 

２２年度の研

究交流活動 

「モノづくりにおけるリスクマネジメント」の研究テーマについて、共同

研究を実施した。特に、中国やモンゴルにおける石炭・鉄鉱石採掘プラン

トなどの現地調査を含めて、製造業を取り巻くさまざまな企業リスクなら

びに安全管理について共同研究を実施した。 

研究交流活動

成果 

「事業に関する安全管理」について、中国での鉱山・炭鉱の採掘企業につ

いて、実地調査を行った。研究成果を論文として投稿し、国際学術雑誌に

掲載された。また、モンゴルでの鉱山に関する調査を踏まえた研究成果を

研究論文にまとめ、重要なシミュレーション国際会議（Winter Simulation 

Conference 2011）において採択された。 

日本側参加者数  

5 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

8 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 22 年度 
研究課題名 （和文）東アジアにおけるグローバルロジスティクス 

（英文）Global logistics in East Asia 
日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）高桑宗右ヱ門・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 

（英文）Soemon Takakuwa, Nagoya University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Zanwen Niu, Tianjin University, Professor 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/20  4/20 
実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  4/20  4/20 
実績  0/0  0/0 

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

「東アジアにおけるグローバルロジスティクス」の研究テーマについて、

共同調査・研究を実施した。特に、セミナー（S-1）開催時に併せて、中国・

天津を中心とした港湾・空港・陸上運輸の総合的な国際物流システムにつ

いて詳細に調査し、シミュレーション分析などの研究を実施した。本研究

においても、研究打合せには IP 電話なども活用して、連絡を緊密にして実

施した。 

研究交流活動

成果 

特に港湾オペレーションに関して、データ収集を行い、研究論文として

投稿中である。さらに、わが国を含めた東アジアのグローバルロジスティ

クスについて、研究論文にまとめており、政策提言を行う予定である。 

日本側参加者数  

4 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

6 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業  

東アジアにおける生産と技術のマネジメント (1) 
（英文）JSPS Asian CORE Program, Manufacturing and  

Technology Management in East Asia (Part 1) 
開催時期 平成 22 年 5 月 5 日 ～ 平成 22 年 5 月 8 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、天津市、南開大学 
（英文）Nankai University, Tianjin, China  

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）高桑宗右ヱ門・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 
（英文）Soemon Takakuwa, Nagoya University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Ershi Qi, Tianjin University, Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中国 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 11／54
B. 0
C. 0

 
中国 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. 19／114

 
合計 

<人／人日> 

A. 11／54
B. 0
C. 19／114

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 東アジアにおける生産と技術のマネジメントに関して、特に日中の

先端的な研究者・実務家によるこれまでの研究成果を総括し、協力

関係を構築する。特に生産マネジメントの観点から、モノづくりと

環境のマネジメントについて、『東アジアにおける生産マネジメン

ト』の教材開発に関する最終調整を行う。 

セミナーの成果 本セミナーでは、特に生産マネジメントに関して、理論と実践の

両面から検討を加え、研究成果を、「東アジアにおける生産と技術

のマネジメント」の書名で、大学院レベル教材として日・中・英の

3言語で作成した。執筆者であるセミナー参加者が一堂に会して、

研究成果を発表し、内容について討論することで、共同研究を推進

することにより、学術的価値の高い成果物を完成することができ

た。なお、セミナーには、南開大学泰達学院の教職員、院生などが

授業の一部として討論にも加わり、教材開発の参考になった。セミ

ナーの成果について、名古屋大学大学院経済学研究科における課題

設定型ワークショップの教材として活用できた。同ワークショップ

には、大学院生、PD 研究員も参加させることにしており、最先端

の産官学協同の研究成果を取り入れることができた。  
セミナーの運営組織 天津大学管理学院・Qi 教授（相手国側開催責任者）を実行委員長

として実行委員会を組織して開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費等        金額 1,665 千円 
                                
                 

中国側 内容 セミナー開催経費     金額 920 千円 
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 アジアにおけ

