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アジア研究教育拠点事業 
平成２３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（  4 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 

 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 

（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）Tianjing University、Beijing Institute of Technology、 

Southwest Jiaotong University 

（和文）天津大学、北京理工大学、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２３年度研究交流目標 

①研究協力体制の構築 

これまで過去 3 年間形成してきた国際的研究ネットワークをさらに拡充することを目指

す。海外においては、相手国である中国（北京大学・清華大学・天津大学など）だけでな

く、オーストラリア（オーストラリア国立大学）、韓国（忠南大学校、梨花女子大学校）、

シンガポール（南洋理工大学）、モンゴル国立大学（モンゴル）などの研究者も本事業のセ

ミナーに参加しており、昨年度のシンガポールに続き平成 23 年度は韓国でセミナーを実施

する予定である。交流相手国の中国だけでなく、東アジア諸国の研究機関の研究者もセミ

ナーなどに参加することで、アジアの研究教育拠点となる国際的ネットワークの構築をさ

らに推進していく。また、国内では、これまでの京都大学、北海道大学、神戸大学、大阪

市立大学などに加えて、さらに国際的研究ネットワークを拡充する。そして、産学官の連

携により、モノづくりと環境マネジメント、低炭素経済について協働して研究を進める。 
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②学術的観点 

平成 22 年 3 月、気候変動を中心とした環境対策の一環として、対外経済貿易大学と名古

屋大学は共同で、北京市内の同大学キャンパス内に設置した「国際低炭素経済研究所」に

おいて、平成 23 年度も引き続き、国際的に著名な研究者や政府関係者を研究員として招聘

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

うことにしている。 

本事業のテーマである「モノづくりと環境のマネジメント」は、経済学、経営学、会計

学、工学、環境学による学際的な研究領域であり、新しく体系化することを目指す。日本

経団連のアクションプランや業界・企業の取組み、そしてわが国発の ISO 国際標準として

採用予定のマテリアルコスト会計、中小企業向けの優れた環境マネジメントシステムであ

るエコアクション 21 など、国際的にも主導的な役割を果たしている取組みについて日本語

および英語で研究論文や本の形で発表していく予定である。 

さらに、環境マネジメントをモノづくり（生産）との関連において検討するためには、資

源採集から生産、流通に至るロジスティクスについても、検討しておく必要がある。併せ

て、関連するオペレーションについて、リスクマネジメントについても引き続き共同研究・

交流を推進する。特にアジアワイドのモノづくりを取り巻く環境を含めた諸問題を検討し、

研究成果をまとめていくためには、日中だけでなく、モンゴル、韓国、ベトナムなど、東

アジアを対象として研究交流を推進する必要があるので、本年度開催予定のセミナーへの

参加を促すなどして、引き続き交流を深めていく。特に、モノづくりの基盤となる重要な

原材料である銅鉱石、鉄鉱石、石炭、レアアースなどを産出・生産しているモンゴル国最

大級の鉱山企業などにて企業調査および研究打合せを実施する。そして、韓国・Daejeon（大

田）市において、忠南大学校の主催により、The 10th North Asia Management and 

Economics Joint Conference（第 10 回北東アジア経済・マネジメント国際会議）の分科会

としてセミナー（S-1）を実施し、学会論文集への研究論文の掲載や著書としての刊行、さ

らには行政への政策提言を積極的に推進していく予定である。 

③若手研究者養成 

平成 23 年度は、The 10th North Asia Management and Economics Joint Conference（第

10 回北東アジア経済・マネジメント国際会議）の分科会としてセミナー（S-1）を実施する。

特に若手教員および博士課程院生など若手研究者に国際会議での研究報告の場を提供する。

研究成果の発表を行い、併せて国際会議において講演を聴講することで、若手研究者の養

成も目的とする。さらに、若手研究者・院生による研究成果を論文などとして投稿・発表

することを支援していく。それにより、本事業による学位取得や学位取得後の研究促進を

図る。 

 平成 23 年度も、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。本事業におけるこれま

での研究成果ならびにセミナー資料や講演を通じて、本プロジェクトの研究成果を紹介し、

受講生や若手研究者による研究報告の場を設定することにしている。 
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７．平成２３年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

