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アジア研究教育拠点事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
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://www2.soec.nagoya-u.ac.jp/~asiancore/                      
 
３．採用年度 
 平成 ２０ 年度（ ２ 年度目） 
 
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・金井雄一 
 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 
 協力機関： 
 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・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 
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 経費負担区分：パターン１ 

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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
（１）研究協力体制の構築状況 

①Luan 教授（北京大：・交流相手国（中国）コーディネーター）および Niu 教授（天津大

学：協力研究機関）を名古屋大学客員教授としてそれぞれ 3 ヶ月間招聘し、共同研究を実

施した。Luan 教授は本事業のうち、特に「環境のマネジメント」について共同研究を実施

した。また、Niu 教授は、特に「モノづくりのマネジメント」について共同研究を実施した。

併せて、両教授は大学院科目・課題設定型ワークショップおよび課題設定型講義において

講義を担当し、院生が受講した。  

②「アジアにおける環境マネジメント」の研究テーマについて、共同研究を開始した。 

③平成 20 年 4 月に北京市において、第 1回合同研究打合せを実施し、モノづくりのマネジ

メントならびに環境のマネジメントについて、共同研究を開始した。その後の３回のセミ

ナーを通じて、共同研究を進めることができた。  
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（２）学術面の成果 

①平成 20 年 10 月に、北京市において、「環境のマネジメント」に関するセミナーを実施し

た。参加大学の院生・学生を含めた研究討論を実施し、研究・教育面だけでなく、学生間

の交流を深めることができた。 

②平成 20 年 12 月に、名古屋大学において、「東アジアにおけるモノづくりのマネジメント

と環境のマネジメント」に関するセミナーを実施した。 

③平成 21 年 3 月に、北京大学および北京理工大学（北京市）において、日本情報経営学会・

情報経営学会と中国の経営情報学会との共催による国際会議（APCIM 2009）を開催し、「東

アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント」分科会を開催した。 

④3 回のセミナーを通じて、計 99 編の研究論文を発表し、活発な討論を行うことができ、

次年度の研究へとつなげることができた。 

（３）若手研究者養成 

①経済学研究科の開講科目「課題設定型ワークショップ」として、２科目を開講し、特に

院生および学部修士 5年一貫教育対象学生に対して、講義ならびにセミナーを実施した。 

②大学院博士課程（後期課程）を修了間もない助教ならびに大学院研究生も上記の「課題

設定型ワークショップ」に参加し、研究成果を発表する機会を設定した。 

（４）社会貢献 

①名古屋大学で実施したセミナー（S-2）については、本学卒業生ならびに広く一般にも開

催を案内し、3日間でのべ 200 名を越える参加者があった。 

②本年度の 3 回のセミナーについて、講演論文集をウェブサイトからダウンロードできる

ように、国内だけでなく海外からもアクセスできるようにした。 

 

７．平成２１年度研究交流目標 

①共同研究・研究者交流について 

・わが国および交流相手国である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、や国務院発展センターなどの行政担当者と協同して、「低炭素経済の取り組みおよび国

際連携」について、共同研究を推進する。 

・わが国および中国の生産マネジメント、技術経営、などに関する研究者・実務家と協同

して、「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」に関する大学院対象の教材・テキス

トを開発する。そして、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。 

・「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「東アジアにおける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
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する。 

・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。平成 21 年度は、特に、天津大学との共同

研究を通じて、天津港と空港・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、提言を行うことを

目標とする。 

・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立ち上げ、推進する。 
・大地震などの自然災害により、企業の事業継続について、計画・管理の体制のあり方に

ついて、日中で協同して共同研究を遂行し、提言を行う。 

②国際学術シンポジウム・セミナー等の学術会合の開催について 

・平成 21 年度は、「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 3 回実施する。そして、日本語、中国語、英語による大学院レベルで世界水準の教

材を開発する。 
・「低炭素経済の取り組みおよび国際連携」に関するセミナーを実施する。それを踏まえて、

共同研究の研究成果をまとめて著書として刊行する。 
 
８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

・Luan 教授（北京大学環境学院）、Qi 教授（清華大学公共管理学院）はじめ、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、や国務院発展センターなどの行政担当者

と協同して、「低炭素経済の取り組みおよび国際連携」について、共同研究を推進する。そ

して、セミナーを通じて、共同研究の研究成果をまとめて著書として刊行する。 
・「低炭素経済の取り組みおよび国際連携」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「環境のマネジメント」で、院生、若手研究者

を対象として、研究成果を紹介する。 
・Qi 教授（天津大学管理学院）、Guo 教授（東北大学）、Yi 教授（重慶大学）をはじめ、中

国の生産マネジメント、技術経営、などに関する研究者と協同して、「東アジアにおける生

産と技術のマネジメント」に関する大学院対象の教材・テキストを開発する。本教材は、3
回のセミナーを通じて、内容のすりあわせを行い、日中英の 3 カ国語による刊行を予定し

ている。これは、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を目標としている。 
・「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「環境のマネジメント」で、院生、若手