る低炭素の経済発展 
（英文）JSPS Asian CORE Program,  

Toward to Low-carbon Economic Development in Asia 
開催時期 平成 22 年 5 月 29 日 ～ 平成 22 年 6 月 3 日（6 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、復旦大学（上海）・陝西師範大学（西安） 
（英文）Shaanxi Normal University, Xi’an, China 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）薛 進軍・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 
（英文）Xue Jinjun, Nagoya University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Luan Shengji, Beijing University, Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中国 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 10／59
B. 
C. 1／6

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 21／168

 
合計 

<人／人日> 

A. 10／59
B. 
C. 22／174

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 世界最高水準の研究者、政府関係者を集め、上海万博の開催中に

低炭素経済の最新研究結果を世界に発信する。併せて、多くの国の

研究者と交流する。東アジアにおける環境のマネジメントに関し

て、低炭素経済への取り組みに対して、議論を深めることを目的と

する。 

セミナーの成果 低炭素経済の取り組みおよび国際連携について検討した。内容

は、(1)低炭素経済の理研究、(2)低炭素経済の政策、(3)低炭素都市

の経験、(4)低炭素経済のための各国の取り組みおよび国際連携、

について講演ならびに討議を行った。これらの諸問題について、本

プロジェクトの研究者、世界的著名な環境問題の専門家、アジア太

平洋諸国政府の環境政策責任者（約 50 ヶ国、国連アジア太平洋経

済社会委員会（略称 ESCAP）負担）、日中環境モデル都市の行政

機関の責任者などを交えて討議した。これらを通して研究者のネッ

トワークを形成することができた。そして、理論・政策・産業とい

う３方向からの研究成果をまとめ、『低炭素の経済学』（日）、『低炭

発展経済学』（中）、『Development Economics of Low-carbon』（英）

の 3 言語でそれぞれ刊行する予定である。政策に反映させるよう提

言することで、低炭素経済の概念の普及を目指すことができる。 
 

 
セミナーの運営組織 薛進軍教授（名古屋大学）北京大学環境学院・Luan 教授（相手国

側開催責任者）を代表とする実行委員会を組織して開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費等        金額 1,771 千円 
 

                 
中国側 内容 セミナー開催経費     金額 920 千円 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業  

 低炭素社会の構築 -環境のマネジメントと国際協調のあり方- 
（英文）JSPS Asian CORE Program,  
Building a Low-Carbon Society: Environment Management and 
International Cooperation 

開催時期 平成 22 年 10 月 17 日 （1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、名古屋、名古屋大学 
（英文）Nagoya University, Nagoya, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）荒山裕行・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 
（英文）Yuko Arayama, Nagoya University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 5／9
B. 
C. 5／5

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 3／12

 
合計 

<人／人日> 

A. 5／9
B. 
C. 8／17

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 日本と中国両国からの温暖化対策ならびに低炭素経済の研究者・政

策担当者を広く招き、今年の COP16 での国際交渉を前に日中両国

における取り組みの現状と今後の対策の在り方について、講演およ

び討論を行うことを目的とする。 

セミナーの成果 低炭素社会の構築および低炭素の経済発展のためには、日中の協

力は不可欠であり、本セミナーにおいて日中の相互理解を深めるこ

とができた。さらに、日中間の低炭素対策における国際協調体制確

立に向けた現状と課題について広く議論した。併せて、今後の教材

開発について意見交換した。セミナーを通して日中の研究者・政府

関係者の交流を深め、より緊密な学術的政策的連携の可能性を確認

できた。 
 

セミナーの運営組織 荒山裕行教授（名古屋大学）を実行委員長として実行委員会を組

織して開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 セミナー開催経費       金額 800 千円 
   国内旅費           金額 200 千円 

 
                   

中国側 内容 派遣旅費           金額 600 千円 
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整理番号 S－4 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 アジアにおけ

る低炭素社会とモノづくり 
（英文）JSPS Asian CORE Program,  

Low-carbon Economy and Manufacturing in Asia 
開催時期 平成 22 年 12 月 21 日 ～ 平成 22 年 12 月 22 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）シンガポール南洋理工大学 
（英文）Singapore Nanyang Technological University (NTU) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）薛 進軍・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 
（英文）Xue Jinjun, Nagoya University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Zhao  Zhongxiu 、  University of International Business and 

Economics ・Professor（開催校 Ho Kong Weng, Singapore Nanyang 

Technological University・Associate Professor） 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ シンガポール ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 4／16
B. 
C. 