・これまで構築してきた国際的研究ネットワークをさらに拡充することを目指した。海外

においては、相手国である中国（北京大学・清華大学・天津大学など）だけでなく、韓国

（忠南大学、梨花女子大学）、ベトナム国家大学（ベトナム）、モンゴル国立大学（モンゴ

ル）、オーストラリア（オーストラリア国立大学）、シンガポール（南洋理工大学）、などの

研究者も本事業のセミナーに参加している。平成 22 年度のシンガポールに続き平成 23 年

度は韓国でセミナーを実施した。また、国内では、これまでの東京大学、京都大学、北海

道大学、神戸大学、大阪市立大学などに加えて、セミナーの実施や論文集（学会誌の特集

号）の刊行、著書の刊行などを通して、さらに国際的研究ネットワークを拡充した。そし

て、産学官の連携により、モノづくりと環境のマネジメント、低炭素経済について協働し

て研究を進めることができた。 

・北京にある「国際低炭素経済研究所」において、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あるが、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。 

・国内における産学官連携ネットワークを構築した。わが国の環境・エネルギー分野に関

する次の機関・組織の指導的立場の方々が本事業の研究者として参加している。 

(社)日本経済団体連合会（環境本部長 岩間芳仁氏）、(社)日本電機工業会（環境部長 菅 邦弘氏）、(社)

日本化学工業協会（専務理事 西出徹雄氏）、(社)産業環境管理協会（常務理事 指宿堯嗣氏）、(財)省エ

ネルギーセンター（常務理事 谷口裕一氏）、日本産業洗浄協議会（専務理事 小田切 力氏）、国土交通

省、国際協力機構（JICA）、日本貿易振興機構（JETRO）、トヨタ自動車㈱、パナソニック㈱、積水化学工業

㈱、他 

 

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。なお、『低炭発展経済学』（中）

は平成 23 年 5 月に社会科学文献出版社から刊行された。その他は、平成 24 年度中に刊行

予定である。 

(1) 『低炭素の経済学』（日）、『低炭発展経済学』（中）、『Low-carbon Economics』（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） 

特に、（1）の著書は、国連政府間気候変化専門委員会（IPCC）の専門家、著名な経済学者・

環境科学者および気候の変化問題の専門家、低炭素社会と低炭素都市づくりの設計者など

世界的有名な学者により執筆された。経済学・環境学・生態学・数学・政治学・国際関係

学・政策学などの学際的視点から低炭素経済の定義、成長理論、計量モデル、測定方法、

判定指標、国際経済体系、国際貿易、税収、所得分配、発展戦略と政策設計などの多方面
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から系統的に低炭素経済の理論と方法が探求されている。低炭素経済学の新しい研究分野

を提案するもので、各国の研究者・実務家からも注目されている。なお、本書はいくつか

の大学において、学部生・院生の教科書・参考書としても使用されている。 

・ハイレベルの国際会議を共催し、研究の成果を世界に発信してきた。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いる。平成 24 年 6 月（予定）に日本情報経営学会誌の特集号を刊行し、

そして 12 月（予定）には著書として刊行する。 

・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、これまでに、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、分析結果を研究論文として発表した。 

・環境マネジメントをモノづくり（生産）との関連において検討するために、資源採集か

ら生産、流通に至るロジスティクスについて、研究論文としてまとめ発表した。併せて、

関連するオペレーションについて、リスクマネジメントについても引き続き共同研究・交

流を推進することができた。 

 