研究者を対象として、研究成果を紹介する。 
・東アジアにおけるグローバルロジスティクスは、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。平成 21 年度は、特に、天津大学 Niu 教授との共
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同研究を通じて、天津港と空港・鉄道・陸上輸送の機能を調査・分析を推進する。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、提言を行うことを目標と

する。 
・今日の企業活動には、様々なリスクが存在し、系統だったアプローチの確立が求められ

ている。モノづくりと環境面に対して、リスクマネジメントならびに危機管理に関する研

究を、Kong 教授・Li 教授（北京理工大学）をはじめ、日中の専門家による共同研究を立ち

上げ、推進する。 
・2008 年の四川大地震によって、地域の交通・通信などのインフラへ重大な被害がもたら

され、生産・流通活動へ甚大な影響がもたらされた。また、大地震による環境破壊につい

ても、次第に影響の度合いが判明してきた。また、このような地震などの災害により、企

業の事業継続について、計画・管理の体制を日頃から整えておくことも必要である。これ

らの諸問題について、Hu 教授（西南交通大学・四川省成都市）のグループと協同して、共

同研究を遂行する。 
 

８－２ セミナー 

・平成 21 年 7 月に、広西大学（中国・広西省南寧市）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）を実施する。 
・平成 21 年 9 月に、中国・深圳市において、「低炭素経済の取り組みおよび国際連携」に

関するセミナー（S-2）を実施する。 
・平成 21 年 11 月に、名古屋大学において、「東アジアにおける技術と生産のマネジメント

（第２回）」に関するセミナー（S-3）を実施する。 
・平成 22 年２月に、海南大学（中国・海南省海口市）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 3 回）」に関するセミナー（S-4）を実施する。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

・平成 21 年 8 月に、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

ルにて視察を行う。 

・平成 21 年 11 月に、生産・流通における環境マネジメントについて、研究成果の発表と、

EU 域内の研究者との意見交換のために、オーストリア・ウィーン市で開催される DAAAM 国

際会議に参加する。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

モンゴル 

<人／人日> 

オーストリア

<人／人日> 

合計 

日本 

<人／人日> 
 64/296 1/10 1/8 66/314 

中国 

<人／人日> 
(11/33)    (11/33) 

合計 

<人／人日> 
(11/33) 64/296 1/10 1/8 

66/314 

(11/33) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

12／36<人／人日> 



 
 

7 
 

１０．平成２１年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 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 (天津エリアを中心

に) 

（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 

交流予定人数 

（※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> 

 4/20  4/20 

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

 4/20  
4/20 

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

「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・研究を実施する。2１年度は特に、生産・流通のためのグロー

バルロジスティクスのあり方に焦点を当てて実施する。特に、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

いて詳細に調査研究し、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、政策提言を行う。 

 

日本側参加者数  

10 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

４ 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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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）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 

交流予定人数 

（※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> 

 4/20  4/20 

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

 4/20  
4/20 

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

「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

同研究を実施する。21 年度は特に、製造業を取り巻くさまざまな企業リ

スクについて共同研究を実施する。共同研究による研究成果を論文とし

て発表する予定である。中国側は、北京理工大学・管理経済学院のほか

に、中国の政策担当責任者も交えて、官学共同研究を行う。また、生産

資源として鉄鉱石を取り上げ、モンゴル（第三国・研究者交流で派遣）

での採掘企業について、実地調査を行い、研究成果を論文にまとめる。

 

 

日本側参加者数  

10 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

4 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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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）震災後のロジスティクスと事業継続管理 

（英文）Logistics and BCM after the earthquake 

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 

Pei Hu, Southwest Jiaotong University, Professor 

交流予定人数 

（※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> 

 4/20  4/20 

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

 4/20  
4/20 

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

「震災後のロジスティクスと事業継続管理」の研究テーマについて、共

同研究を実施する。21 年度は特に、四川大地震後のロジスティクスをは

じめとするインフラ復興について調査・検討を行う。さらに、製造企業

を対象として、地震などの災害などに対応して、事業継続計画の策定な

らびに事業継続管理のあり方について、検討する。中国側は、西南交通

大学・経済管理学院を中心にして、中国の政策担当責任者も交えて、官

学共同研究を行う。そして、具体的な提案を行う。 
 

 

日本側参加者数  

10 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

5 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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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）低炭素経済 

（英文）Low Carbon Economy 
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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ 

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> 

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

日本 

<人／人日> 

 8/40  8/40 

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

 8/40  
8/40 

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

２１年は、「低炭素経済（Low Carbon Economy）」をテーマに、理論・

政策・産業という３方向から研究を進める。 

（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、

低炭素経済の新しい経済理論の提出、および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することを目的とする。 

（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い、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い、研究成果が環境技術のビジネス化や

環境産業の育成などの実現に活用しうることを目的とする。 

日本側参加者数  

23 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

35 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
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（第 1 回） 
（英文）JSPS Asian CORE Program 
Manufacturing and technology management in East Asia (No.1) 

開催時期 平成 21 年 7 月 1 日 ～ 平成 21 年 7 月 5 日（5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、広西省南寧市、広西大学 
（英文）Guangxi University, 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 
(※日本以外での開催の場合) 

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. 10/50
B. 
C. 