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 3／12

 
合計 

<人／人日> 

A. 4／16
B. 
C. 3／12

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 セミナー（S-3）に引き続き、東アジアにおけるモノづくりと環

境のマネジメントに関して、セミナーを開催する。低炭素経済への

取り組みに対して、日中の協力関係について討議し、シンガポール、

インド、タイ、韓国、インドネシア、中国などのアジアの大学との

連携を深めることを目指す。特に以下の目的が挙げられる。 
(1)シンガポールはアジアの経済奇跡として注目されているが、近

年低炭素経済の発展も進んでおり、その経験をアジアに生かした

い。(2)アジアの一員として、本プログラムの共同研究を進めたい。

(3)本セミナーの参加者の研究成果を南洋理工大が編集している

Singapore Economic Review の特集論文として発表する。このこ

とは、研究者にとって大きな意義がある。(4)開催地の地理的な理

由から、インドネシア、タイ、マレーシア、インド、韓国などの国

からも参加しやすく、より多くの国の研究者が参加できる。 
セミナーの成果 (1)低炭素社会づくりは国際的協力が必要である。今回のセミナー

を通して「低炭素アジア」の理念を共通認識とし、アジアにおける

低炭素のモノづくりの方策を実現していくことで合意できた。(2)

アジアの研究者ネットワークをさらに拡大するため、今後、シンガ

ポールからの研究者なども本プログラムに参加できるようにする

ことについて合意した。さらに、マレーシアとも連携することで合

意した。(3)Singapore Economic Review は評価の高い学術雑誌で

あり、本プログラムの研究者による研究成果を特集として発表する

ことにより、研究成果をより広く世界に発信することが期待でき、

本プログラムの国際的影響力をいっそう高めることができる。 
セミナーの運営組織 名古屋大学大学院経済学研究科・薛進軍教授、南洋理工大学経済

学部長・Euston Quah 教授、Ho Kong Weng 教授、対外経済貿易

大学・教授 Zhao Zhongxiu（相手国側開催責任者）による実行委

員会を組織して開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 セミナー開催経費     金額 300 千円 
   外国旅費等        金額 800 千円 
                 

中国側 内容 セミナー開催経費     金額 300 千円 
   派遣旅費         金額 600 千円 
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整理番号 S－5 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業  

モノづくりと環境のマネジメント 
（英文）JSPS Asian CORE Program, Manufacturing 

 and Environmental Management  
開催時期 平成 23 年 1 月 29 日 ～ 平成 23 年 1 月 30 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、名古屋、名古屋大学 
（英文）Nagoya University, Nagoya, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）高桑宗右ヱ門・名古屋大学大学院経済学研究科・教授 
（英文）Soemon Takakuwa, Nagoya University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 5／5
B. 
C. 16／32

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 8／32

 
合計 

<人／人日> 

A. 5／5
B. 
C. 24／64

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 東アジアにおけるモノづくり（生産）と環境のマネジメントに関