７－３ 若手研究者養成 

・平成 23 年度は、The 10th North Asia Management and Economics Joint Conference（第

10 回北東アジア経済・マネジメント国際会議）の分科会としてセミナーを実施した。特に

若手教員および博士課程学生などの若手研究者に、国際会議での研究報告の場を提供した。

研究成果の発表を行い、併せて国際会議において講演を聴講することで、若手研究者の研

究支援を行った。さらに、若手研究者・院生による研究成果を論文などとして投稿・発表

することを支援し、本事業による学位取得や学位取得後の研究促進を図ってきた。 

・平成 23 年度も、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科目を開講した。本事業におけるこれまでの研究成果な

らびにセミナー資料や講演を通じて、本プロジェクトの研究成果を紹介し、受講生や若手

研究者による研究報告の場を設定した。 

 

７－４ 社会貢献 

・セミナーの開催については、平成 23 年度まで、本学卒業生ならびに学内を含めて引き続

き広く一般にも案内して実施した。 

・セミナーのプログラムおよび概要については、国内外からアクセスできるように、最新

情報をウェブサイトにて引き続き提供した。 

・平成 23 年 7 月 19 日に、土岐市民会館で土岐市教育局主催の市民講座にて、60 名の市民
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に対して「中国における低炭素の経済発展」の講演を行い、本事業の研究成果を紹介した

上で、この問題への関心と理解を呼びかけた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

・本事業は 4 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、

研究成果を体系化し、特に日本語、英語、中国語による著書としての刊行を促進していく

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。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数   50本 

 相手国参加研究者との共著  5本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

①「アジアにおける低炭素の経済発展」（R-1）では、平成 22 年度に引き続き、国内外の研

究協力体制の拡充を図る。国内では、さらに東京大学ならびに九州大学の研究者を加えて、

共同研究を実施した。また、日本経団連、中国国家発展改革院委員会エネルギー研究所、

アメリカ Brookings Institute とも連携して、中国のグリーンエネルギー、低炭素都市づく

りの共同研究を行った。共同研究の成果を英語の専門誌 Singapore Economic Review の特

集として研究論文を発表するよう企画している。なお、大学院生を国際会議に出席させ、

英語で論文を発表させた。 

②「生産と環境のマネジメント」（R-2）では、モノづくり（生産活動）が環境に直接関わ

るマネジメントについて研究を進めてきた。特にわが国が世界をリードしている、産業界

や企業の取組みや、環境マネジメントシステム、さらにマテリアルフローコスト会計など

について、それぞれ主導的に推進している本プロジェクトの研究者が研究論文や著書（日

本語および英語）の形で発表し、原稿をまとめた。 

③「鉱山プロジェトとリスク・環境のマネジメント」（R-3）では、モノづくりの源泉であ

る鉱山を対象として、リスクならびに環境マネジメントについて、体系化を目指している。

平成 23 年 4 月にモンゴルにて、銅鉱石、鉄鉱石、石炭、レアアースなどの鉱山の調査を行

い、鉱山オペレーションと、リスクおよび環境のマネジメントに関して、モンゴル国立大

学・Undram Chinbat 准教授（本研究科の出身で、平成 20 年度参加研究者）が鉱山会社と

の調整を行い、調査・研究を実施した。モンゴル国から特にわが国への鉱物資源の輸出量

の増加も今後検討されていることから、アジアワイドの生産・流通システムの分析のため

に、本プロジェクトにおいて、この共同研究を特に重視している。中国およびモンゴルの

鉱山（鉄鉱石、銅鉱石、石炭、レアメタル、など）に関する調査結果を踏まえ、シミュレ
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ーション分析など詳細な分析を通して、研究成果をまとめ、研究論文を投稿した。併せて、

行政機関やメディアに対して提言を含めて発表していくことにしている。 

④「東アジアにおける生産とロジスティクス」（R-4）では、企業における環境マネジメン

トを論じる際に、モノづくり全般にわたるマネジメントの立場から検討することが重要で

ある。すなわち、社会環境管理だけでなく、経済性管理、人的資源管理、情報管理、安全

管理、などを総合的に判断する必要がある。特に、日本型生産システムをはじめ、新興国

への技術移転の問題などについても共同で研究を進め、研究成果として論文にまとめ順次

発表している。 

 