中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C.            11/55

合計 
<人／人日> 

A. 10/50
B. 
C. 11/55

 
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。） 
 



12 
 

 
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・実務家による研究成果を報告し、協力関係

を構築する。そして、東アジアを対象として、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を始める。 

期待される成果 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、イノベーションについて、理論と実践の両面

から検討を加える。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。セミナーの開催を通して、

研究成果を発表し、共同研究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。なお、セミナーの成果は、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

して活用する。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

入れた教育効果が期待できる。 

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する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費等        金額 966 千円 

（中国）側 内容 セミナー開催経費     金額 920 千円 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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 

低炭素経済の取り組みおよび国際連携 
（英文）JSPS Asian CORE Program 
Low Carbon Economy 

開催時期 平成 21 年 9 月 20 日 ～ 平成 21 年 9 月 23 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、深圳 
（英文）China, Shenzhen 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

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. 24/96
B. 
C. 

中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 35/140

 
合計 

<人／人日> 

A. 24/96

B. 

C. 35/140

 
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。） 
 
 



14 
 

セミナー開催の目的 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、日中の協力関係について、セミナーを開催

する。 

期待される成果 本セミナーでは、低炭素経済の取り組みおよび国際連携につい

て検討する。内容として、(1)低炭素経済の理論研究、(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、を予定している。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、ESCAP 負

担）、香港特別行政区長官、日中環境モデル都市の行政機関の責任

者など、約200人を交えて討議する。これにより、「低炭素経済（Low 
Carbon Economy）」をテーマに、理論・政策・産業という３方向

から研究を推進する。 
 

セミナーの運営組織 北京大学環境学院・Luan 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する。なお、主催は、名古屋

大学、北京大学、国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）、 
共催として、香港特別行政区、深圳市政府、オーストラリア国立

大学、国立環境研究所（日本）を予定している。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費等        金額 2,625 千円

（中国）側 内容 セミナー開催経費     金額 1,320 千円

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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 

東アジアにおける生産と技術のマネジメント（第２回） 
（英文）JSPS Asian CORE Program 
Manufacturing and technology management in East Asia (No.2) 

開催時期 平成 21 年 11 月 21 日 ～ 平成 21 年 11 月 23 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

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

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 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
 
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. 12/36
B. 
C. 62/186

中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C.          11/33

合計 
<人／人日> 

A. 12/36
B. 
C. 73/219

 
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・実務家による研究成果を報告する。そして、

東アジアを対象として、世界水準の研究成果を盛り込んだ大学院

レベルの教材を開発する。 

期待される成果 第 1 回セミナーに引き続き、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、イノベーション

について、理論と実践の両面から検討を加える。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する。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。

セミナーの開催を通して、研究成果を発表し、共同研究を推進す

ることにより、学術的価値の高い成果が期待できる。なお、セミ

ナーの成果は、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一部として実施する。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た教育効果が期待できる。 
 

セミナーの運営組織 太田 雅晴（大阪市立大学大学院経営学研究科・教授）が実行委

員長として実行委員会を組織して開催する。コーディネーターの

高桑宗右ヱ門が、セミナー会場の設営・準備を担当する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 セミナー開催経費     金額 1,500 千円

   国内旅費         金額 629 千円 

（中国）側 内容 派遣旅費         金額 1800 千円 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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 

東アジアにおける生産と技術のマネジメント（第３回） 
（英文）JSPS Asian CORE Program 
Manufacturing and technology management in East Asia (No.3) 

開催時期 平成 22 年 1 月 3 日 ～ 平成 22 年 1 月 7 日（5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、海南省海口市、海南大学 
（英文）Hainan University, 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 
(※日本以外での開催の場合) 

Guohua Fu, Hainan 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. 10/50
B. 
C. 

中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C.            11/55

合計 
<人／人日> 

A. 10/50
B. 
C. 11/55

 
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・実務家による研究成果をまとめる。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を完

行うための最終打合せを行う。 

期待される成果 第２回セミナーに引き続き、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、イノベーション

について、理論と実践の両面から検討を加える。なお、セミナー

の成果は、名古屋大学大学院経済学研究科における課題設定型ワ

ークショップの一部として活用する。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た教育効果が期待できる。 
 

セミナーの運営組織 海南大学管理学院・Fu 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する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費等        金額 966 千円  

（中国）側 内容 セミナー開催経費     金額 920 千円 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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> 

オーストリア

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 １／１０ １／８ ２／１８ 

 

<人／人日> 
    

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
    

②  国内での交流       ０人／０人日 

 

 

１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 939,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 7,020,000

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

0  

その他経費 1,500,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

351,000  

計 9,810,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 981,000
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 10,791,000  
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１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 966,000 8/40 

第２四半期 4,274,000 39/176  

第３四半期 3,604,000 21/84 

第４四半期 966,000 10/50 

合計 9,810,000 78/350 

 