して、特に日中韓の先端的な研究者・実務家による研究成果を紹介

してまとめる。わが国が世界に向けて提案している環境マネジメン

トシステムおよび環境経営の取組みに関して講演と討議を行う。そ

して、東アジアを対象として、日本語、中国語、英語の 3 ヶ国語に

よる世界水準の研究成果を盛り込んだ大学院レベルの教材の開発

のための最終打合せを行い、平成 22 年度中の原稿完成を目指す。

さらにわが国における産業界ならびにグローバルな企業活動を展

開している製造企業のモノづくりと環境マネジメントへの優れた

取組みを紹介し、世界に向けて発信する。 
セミナーの成果 グローバルな環境問題への取組みや低炭素社会の構築および低

炭素の経済発展に向けて、わが国がリードしている産業界や個々の

企業の取組みについて、集中して議論を行った。特に、東アジアへ

向けて発信するために、本セミナーにおける講演内容を著書として

まとめることにした。併せて、日本情報経営学会誌（Vol.31、No.4）
に特集「モノづくりと環境のマネジメント」を組み、研究論文とし

て収録することを決定した。そして、韓国の参加者から韓国・

Daejeon 市におけるセミナー開催の要請を受け、平成 23 年 10 月

に、日中に韓国を含めた研究者、業界、行政による国際協調体制確

立に向けた現状と課題について広く議論することを決定した。さら

に、東アジアにおいて、わが国の環境マネジメントの取組みを紹介

することを通して、交流を深めつつ、産学官による学術的かつ政策

的連携が出来ることを確認できた。 
 

セミナーの運営組織 コーディネーターの高桑宗右ヱ門教授が、実施責任者としてセミ

ナー会場の設営・準備を含めて担当した。國部克彦教授（神戸大学）、

小田切力氏（日本産業洗浄協議会事務局長）、がオーガナイザとし

てプログラム作成に加わり、太田雅晴教授（大阪市立大学大学院経

営学研究科）がセミナー進行を担当した。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 セミナー開催経費     金額 500 千円 
   国内旅費         金額 250 千円 

 
                  

中国側 内容 派遣旅費         金額 1300 千円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 
<人／人日> 

モンゴル 
<人／人日>

アメリカ 
<人／人日>

計 
<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/10 1/7 2/17 
実績 1/8 3/24 4/32 

合計 

<人／人日> 

実施計画  1/10 1/7 2/17 
実績  1/8 3/24 4/32 

②  国内での交流       3 人／5人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

経済学研究科   
・教授 
高桑宗右ヱ門 

モンゴル 平成 22 年 8
月 16 日～

23 日 

鉄鉱石採掘企業の調査 

経済学研究科   
・教授 
高桑宗右ヱ門 

アメリカ合

衆国 
平成 22 年

12 月 4 日～

11 日 

2010 Winter Simulation Conference に

参加 

経済学研究科   
・助教 
劉妍 

アメリカ合

衆国 
平成 22 年

12 月 4 日～

11 日 

2010 Winter Simulation Conference に

参加 

名古屋学院大学

商学部・准教授 
三輪冠奈 

アメリカ合

衆国 
平成 22 年

12 月 4 日～

11 日 

2010 Winter Simulation Conference に

参加 

経済学研究科   
・教授 
高桑宗右ヱ門 

東京都港区 
(財)石炭エネ

ルギーセン

ター 

平成 22 年 8
月 2 日～3
日 

炭鉱資料の調査 

経済学研究科   
・教授 
薛 進軍 

東京都 
科学技術振

興機構、日本

財団、日本経

済団体連合

会 

平成 22 年 9
月 17 日～

18 日 

セミナー（S3）他の打合せ 

経済学研究科   
・教授 

東京都 
環境省、日本

平成 22 年 9
月 27 日 

セミナー（S3）他の打合せ 
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薛 進軍 評論社、日本

経済新報社 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 852,460  

外国旅費 7,273,595 消費税対象額 
:7,273,595 円 

謝金 473,931 消費税対象額 
: 295,831 円 

備品・消耗品購入費 335,310  

その他経費 964,439 消費税対象額 
: 445,875 円 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

400,765  

計 10,300,500  

委託手数料 1,030,050 

合  計 11,330,550 

 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 4,878,555 26/140 

第２四半期 1,124,547 8/49 

第３四半期 3,461,399 19/76 

第４四半期 835,999 5/5 

計 10,300,500 58/270 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 4,640,000 
[単位：元] 

 372,555.53 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


