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１．概要 

研究交流課題名 東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント   

日本側拠点機関名 名古屋大学大学院経済学研究科 

コーディネーター 

所属・職・氏名 
大学院経済学研究科・教授・高桑宗右ヱ門 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

中国 
Beijing University 
北京大学 

College of Environmental Science・ 
Professor・Luan Shengji 

 

２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

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。 
 

○目標に対する達成度とその理由 

 上記目標に対する 2 カ年分の計画について、 

■十分に達成された 

【ＨＰ公開資料】
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□概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

これまで本研究交流課題「東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント」のもとに、以下のよ

うな大きな研究交流の成果を得ることができた。 
１．国際的研究ネットワークを形成することができた。これまで、相手国である中国（北京大学・清

華大学・天津大学など）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（梨花女子大学校）、シンガポール（南洋理工大学）、インド（ハイドラバード大学）、アメリ

カ（Levy 経済研究所）および国内の京都大学・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

構築し、環境問題・「低炭素経済」を中心とする研究を進めており、国際的影響を与えている。 
２．世界初の「国際低炭素経済研究所」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、平成 22 年 3 月、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、「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）を設立し、国際

的に著名な学者である G.ROSS 教授（豪）、茅陽一・植田和弘教授（日本）、曲格平・張坤民氏（中国）

および竹本和彦氏（環境省地球環境担当副大臣）、李幹傑氏（中国環境保護部副大臣）らの政府関係者を

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

を行っている。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。 
３．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いる。平成 21 年 9 月北京で国連・

日本環境省・中国環境保護部・国家発展改革員会・北京大学・オーストラリア国立大学と共同で「低炭

素経済：理論と行動」についてセミナーを主催した。このセミナーには世界トップレベルの学者 10 数人、

副大臣 3 人が参加した。また、22 年 3 月、共同研究の一環として、対外経済貿易大学と共同で、北京市

で「低炭素経済国際シンポジウム」を開催した。なお、この国際会議の様子は、中国中央テレビと『人

民日報』など中国の主要メディアに大きく報道され、併せて本事業の取組みも大きく取り上げられた。

さらに、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「低炭素の西部開発」という理念を提案している。このように、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いる。 
４．他方、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、これまで日中のセミナーなど

の参加者による報告および討議を通して、オリジナルな研究成果をまとめることができた。日本側から

は、名古屋大学の他に、大阪市立大学、神戸大学、東京経済大学などからメンバーが参加した。そして

中国側からは、斉二石・天津大学管理学院学院長を総括責任者として、李志祥・北京理工大学前副学長

はじめ西南交通大学、南開大学、海南大学等の主に MBA・MOT コース教員により、日中合同メンバー

により、「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」として研究成果をまとめた。特に、東アジア経

済、技術に関する経済学からの分析と検討、日中それぞれの企業理念の相違、さらには中国における高

速鉄道や自動車産業に関する最新の国家政策など、従来の技術経営では取り上げられてこなかった観点

からも論点整理を行い検討した。そして、技術に関して、経済性管理、人的資源管理、情報管理、安全

管理、環境管理の 5 つの管理の視点から、新しい体系化を行うことができたことは大きな研究成果であ

る。 
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５．学術研究、特に新しい経済理論やマネジメント理論を創出し推進している。平成 20 年度は 3 回、

平成 21 年度は 3 回、そして平成 22 年度は 2 回（平成 22 年 6 月まで）の計 8 回のセミナーをわが国（名

古屋大学）および中国（北京大学、対外経済貿易大学、海南大学、南開大学、復旦大学、陜西師範大学）

で実施してきた。これまでの 8 回のセミナーを通じて発表された膨大な研究成果を「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」の２つの観点から 2 冊の著書としてまとめ、英語、日本語、

中国語版の 3 言語で準備した。今年度中にそれぞれ刊行する予定である。なお、これら 2 冊の英語版の

内容に関しては、平成 22 年度セミナー（S-1；平成 22 年 5 月実施）および（S-2；同 5-6 月実施）にお

いて、セミナー論文集に収録した。主な成果は以下の通りである。 
(1) 『低炭素の経済学』（日）、『低炭発展経済学』（中）、『Development Economics of Low-carbon』（英）：

日本評論社（日本語版）、社会科学文献出版社（中国語版）、Oxford University Press（英語版）から、

それぞれ刊行予定である。これは新しい経済学の分野として学界で注目されるものと期待している。 
(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）：本文 27 章・約 500 頁（出版社

交渉中）東アジアにおける技術経営について、新しい体系化を行ったものである。 
次に、セミナーについては、助教や大学院生、学部生なども研究発表を行い、講演を聴講することで、

国際性のある研究者あるいは実務家の養成の一端を担うべく工夫をして実施している。大学院経済学研

究科博士課程後期課程 3 年の学生 4 名がセミナー（平成 20 年度 S-3）に参加し研究発表を行い、平成 22
年 3 月に 3 名、博士（経済学）学位を取得し後期課程を修了した（平成 22 年 9 月に 1 名が学位取得見

込み）。このうち 1 名の博士学位論文は、amazon.com から単著として 2010 年 6 月に刊行された。この

ように、本事業のセミナーは学位取得にも貢献している。また、名古屋大学で実施されたセミナーでは、

大学院経済学研究科の課題設定型ワークショップの授業の一部としても実施されている。このワークシ

ョップは毎年（20 年度は 19 回、21 年度は 15 回）開講されており、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はセミナーを聴講することで、本事業で展開されている最新の研究成果を