８－２ セミナー 

①平成 23 年 10 月に韓国・Daejeon（大田）市において、忠南大学校の主催で、The 10th North 

Asia Management and Economics Joint Conference（第 10 回北東アジア経済・マネジメ

ント国際会議）の分科会としてセミナー（S-1）「東アジアにおけるモノづくりと環境のマ

ネジメント」を実施した。韓国・忠南大学校の教授はこれまで、本事業のセミナーに参加

しており、今回、Hee Cheol Moonk 教授からのセミナー実施の強い要請を受けて実施した。

セミナーを国際会議の分科会として実施することで、東アジア各国から広く参加者が討議

に加わり、本事業の研究成果を韓国においても発信することができた。さらに、若手教員

や院生なども国際会議において研究発表を行い、若手研究者養成にとって有益であった。 

②平成 24 年 1 月に、明治大学（東京都千代田区）において、「低炭素経済下におけるモノ

づくりと環境のマネジメント」に関するセミナー（S-2）を実施した。低炭素経済下におけ

るモノづくりと環境のマネジメントについて、日中の行政、産業界、大学からの講演者に

よる講演を行い、本事業のこれまでの研究成果の総括に向けて、研究報告と討議を行った。

日本経団連、日本電機工業会、日本化学工業会、産業環境管理協会、の後援を得て実施さ

れ、セミナーの内容は日刊工業新聞社・平成 24 年 1 月 27 日付紙面にも紹介された。本セ

ミナーの講演内容は、日本情報経営学会誌・Vol.33、No.1 の特集号「モノづくりと環境の

マネジメント（II）」に収録される予定である。また、平成 22 年 1 月に名古屋大学にて実施

したセミナーと併せて、中央経済社から「モノづくりと環境のマネジメント」として、平

成 24 年 12 月（予定）に刊行される予定である。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

①平成 23 年 6 月に、クロアチアで開催された 2 件の国際会議（Management of Technology: 

Step to Sustainable Production および 13th International Scientific Conference on 

Production Engineering）にて、「生産と環境のマネジメント」について、基調講演および

招待講演を行った。両国際会議における講演では、ヨーロッパ・EU の研究者による要請を

受けて、これまで本事業で得られた研究成果の一部を紹介し、併せてアジア地域以外のヨ

ーロッパ・EU 諸国の研究者と、「生産と環境のマネジメント」（R-2）に関して討議を行う

ことで、世界水準の研究を引き続き推進するための情報・意見を広く収集することができ

た。 
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②薛 進軍教授は、環境経済・政策学会（長崎大学で開催）にて、「Carbon Kuznets Curve 

and its Turning Point - A Quintile Regression Approach」と題して、講演を行った。70 カ

国の CO2 排出データを利用し、初めてカーボンクズネッツ曲線を作成した。高・中・低所

得国に分けて経済成長と炭素排出の関係を検証し、「炭素削減の問題でなぜ途上国と先進国

は対立しているか」という問題について講演した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

９．平成２３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> 

韓国 

（第三国） 

<人／人日 

 

ﾓﾝｺﾞﾙ 

（第三国） 

<人／人日> 

 

ｸﾛｱﾁｱ 

（第三国） 

<人／人日> 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

（第三国） 

<人／人日> 

ﾏﾚｰｼｱ 

（第三国） 

<人／人日> 

合計 

日本 

<人／

人日> 

実 施

計画 

 14/41 17/51 1/9 1/12 0/0 0/0 33/113 

 

実績 8/53 26/101 1/9 1/12 4/14 3/12 

 

43/201 

中国 

<人／

人日> 

実 施

計画 

 

(10/30) 

  

 (19/57) 

     

(29/87) 

実績 (19/38) (24/72)     (43/110) 