教育面にも役立てている。また、博士課程前期課程および学部学生の研究発表もセミナーにおいて行わ

れ、北京大学、清華大学、対外経済貿易大学、復旦大学などの院生・学生との交流を促進することがで

き、教育面においても多大な成果をあげることができた。さらに、これまでの講義内容を編集・出版し、

大学院レベルの教科書として活用する予定である。 
 本事業は、当初、北京大学を中国側拠点機関とし、北京理工大学、天津大学、西南交通大学を協力機

関として実施してきた。これまでのセミナーや共同研究を通して、次第に参加メンバーが増え、清華大

学、対外経済貿易大学、復旦大学など中国の有力大学、さらには、梨花女子大学・忠南大学校（韓国）、

モンゴル国立大学（モンゴル）、南洋理工大学（シンガポール）など、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いる。 
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３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

（１）これまで（平成 22 年 7 月まで）の研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流の形 

態ごとに、交流人数・交流相手国・概要を記入してください。 

○共同研究  

延べ派遣人数人日数：  31 人  165 人日 延べ受入人数人日数：   人   人日 

  交流相手国：   中国                                 

 【概要】 

①「低炭素経済の取り組みおよび国際連携」の研究テーマについて、共同研究を実施した。中国側は、

北京大学・環境学院のほかに、清華大学、対外経済貿易大学、復旦大学等の各大学、さらに国家環境総

局：Shu Qing（政策法規司長）、Peng Jinxin（国家環境委員会委員）ならびに国務院発展センター・Liu 
Shejin 副センター長など、中国の環境政策担当責任者も交えて、共同研究を行った。そして、中国の西

安市・張家港市をモデル都市に「低炭素経済都市づくり」を推進している。 
②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・テキストを開発した。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。 
③「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。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。現在、必要なデータの収集を終えており、分析を進めている。

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

としている。 

④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実施している。これまでに、「事業

継続計画」、「鉱業におけるプロジェクトマネジメントとリスクマネジメント」について研究成果をまと

め、発表した。 

 

○セミナー  

延べ開催回数：  8 回、 延べ派遣人数人日数：  81 人  405 人日  

延べ受入人数人日数：  35 人  123 人日 

  交流相手国：   中国                                

【概要】 

これまで本研究交流課題「東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント」のもとに、平成 20 年

度は 3回、平成 21 年度は 3回、そして平成 22 年度は 2回（平成 22 年 6 月まで）の計 8回のセミナーを

実施した（表 1）。 

表１．「東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント」セミナー 

実施日 場所 セミナー／シンポジウム　テーマ

2008年10月04日～05日 Peking University, CHINA International Seminar on Environmental Cooperation between China and Japan

2008年12月26日～28日 Nagoya University, JAPAN International Seminar on Manufacturing Management and Environmental Management

2009年03月27日～29日 Beijing Institute of Technology, CHIN
International Seminar on ICT, Manufacturing Management and Environmental
Management

2009年09月24日～25日 Marco Polo Parkside Hotel, CHINA International Seminar on Low-Carbon Economy

2009年11月21日～23日 Nagoya University, JAPAN Management of Manufacturing and Technology in East Asia (Part 1)

2010年01月04日～06日 Hainan University, CHINA Management of Manufacturing and Technology in East Asia (Part 2)

2010年05月05日～08日 Nankai University, CHINA Manufacturing and Technology Management in East Asia (Part 1)

2010年05月29日～06月03日
Fudan University, Shaanxi Normal
University, CHINA

Toward to Low-carbon Economic Development in Asia
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①平成 20 年 10 月に、北京市において、「環境分野の日中協力」と題してセミナーを実施した。（平成 20
年度：S－1）本セミナーでは、中国における環境問題と政策を中心に、日中間の学者・政策担当者が一

同に会し、学術および政策について研究成果の発表と討論を行った。はじめに山本進一・名古屋大学副

総長（当時）、海聞・北京大学副学長、福西浩・日本学術振興会北京代表所所長他から挨拶があった。続

いて、中国の環境汚染の現状の把握について、中国側報告者から紹介された。そして、日本側報告者か

ら公害と環境保全に関する日本の経験が紹介された。さらに、参加者による討議では、中国の経済政策・

環境政策担当者に対する政策提案が行われた。 
②平成 20 年 12 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」と題してセミナーを実

施した。（平成 20 年度：S－2 ）本セミナーでは、わが国および中国におけるモノづくりと環境のマネジ

メントに関して、日中間の学者・政策担当者が一同に会し、学術および政策について研究成果の発表と

討論を行った。山本進一・名古屋大学副総長（当時）はじめ来賓から挨拶があった。続いて、第１部「環

境マネジメント」、第２部「中国におけるモノづくりと環境のマネジメント」、第３部「モノづくり・イ

ノベーション・環境」の 3 部構成で行われ、基調講演・招待講演・研究報告が行われた。 
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他との共催による国際会議（APCIM2009：Asia-Pacific Conference on 
Information and Management）を開催し、「ICT、モノづくりのマネジメントと環境のマネジメント」

分科会（平成 20 年度：S－3）を開催した。 
セミナー（平成 21 年度：S-1）は、新型インフルエンザによる渡航自粛要請を受けて中止した。 

④平成 21 年 9 月、は、「低炭素経済の取り組みおよび国際連携」というテーマでセミナーを実施した（平

成 21 年度：S-2）。本セミナーでは、わが国ならびに中国における低炭素経済と国際協調、そして環境問

題と政策を中心に、学術および政策について研究成果の発表と討論を行った。(1) 濵口道成・名古屋大学

総長、海聞・北京大学副学長、福西浩・日本学術振興会北京代表所所長他から挨拶、中国政府の政策担

当者（国務院発展研究センター副センター長劉世錦）等の講演があった。(2)中国の環境政策や低炭素経

済への取組みについて紹介された（中国側報告者による講演）。(3)環境政策と環境保全に関するわが国の

取組みが紹介された（日本側報告者からの講演）。(4)環境問題に対する政策提案が行われた（参加者によ

る討議）。成果としては、(1)「低炭素経済学」に関する新しい研究成果となるように、本セミナーにおけ

る講演を基に、今後整理して世界水準の著書を刊行することにした。(2)わが国ならびに中国の環境政策

担当者・研究者の討論を通じて、政策に反映させることで意見が一致した。(3)日中の環境分野の人材育

成、人脈づくりにも重要な成果が期待できることを確認した。 
⑤平成 21 年 11 月、「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」というテーマで、名古屋大学にてセ

ミナーを実施した（平成 21 年度：S-3）。本セミナーでは、特に日中の先端的な研究者・実務家による研

究成果が報告された。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

の教材を開発するための討議を行った。 
⑥平成 22 年 1 月、前回のセミナー（S-3）を受けて、中国・海南大学にて、「東アジアにおける生産と技

術のマネジメント」と題して、引き続き日中の先端的な研究者・実務家による研究成果を講義形式で報

告が行われ、参加者による討議が行われた（平成 21 年度：S-4）。セミナーには、海南大学の教職員、大

学院生も参加した。今回のセミナーの講演および討議を踏まえ、教材および原稿が整った。そして、セ

ミナーの成果をまとめ、日本語・中国語・英語による教材「東アジアにおける生産と技術のマネジメン

ト」を開発した。 
⑦平成 22 年 5 月、は中国・南開大学にて、「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」と題してセ
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ミナーを実施した（平成 22 年度：S-1）。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・実務家による平成 21 年度の研究成果を総括した。平成 22 年度は、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、理論と実践の両面から検討を加え、

このシリーズ 2 件目となる『東アジアにおける生産マネジメント』に関して、研究計画に関する討議も

行った。 
⑧平成 22 年 5-6 月、上海および西安において実施した。世界トップレベルの学者、政府関係者が集まり、

上海万博開催中に低炭素経済の最新研究結果を報告し世界に発信した（平成 22 年度：S-2）。東アジアに

おける環境のマネジメントに関して、特に低炭素経済への取り組みに対して、日中の協力関係を含めて、

セミナーを開催した。藤井良一・名古屋大学理事は「低炭素社会に向かう名古屋大学の取組み」と題し

て基調講演を行った。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、(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、に関して報告と討議を行った。これらの問題について、本事業の研究者、世界的に著名な環境問題

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）、日中環境モデル都市の

行政機関の責任者など、約 200 人を交えて討議した。そして、研究者のネットワークを形成し、「低炭素

経済（Low Carbon Economy）」をテーマに、理論・政策・産業という３方向からの研究成果をまとめた。

上記セミナーにおいて、特に東アジアにおける環境のマネジメントに関するテーマでは、表２に示す

よ

表２．セミナーに参加した主な日中の環境政策担当者・専門家（本事業の参加者を含む）（敬称略） 

 

国：   ドイツ、オーストリア、アメリカ、中国、モンゴル              

うに、わが国ならびに中国の環境政策担当者も多数参加し、講演および討論に参加している。さらに、

わが国からは愛知県ならびに名古屋市、中国からは天津市などの地方の環境行政担当者も参加している。

これまでのセミナーを通して、政府や地方の環境行政に対し、政策提言も数多く行ってきた。 
 

○研究者交流  

延べ派遣人数人日数：  16 人  104 人日  延べ受入人数人日数：  2 人 185 人日 

  交流相手  

an 北京大学教授の主催

  【概要】 

①平成 20 年 4 月に、北京大学環境学院にて、中国側コーディネーターである Lu

で、本事業の実施に向けて、意見交換および相手国研究機関の視察を行った。 

機関 職位 氏名
環境省 地球環境審議官（副大臣） 竹本　和彦

国立環境研究所 特別客員研究員 西岡　秀三

地球環境産業技術研究機構 副理事長 茅　陽一

中国環境保護部（Ministry of Environment
Protection of China）

副部長（副大臣）（Vice Minister） 李乾潔（Li Ganjie）

中国環境保護部（Ministry of Environment
Protection of China）

元法律規制司長、同部学術委員会委員
（Director ）

彭近新（Peng Jinxin）

中国環境保護部（Ministry of Environment
Protection of China）

元副部長、同部学術委員会委員（Former
Vice Minister）

張坤民（Zhang Kunmin）

中国環境保護部（Ministry of Environment
Protection of China）

環境企画院副院長（Deputy Director） 王金南（Wang Jinnan）

中国国務院発展研究センタ・社会政策部（State
Council, Development Research Center）

副部長（副大臣）（Deputy Director） 林佳杉（Lin Jiabin）

中国教育部・高度教育司（National Development
and Reform Comisssion of China）

副司長（Deputy Director） 賈徳永（Jia Deyong）

国家発展改革委員会エネルギー研究所（Ministry
of Education of China, High Education
Department）

副所長（Deputy Director） 戴演徳（Dai Yande）

中国国務院発展研究センタ（State Council,
Development Research Center）

副センター長（副大臣）（Vice Minister） 劉世錦（Liu Shijian）
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②平成 20 年 7 月から 9月まで、Luan 教授（北京大学）を名古屋大学客員教授として招聘した。（別経費）