合計 

<人／

人日> 

実 施

計画 

 

(10/30) 

14/41 17/51 

(19/57) 

1/9 1/12 0/0 0/0 33/113 

(29/87) 

実績 (19/38) 8/53 26/101 

(24/72) 

1/9 1/12 4/14 3/12 
43/201 

(43/110) 

 

※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 

  33／113 <人／人日> 
34／89 <人／人日> 

(6/12) 
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１０．平成２３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 23 年度 研究終了年度 平成 24 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 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

(第三国) 

ﾏﾚｰｼｱ 

(第三国) 
計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人

日> 

実施計

画 

 
6/18 0/0 0/0 6/18 

実績 4/32 4/14 3/12 11/58 

 

<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 

 
6/18 0/0 0/0 6/18 

実績  4/32 4/14 3/12 11/58 

② 国内での交流       0人／0人日 

２３年度の研

究交流活動 

平成 23 年度は、「アジアにおける低炭素の経済発展」をテーマに、理論・政

策・産業の観点から、以下のように研究を進めた。 

①理論の研究： Low-carbon Economics の本を英語で原稿を完成した。平

成 24 年度に刊行する。これを基にして『低炭素の経済学』のテキスト教材

が完成するので、名古屋大学、清華大学、対外経済貿易大学などの大学で講

義を行った。        

②政策の研究： 日本を手本にして低炭素社会構築のための具体的な政策の

あり方を検討し、共同研究などを通して関連諸国の政府に実際の政策提言を
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行った。                           

③低炭素都市づくりの実験：経団連・中国国家発展改革委員会と連携し、日

本・中国などの国において現地調査をし、低炭素都市づくりを実験的に行っ

た。                             

④論文発表：北京・上海などで開催される学会・国際会議に参加し、英語の

論文発表を行った。 

研究交流活動

成果 

・英語の専門誌 Singapore Economic Review の特集として研究論文の発表を

準備している。 

・Low-carbon Economics の本を英語で刊行する。 

・『低炭素の経済学』（ミネルヴァ書房による出版予定）を大学院生の教材と

して使い、高度な人材育成に寄与することができた。 

・大学院生を国際会議に出席させ、英語で論文を発表することで国際的人材

育成を行った。 

・研究成果の一部は、政策提案として各国政府の発展戦略・政策、特に中国

の第 12 次 5 ヵ年計画に反映させることができた。 

日本側参加者数  

24 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

24 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 23 年度 研究終了年度 平成 24 年度 

研究課題名 （和文）生産と環境のマネジメント 

（英文）Manufacturing and Environmental Management 

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 

Niu Zhanwen・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  2/6  2/6 

実績 1/4  1/4 

 

<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  2/6  2/6 

実績  1/4  1/4 

② 国内での交流       13人／42人日 

２３年度の研

究交流活動 

本研究課題の参加研究者で構成する学産官の協同チームにより、セミナー

（S-1）や共同研究を通じて、平成 23 年度に著書として「生産と環境のマ

ネジメント」の原稿（日本語および英語）準備がほぼ完成した。 

研究交流活動

成果 

日本情報経営学会誌（Vol.33、No.1；2012 年 6月発行予定）の特集号「生

産と環境のマネジメント（II）」に研究論文を収録する。さらに、わが国が

世界をリードする生産・環境マネジメントのアプローチならびに日本経団

連や産業界の取組みについて、本として刊行するために日本語および英語

で原稿をほぼ完成させた。それにより、生産と環境に関するわが国の先進

的な取組みを、中国・韓国などにおける取組み事例を含めて、東アジア諸

国に紹介することができる。 

日本側参加者数  

34 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

31 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

 

 



 13 

 

整理番号 R－3 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 24 年度 

研究課題名 （和文）鉱山プロジェクトとリスク・環境マネジメント 

（英文）Mining Project and Risk/Environmental Management 

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 

Li Zhixiang・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 

モンゴル 

(第三国) 
計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人

日> 

実施計画  4/12 1/9 5/21 

実績 
1/4 1/9 2/13 

 