③平成 20 年 12 月から 21 年 2 月まで、Niu 教授（天津大学）を名古屋大学客員教授として招聘した。（別

マネジメントに

など）にて、高桑宗右ヱ門教授は各種

高桑宗右ヱ門教授は米国にて、シミュレーションに関する国際会議に参加し、研

トにおいて、特にロジスティクス

ことにより、グローバルな観点から

プロジェクトの位置づけを明確にすることを目的としている。 

経費：経済学研究科が招聘） 

④平成 20 年 7 月に、荒山裕行教授と薛進軍教授はドイツおよびオーストリアにて、環境

関する国際会議に参加し、参加者と意見交換し関連研究に関する情報収集を行った。 

⑤平成 20 年 9 月と 21 年 9 月に、中国（北京、天津、四川省各地

の社会経済インフラの整備状況ならびに企業の視察を行った。 

⑥平成 20 年 12 月に、

究報告を行った。  

⑦ 平成 21 年 8 月に、高桑宗右ヱ門教授は、アジアにおけるモノづくりの基盤となる重要な原材料であ

る鉄鉱石産地であるモンゴル国（第三国）にて企業調査を行った。特に鉄鉱石は、中国をはじめ東アジ

ア諸国に輸出しており、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、

特に重視している。東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメン

ならびにリスクマネジメントに関する共同研究と関連している。  

⑧ 平成 21 年 11 月に、高桑宗右ヱ門教授はオーストリア・ウィーンで開催された DAAAM（EU・生産

とオートメーションに関する世界的な国際会議）に出席し、本事業「東アジアにおけるモノづくりと環

境のマネジメント」における生産と環境に関する研究成果を報告した。モノづくりと環境のマネジメン

トにおいて、アジアと欧米における取組みについて、比較対照する

本

 

（２ 展したか、「学術的側面」、「若手研究者の養成」、 

構築」の観点から記入してください。 

○

ジメント」のもとに、これまで計 8 回の

 and Environmental Management（482 頁）

 

sia (Part 1)（602 頁） 

・

中国語版の 3 言語で準備した。今年度

科学文献出版社（中国語版）、Oxford University Press（英語版）から、

）（１）の研究交流活動を通じて、申請時の計画がどの程度進

及び「研究教育拠点の

学術的側面 

本研究交流課題「東アジアにおけるモノづくりと環境のマネ

セミナーを実施してきた。（カッコ内は報告書の総ページ数） 
・International Seminar on Environmental Cooperation between China and Japan（162 頁） 

・International Seminar on Manufacturing Management and Environmental Management（618 頁） 

・International Seminar on ICT, Manufacturing Management

・International Seminar on Low-Carbon Economy（547 頁） 

・Management of Manufacturing and Technology in East Asia (Part 1)（489 頁） 

・Management of Manufacturing and Technology in East Asia (Part 2)（660 頁）

・Manufacturing and Technology Management in East A

Toward to Low-carbon Economic Development in Asia 

セミナーを通じて発表された研究成果を「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」の２つの観点から 2 冊の著書としてまとめ、英語、日本語、

中にそれぞれ刊行する予定である。（※目次を資料として添付） 
(1) 『低炭素の経済学』（日）、『低炭発展経済学』（中）、『Development Economics of Low-carbon』（英）：

日本評論社（日本語版）、社会

それぞれ刊行予定である。  
(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）、
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『Management of Manufacturing and Technology in East Asia』（英）：本文 27 章・約 500 頁（出版社

渉中） 

の院生・学生との交流

はセミナーを聴講することで、本事業で展開されている最新の研究成果を教

面にも役立てている。 

を

図１に示す。  

図 1． コンソーシアム 

交

 

○若手研究者の養成 

①大学院経済学研究科博士課程後期課程 3 年の学生 4 名がセミナー（平成 20 年度 S-3）に参加し研究発

表を行い、平成 22 年 3 月に 3 名、博士（経済学）学位を取得し後期課程を修了した（平成 22 年 9 月に

1 名が学位取得見込み）。本事業のセミナーは、博士課程学生の研究発表の場として位置づけており、そ

の後のレフェリー論文の投稿を指導している。また、博士課程前期課程および学部学生の研究発表もセ

ミナーにおいて行われ、北京大学、清華大学、対外経済貿易大学、復旦大学など

を促進することができ、教育面においても大きな成果をあげることができた。 
②大学院博士課程（後期課程）ならびに助教・若手教員も日中で開催したセミナーや課題設定型ワーク

ショップに参加し、研究成果の発表や討議に参加した。このワークショップでは、「資源・環境・経済成

長」（薛進軍教授担当、20 年度は 19 回、21 年度は 17 回）および「東アジアにおける生産と技術のマネ

ジメント」（高桑宗右ヱ門教授担当）として、毎年開講されており、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

育

 

○アジア地域における研究教育拠点の構築 

 本事業は、当初、北京大学を中国側拠点機関とし、北京理工大学、天津大学、西南交通大学を協力機

関として実施してきた。これまでの大学間ならびに部局間交流やセミナーや共同研究を通して、次第に

参加メンバーが増え、清華大学、対外経済貿易大学、復旦大学など中国の有力大学、さらには、忠南大

学校（韓国）、モンゴル国立大学（モンゴル）、南洋理工大学（シンガポール）、ハイデラバード大学（イ

ンド）など、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いる。本事業を中心にしてこれまで構築してきたコンソーシアム

IP 電話やテレビ電話会議システムを活用して、効率的な共同研究体制を整えている。
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４

施体制」、「相手国拠点機関との協力体制」、及び「日本側拠点 

国際化を目指しており、今回の事業について、名古屋大学の戦略の一つと位置付

け

神戸大学、大阪市立大学など国内の他大学の研究メンバーとも人的なネットワークを構築し

きた。 

○

an 北京大学教授の主催で、本事業の実施に向けて、意見交換および相手国研究機関

の

電話会議システムの活用な

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備している。 

・招聘に係る全般的な出張手続等、及び

ロジェクト経費の経理・執行・支出報告等を行っている。 

．事業の実施体制 

本事業を実施する上での、「日本側拠点機関の実

機関の事務支援体制」について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

 名古屋大学は国際連携によるワールドクラスの研究重点大学をめざして、平成 17 年に「名古屋大学国

際化推進プラン」を策定し、特に国際学術コンソーシアム（AC21）をはじめとした世界の学術機関との

国際連携を推進してきた。国際教育交流では、国際的な教育プログラム開発および学生や教職員の人的

交流を促進し、教育の

、支援している。 
特に、濵口道成・名古屋大学総長（平成 21 年度 S-2、於北京）をはじめ山本進一・名古屋大学副総長

（平成 21 年度は総長顧問）や藤井良一・名古屋大学理事（副総長）が特別講演や開会式挨拶などの形で

これまでセミナーに参加しており、本事業は名古屋大学における重要な事業と位置付けられている。 
 コーディネーターの所属する大学院経済学研究科は、経済学を対象とする社会経済システム専攻と、

経営学を対象とする産業経営システム専攻で構成されており、それぞれの専門分野から研究メンバーを

構成している。さらに、他部局の環境学研究科、エコトピア科学研究所の教員とも連携をとり、個別課

題毎に適切かつ迅速に研究メンバーを動員できる体制が整いつつある。特に、本研究科においては、コ

ーディネーターと、これまでセミナーの日本側開催責任者を担当してきた薛進軍、荒山裕行両教授をは

じめコアとなる教員によるプロジェクトチームが随時会合をもちながら本事業を推進している。さらに

京都大学、

て

 

相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

本事業が開始された平成 20 年 4 月に、中国側拠点機関である北京大学環境学院にて、中国側コーディ

ネーターである Lu
視察を行った。 
そして、平成 20 年 7 月から 9 月まで、Luan 教授（北京大学）を名古屋大学客員教授として経済学研

究科（別経費）が招聘した。Luan 教授は、セミナーの実施責任者である経済学研究科の薛進軍教授や荒

山裕行教授と長年にわたり共同研究を実施しており、緊密に連絡を取りつつ本事業を実施している。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、IP 電話やテレビ

ど

 

○日本側拠点機関の事務体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

 総括事務支援体制として、本部である研究協力部研究支援課が日本学術振興会との連絡窓口をつとめ、

またプロジェクトに係る実施計画書・実施報告書等の各種提出書類の点検および取りまとめを実施して

いる。一方部局である文系事務部においては、各研究者の派遣

プ
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５．本事業に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した、この交流の成果となる主な論文等を記載して

ください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、相手国の参加研究者との

共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。 
 

（１）学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

1 

著者名 太田 雅晴 

題 名 生産情報システム(第二版) 掲載誌名  

発行所 日科技連 巻号  頁 ～ 発行年 2009 年 査読 無 

2 

著者名 小田切 力 

題 名 
洗浄技術から見た環境問題 = モノづくり現場における国際的な化学

物質管理 = 
掲載誌名

単行本「先端産業分析における

洗浄技術」 
発行所 ㈱ ｼｰｴﾑｼｰ出版発行 巻号  頁 ～ 発行年 2010 年 査読 無 

3 

著者名 Osam Sato, Y. Matsui & H. Kitanaka 

題 名 Functional integration with ERP and the impact of plant 
performance 

掲載誌名 日本情報経営学会誌 

発行所  巻号 vol.30 
no.2 

頁 102～111 発行年 2009 年 査読 無 

4 

著者名 Yifei Tan 

題 名 Simulation analysis of an enhanced lean manufacturing system 掲載誌名
日本ロジスティクスシステム 

学会誌 

発行所  巻号 
第 9 巻

第 1 号
頁 20～27 発行年 2010 年 査読 有 

5 

著者名 Undram Chinbat 

題 名 Using simulation for reducing mining risk of mining optimization 
project 

掲載誌名
International Journal of 

Simulation Modeling 

発行所  巻号 Vol.8 
No.3 

頁 166～177 発行年 2009 年 査読 有 

6 

著者名 Yan Liu 

題 名 Personnel planning of a retail store using POS data 掲載誌名
International Journal of 

Simulation Modeling 

発行所  巻号 Vol.8   
No.4 

頁 185～196 発行年 2009 年 査読 有 

7 

著者名 柳原光芳・仲林眞子 

題 名 日本における教育補助政策の経済成長・人的資本蓄積に与える影響 掲載誌名 経済科学 

発行所  巻号 No.57-
4 

頁 121～137 発行年 2010 年 査読 無 

8 

著者名 Xiaohua Wang 

題 名 Performance analysis of a cross-docking system 掲載誌名
日本ロジスティクスシステム 

学会誌 

発行所  巻号 
第 9 巻

第 1 号
頁 4～11 発行年 2010 年 査読 有 

9 

著者名 村田 潔 

題 名 情報品質における企業の社会責任 掲載誌名 関口恭毅編『情報品質の研究』

発行所  巻号  頁 23～45 発行年 2009 年 査読 無 

10 

著者名 Robert M. Davison, Maris G. Martinsons, Carol X.J. Ou, Kiyoshi Murata, Damon Drummond, Yuan Li and Henry 
W. H. Lo 