<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  4/12 1/9 5/21 

実績  
1/4 1/9 2/13 

② 国内での交流       0人／0人日 

２３年度の研究

交流活動 

北京理工大学を中心とした中国側研究者と共同研究を進め、中国および

モンゴルにおける鉱山の採掘・生産プラントを調査し、関連するプロジ

ェクトマネジメント、環境・各種リスクマネジメントとシミュレーショ

ン分析について体系化し、研究成果を論文として投稿した。 

研究交流活動成

果 

北京理工大学などの中国側研究者との共同研究により、鉱山プロジェク

トおよび環境・リスクマネジメントに関して、分析に必要なデータを収

集し検討することで、研究論文を発表し、政府機関への提言を行い、ま

た若手研究者および博士課程学生の研究教育に寄与した。 

日本側参加者数  

6 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

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 23 年度 研究終了年度 平成 24 年度 

研究課題名 （和文）東アジアにおける生産とロジスティクス 

（英文）Manufacturing and 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 

Niu Zhanwen・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  2/5  2/5 

実績 2/13  2/13 

 

<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  2/5  2/5 

実績  2/13  2/13 

② 国内での交流       2人／6人日 

２３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・研究を実施している。23 年度は、特に名古屋港を中心とした港

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する。

併せて、天津港（中国）についても調査を行った。そして、シミュレーシ

ョン分析などの研究を実施した。 

研究交流活動

成果 

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、特に名古

屋港のコンテナヤード、並びに天津港について調査・研究結果を研究論文

にまとめて発表・投稿した。なお、今年度は他の共同研究を実施するため

の中国滞在中に、天津港なども訪問調査したため、本共同研究単独での訪

中は行わなかった。 

日本側参加者数  

26 名 （１４－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

5 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 

―実施した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 in East Asia  

開催時期 平成 23 年 10 月 20 日 ～ 平成 23 年 10 月 22 日（3 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）韓国、大田市、忠南大学校 

（英文）Korea, Daejeon, Chungnam National 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 

(※日本以外で開催の場合) 

Niu Zhanwen・Tianjin University・Professor 

（主催校：Hee Cheol Moon・Chungnam National University・

Professor） 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 韓国 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 26／101 

B.  

C.  

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 23/72 

 

 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 26/101 

B.  

C. 23/72 

 

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。） 

 



 16 

 

セミナー開催の目的 The 10th North Asia Management and Economics Joint 

Conference（第 10 回北東アジア経済・マネジメント国際会議）の

分科会として、本セミナーを実施することで、経済学、経営学、会

計学、工学、環境学の広範囲にわたる研究者が一堂に会して、研究

報告を行い、討論する。併せて、若手教員および博士課程院生など

若手研究者に国際会議での研究報告の場を提供することにより、本

事業の目的の一つである若手研究者育成に資する。 

セミナーの成果 ・本事業の「東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント」

には、環境と社会システムという広範囲な複合領域が含まれる。こ

れには、経済学、経営学、会計学、工学、環境学の研究領域が関与

している。本セミナーでは、日中の他に韓国をはじめアジア各国の

参加者を交えた研究報告ならびに討論を通じて、より幅広く議論を

深められることができた。そして、セミナー実施後における論文作

成と、さらには著書「モノづくりと環境のマネジメント」として、

日英２言語による原稿の作成を行う予定である。 

・若手研究者育成の観点から、関連する若手教員の研究を支援でき

た。さらに、博士課程学生には、講義科目である課題設定型ワーク

ショップ（「資源・環境・経済成長」、「生産と技術のマネジメント」）

の授業の一環として研究論文の作成を指導することで、博士論文な

どへ研究を支援できた。 

セミナーの運営組織 韓国・Daejeon（大田）市にある忠南大学校が主催校として開催す

る The 10th North Asia Management and Economics Joint 

Conference の分科会として、本セミナーを実施した。国際会議の

大会実行委員長は、Hee Cheol Moon 教授であり、これまで、本事

業のセミナーに参加した経験があり、同教授が現地での運営・準備

にあたる。開催責任者として、日本側は、高桑宗右ヱ門教授、相手

国（中国）側は Niu Zhanwen 教授（Tianjin University）が担当

した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費         金額 2,053 千円 

   セミナー開催経費     金額   625 千円 

中国側 内容 外国旅費         金額 2,400 千円 

   セミナー開催経費     金額   625 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  低炭素経済、