題 名 The ethics of IT professionals in Japan and China 掲載誌名
Journal of the Association for 

Information Systems 
発行所  巻号 10(11) 頁 834～859 発行年 2009 年 査読 有 

11 
著者名 土橋力也 

題 名 正統性の獲得プロセス−看護婦養成事業の事例 掲載誌名 経済科学 

10 
 



発行所 
名古屋大学大学院 
経済学研究科 

巻号 57 巻 頁 35～48 発行年 2009 年 査読 有 

12 

著者名 Jinjun Xue 

題 名 “China: Toward a low-carbon economy ” (in Ross Garnaut et al. eds, 
China’s new place in a world in crisis 

掲載誌名  

発行所 Brookings Institute 
Press 

巻号  頁 431～453 発行年 2009 年 査読 有 

13 

著者名 薛進軍 

題 名 中国の低炭素経済成長 掲載誌名 『世界金融危機後の中国経済』

発行所 社会科学文献出版社 巻号  頁 ～ 発行年 2010 年 査読 無 

14 

著者名 薛進軍 

題 名 低炭素経済：チャンスと挑戦 掲載誌名 人民日報 

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 2010 年 査読 無 

15 

著者名 文 多美、東 修、井村 秀文 

題 名 
ソウル市ごみ処理と広域化計画の円滑な実施に向けた政策的課題と今

後の取組 
掲載誌名 環境共生学会誌 

発行所  巻号 Vol.15 頁 36～43 発行年 2008 年 査読 有 

16 

著者名 A.Onishi, M.morisugi, H.Imura, F.Shi, T.Watanabe, Y. Fukushima 

題 名 Study on the efficiency of agricultural water use in the yellow river 
basin 

掲載誌名
Journal of Global 

Environment Engineering 
発行所  巻号 Vol.13 頁 51～67 発行年 2008 年 査読 有 

17 

著者名 F.Shi, H.Imura, A.Onishi, X.cao, O.Higashi 

題 名 
Combinatory efficiency of water and power transfer systems in 
north china, hydrological change and management, from headwater 
to the ocean 

掲載誌名  

発行所 Taylor and Francis 巻号  頁 ～ 発行年 2008 年 査読 無 

18 

著者名 A.Onishi, H.Imura, F.Shi, W.Wang, J.Han, Y. Fukushima 

題 名 
Study on future water supply and demand in the yellow river basin 
of china based on scenario analysis, hydrologcal change and 
management, from headwater to the ocean 

掲載誌名  

発行所 Taylor and Francis 巻号  頁 ～ 発行年 2008 年 査読 無 

19 

著者名 A.Onishi, Y.Sato, X.Cao, M.Matsuoka, H.Imura, M.morisugi, T.Watanabe, Y. Fukushima 

題 名 
Study on sustainable agricultural production and agricultural 
water use efficiency of in the yellow river basin of china, from 
headwater to the ocean 

掲載誌名  

発行所 Taylor and Francis 巻号  頁 ～ 発行年 2008 年 査読 無 

20 

著者名 鈴木基之、植田和弘 

題 名 環境と社会 掲載誌名  

発行所 
放送大学教育振興会／日

本放送出版協会 
巻号  頁 ～ 発行年 2009 年 査読 無 

21 

著者名 山川肇、植田和弘 

題 名 自治体のごみ管理 ベンチマーキングで変える！ 掲載誌名  

発行所 中央経済社 巻号  頁 ～ 発行年 2009 年 査読 無 

22 

著者名 植田和弘 

題 名 資源環境経済学のフロンティア  新しい希少性と経済成長 (監訳) 掲載誌名  

発行所 日本評論社 巻号  頁 ～ 発行年 2009 年 査読 無 

23 

著者名 植田和弘 

題 名 低炭素社会への課題と戦略 掲載誌名 経済セミナー 

発行所  巻号 
通巻 

645 号
頁 16 発行年 2009 年 査読 無 

24 
著者名 Ji Han, Yoshitsugu Hayashi, Xin Cao, Hidefumi Imura 

題 名 Application of an integrated system dynamics and cellular 掲載誌名 Landscape and Urban 

11 
 



automata model for urban growth assessment : a case study of 
Shanghai China 

Planning 

発行所  巻号 Vol.91 
Issue3

頁 133～141 発行年 2009 年 査読 有 

25 

著者名 Peng Jia, Hirokazu Kato, Yoshitsugu Hayashi 

題 名 Network impact evaluation of the introduction of road and rail to a 
transport corridor for developing cities 

掲載誌名
International Journal of 

Urban Sciences 

発行所  巻号 Vol.13 
No.1 

頁 81～101 発行年 2009 年 査読 有 

26 

著者名 Ji Han, Yoshitsugu Hayashi 

題 名 Efficiency assessment of urban public transport systems in china 掲載誌名 地球環境研究論文集 

発行所  巻号 Vol.17 頁 11～16 発行年 2009 年 査読 有 

27 

著者名 進藤 優子 

題 名 The effective of education subsidies on regional economic growth 
and disparity in China 

掲載誌名 Economic Modelling 

発行所  巻号  頁  発行年 2009 年 査読 有 

28 

著者名 西村眞, Tan Mu 

題 名 Analysis of Chinas Development Mechanism 掲載誌名 『経済科学』  

発行所 
名古屋大学大学院経済学

研究科 
巻号 57 頁 31～50 発行年 2009 年 査読 無 

29 

著者名 Undram Chinbat 

題 名 Project Management and Simulation Analysis in the Mining 
Industry: Theory and Practice 

掲載誌名
 

発行所 amazon.com 巻号 頁 発行年 2010 年 査読 無 

 
 
（２）国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 
 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

1 

著者名 ○Masaharu Ota, Yohsuke Hazama 

題 名 Innovation process model and its verification with Japanese 
enterprises survey 

口頭 査読 無 

学会名 16th Internatioal Anual EurOMA 
Conference 

場所 Goteborg, Sweden 番号  2009 月 6 年 

2 

著者名 ○Yifei Tan 

題 名 Simulation analysis on the performance of the sales and distribution 
process with enhanced information systems 

口頭 査読 無 

学会名 
International Conference on 
Industrial Engineering and 
Engineering Management 

場所 Beijing, China 番号  2009 月 10 年 

3 

著者名 ○Kazuhiko Takemoto 

題 名 Japan’s Policy Development for Low Carbon Economy 口頭 査読 無 

学会名 Low-Carbon Economy  
–Actions and Cooperation- 

場所 Beijing, China 番号 7-20 2009 月 9 年 

4 

著者名 ○Yuko Arayama 

題 名 
Reducing Current Carbon Emission Really Matters! –Could We 
Simply Apply Discount Rates to Evaluate the Life Quality of Our 
Future Generations? 

 
口頭 

査読 無 

学会名 Low-Carbon Economy  
–Actions and Cooperation- 

場所 Beijing, China 番号 21-29 2009 月 9 年 

5 
著者名 ○Yuko Arayama 

題 名 The New Growth Model to Analyze Job Creation Effects  口頭 査読 無 

12 
 



学会名 Korean International Economic 
Association, The 33rd. Policy Forum

場所 Seoul, Korea 番号  6 月 2010 年 

6 

著者名 ○Yuko Arayama 

題 名 Income Distribution in a One-sector Model: Reconsidered 口頭 査読 無 

学会名 京都産業大学経済学部 
国際シンポジウム 

場所
京都産業大学 

京都 
番号  4 月 2010 年 

7 

著者名 ○Yuko Arayama 

題 名 
Reducing Current Carbon Emission Really Matters!  
Could We Remain Simply Applying Rate of Time Preference to 
Evaluate the Life Quality of Our Future Generations? 

口頭 査読 無 

学会名 

R'09 Twin World Congress 
Resource Management and 
Technology for Material and Energy 
Efficiency 
(Keynote Speech) 

場所
Nagoya University, 

Nagoya 
番号  9 月 2009 年 

8 

著者名 ○Yuko Arayama 

題 名 Eco-Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Eco-Wealth of Nations 

口頭 査読 無 

学会名 

R'09 Twin World Congress 
Resource Management and 

Technology for Material and Energy 
Efficiency 

場所
Nagoya University, 

Nagoya 
番号  9 月 2009 年 

9 

著者名 ○Yuko Arayama 

題 名 
Reducing Current Carbon Emission Really Matters!  
Could We Remain Simply Applying Rate of Time Preference to 
Evaluate the Life Quality of Our Future Generations? 

口頭 査読 無 

学会名 

UN-ESCAP Expert Group Meeting 
“Towards a Low Carbon 
Development Path for Asia and the 
Pacific:  
Challenges and Opportunities to 
the Energy Sector” 

場所 Beijing, China 番号  6 月 2009 年 

10 

著者名 ○Yuko Arayama 

題 名 
Reducing Current Carbon Emission Really Matters!  

Could We Remain Simply Applying Rate of Time Preference to 
Evaluate the Life Quality of Our Future Generations? 

口頭 査読 無 

学会名 

Asia Core Program: The University 
of International Business and 

Economics/Peking 
University/Tusinghur University 
September 24–25, 2009, Beijing 

場所
Bejing University, 

Beijing, China 
番号  9 月 2009 年 

11 

著者名 ○Yuko Arayama  

題 名 How Do We Theorize the Pattern of Technological Transfer Which 
could Result in “Geese Flying Pattern” of Asian Economic Growth? 

口頭 査読 有 

学会名 
Dynamic Economic Growth 
&International Trade XIV 
Conference (invite) 

場所
UCLA,  
USA 

番号  6 月 2009 年 

12 

著者名 ○Yuko Arayama  

題 名 How has the Chinese Government Responded to the Crisis? 口頭 査読 無 

学会名 A joint C. W. Post NYIT Conference 場所

Long Island 
University, 
NY, USA 

番号  2 月 2009 年 

13 
著者名 ○Yuko Arayama  

題 名 Why is Highly Priced “Hybrid-car” so Strong in the Market? : 口頭 査読 無 

13 
 



A Derived Demand Approach on Fuel Price Increase and Subsidies on 
Eco-car 

 
学会名 

Japan Economic Policy Association 

International Conference 
場所

Center for National 
University Finance 
and Management, 

Tokyo, Japan 

番号  12 月 2009 年 

14 

著者名 ○Yuko Arayama  

題 名 Effective Soil Contamination Prevention: 
Current Soil Contamination Policies in Japan Reconsidered 

口頭 査読 無 

学会名 Chinese Academy of Social Science 場所 Beijing, China 番号  3 月 2009 年 

15 

著者名 ○Yuko Arayama  

題 名 
Why is Highly Priced “Hybrid-car” so Strong in the Market? : 
A Derived Demand Approach on Fuel Price Increase and Subsidies on 
Eco-car 

口頭 査読 無 

学会名 
Asia Pacific Conference on 

Information management  
場所

Beijing Institute of 
Technology, China 

番号  5 月 2008 年 

16 

著者名 ○Yuko Arayama  

題 名 How Do We Theorize the Pattern of Technological Transfer Which 
could Result in “Geese Flying Pattern” of Asian Economic Growth? 