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 under Low-carbon Economy 

開催時期 平成 24 年 1 月 20 日 ～ 平成 24 年 1 月 21 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、東京、明治大学 

（英文）Japan、Tokyo、Meiji University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）村田 潔・明治大学商学部・教授 

（英文）Kiyoshi Murata・Meiji 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 

（ 日本 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 18／36 

B.  

C. 6／12 

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 19／38 

 

合計 

<人／人日> 

A. 18／36 

B.  

C. 25／50 

 

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 低炭素経済下におけるモノづくりと環境のマネジメントについて、

日本側ならびに相手国（中国）の産・学・官からの講演者による講

演を行い、本プログラムの開始時以来の研究成果の総括に向けて討

議を行う。 

セミナーの成果 低炭素経済下におけるモノづくりと環境のマネジメントについ

て、わが国の環境省ならびに経済産業省、そして中国環境部の政策

担当者による環境関連政策および国家レベルの取組み、さらにわが

国の産業界における取組みに関する講演・論文寄稿により、論点整

理を行った。なお、セミナーの様子は日刊工業新聞社・平成 24 年

1 月 27 日付紙面にも広く紹介された。 

 東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント」において、

環境と社会システムという広範囲な複合領域が含まれ、特に経済

学、経営学、会計学、工学、環境学の研究領域が関与している。セ

ミナー（S-1）に引き続き、著書「モノづくりと環境のマネジメン

ト」として、日本語および英語による原稿に関する最終確認を行っ

た。 

 わが国における低炭素経済に係る環境政策、ならびに環境マネジ

メントシステムや環境会計など、優れた体系的な取組みを東アジア

各国に紹介し提案していくための方針についても協議した。そし

て、最終年度である平成 24 年度における本プロジェクトの実施計

画策定の基本方針について協議した。  

セミナーの運営組織 会場の準備ならびに開催責任者は村田 潔教授（明治大学商学部）

が担当し、プログラム作成・セミナー資料などは、高桑 宗右ヱ門

教授、薛 進軍教授が担当した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費             金額 201 千円 

   セミナー開催経費     金額 460 千円 

 

中国側 内容 外国旅費         金額 2,850 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> 

クロアチア 

（第三国） 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/12  1/12 

実績 1/12  1/12 

 

<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  1/12  1/12 

実績  1/12  1/12 

②  国内での交流       1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 

クロアチア 平成 23 年 6

月 8 日～19

日 

国際会議において、「生産と環境のマネ

ジメント」について基調講演および招待

講演を行った。 

経済学研究科   

・教授 

薛 進軍 

長崎県長崎

市 

長崎大学 

平成 23 年 9

月 22 日～

26 日 

「環境経済・政策学会」全国大会にて、 

研究成果の報告を行った。 
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１１．平成２３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 1,292,298  

外国旅費 5,029,327  

謝金 1,154,613 
セミナー講演者へ

の謝金はありませ

ん。 

備品・消耗品購入費 649,129 
単価 10 万円以上の

備品・消耗品の購入

はありません。 

その他経費 1,831,091  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

344,042  

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 2,319,182 9/60 

第２四半期 4,027,381 20/83 

第３四半期 2,818,637 29/107 

第４四半期 1,135,300 19/40 

計 10,300,500      77/290 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 5875千円 
[ 単位：元 ] 

455,858  

※ 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。 