口頭 査読 無 

学会名 
23rd Freiburg/Nagoya Joint 

Seminar  
場所

Nagoya University, 
Japan 

番号  3 月 2008 年 

17 

著者名 ○Yuko Arayama  

題 名 How Do We Theorize the Pattern of Technological Transfer Which 
could Result in “Geese Flying Pattern” of Asian Economic Growth? 

口頭 査読 無 

学会名 Shanghai Forum 場所 Shanghai, China 番号  5 月 2008 年 

18 

著者名 ○Hidefumi Imura 

題 名 Low-Carbon Economy from aViewpoint of Resources, Trade and 
Environmental Equity 

口頭 査読 無 

学会名 Low-Carbon Economy  
–Actions and Cooperation- 

場所 Beijing, China 番号 55-67 2009 月 9 年 

19 

著者名 ○Hisao Okamoto 

題 名 Establishing Eco-model City and Stock-Type Society –Action Plan of 
Kitakyusyu City 

口頭 査読 無 

学会名 Low-Carbon Economy  
–Actions and Cooperation- 

場所 Beijing, China 番号 238-242 2009 月 9 年 

20 

著者名 ○Toshio Fujii 

題 名 Aichi, JAPAN : Towards and Environmentaly-Advanced Prefefure 口頭 査読 無 

学会名 Low-Carbon Economy  
–Actions and Cooperation- 

場所 Beijing, China 番号 273-281 2009 月 9 年 

21 

著者名 ○Masashi Kato 

題 名 A Comfortable, Low-Carbon City –The Challenge Facing to NAGOYA 口頭 査読 無 

学会名 Low-Carbon Economy  
–Actions and Cooperation- 

場所 Beijing, China 番号 288-301 2009 月 9 年 

22 

著者名 ○Wei Zang, Yohko Orito, Hiroshi Yamashita, Kiyoshi Murata 

題 名 
Balancing between efficiency and effectiveness in manufacturing 
through a mass-customisation system : the high-low entropy 
framework 

口頭 査読 無 

学会名 APCIM 2009 場所 Beijing, China 番号 1-16 2009 月 3 年 

23 

著者名 ○Undram Chinbat 

題 名 Project Risk Management in the Mongolian Mining Industry 口頭 査読 無 

学会名 APCIM 2009 場所 Beijing, China 番号 348-365 2009 月 3 年 

14 
 



24 

著者名 ○Minh Dang Nguyen 

題 名 Empirical Process Design for a Make of Buy Decision in the Japanese 
Automobile Industry 

口頭 査読 無 

学会名 APCIM 2009 場所 Beijing, China 番号 365-376 2009 月 3 年 

25 

著者名 ○Rikiya Tsuchihashi 

題 名 Innovation and Gaining Legitimacy : The Analysis of the Japanese 
Nursing Business 

口頭 査読 無 

学会名 APCIM 2009 場所 Beijing, China 番号 377-386 2009 月 3 年 

26 

著者名 ○Shin Kawai 

題 名 Price Dispersion in Online and Offline Markets 口頭 査読 無 

学会名 APCIM 2009 場所 Beijing, China 番号 387-396 2009 月 3 年 

27 

著者名 ○Shiro Takeoka, Naoya Takayanagi, Yohsuke Hazama, Masaharu Ota 

題 名 Case analysis to study the comprehensive innovation process with 
Actor Network Theory 

口頭 査読 無 

学会名 APCIM 2009 場所 Beijing, China 番号 99-115 2009 月 3 年 

28 

著者名 ○Hiroshi Togo, Kosei Enomoto, Takaya Kawamura 

題 名 Sustainable Regional Development with a Regional SNS hosted by a 
Local Government  

口頭 査読 無 

学会名 APCIM 2009 場所 Beijing, China 番号 116-131 2009 月 3 年 

29 

著者名 ○Jinjun Xue 

題 名 China: Toward a low-carbon economy 口頭 査読 無 

学会名 China Update Conference 場所 China 番号  2009 月 7 年 

30 

著者名 ○Jinjun Xue 

題 名 Toward a low-carbon economy 口頭 査読 無 

学会名 Shanghai Forum 場所 Shanghai, China 番号  2009 月 5 年 

31 

著者名 ○Jinjun Xue 

題 名 Toward a low-carbon economy  -theory, policy and actions 口頭 査読 無 

学会名 Low-Carbon Economy  
–Actions and Cooperation- 

場所 Beijing, China 番号  2009 月 9 年 

32 

著者名 ○Jinjun Xue 

題 名 Low-carbon economy -from concept to actions 口頭 査読 無 

学会名 APCIM 2009 場所 Beijing, China 番号  2009 月 5 年 

33 

著者名 ○Xianmin Mai, Yoshitsugu Hayashi, Teng Su 

題 名 Uncertainty gap between land and use planning decision making and 
implementation - analysis of the greenbelt policies of Beijing China 

口頭 査読 無 

学会名 4th Conference of the International 
Forum on Urbanism 

場所  番号
1125 
-1133 

2009 年 

 34 

著者名 ○Peng Jia, Hirokazu Kato, Yoshitsugu Hayashi 

題 名 Road network optimization model with consideration of dynamic 
changes in a long term evaluation for developing cities 

口頭 査読 無 

学会名 Transportation Research Board 
88th Annual Meeting 

場所  番号  2009 年 

35 

著者名 ○西村 眞 

題 名 Eco-Economy the possibility of China  口頭 査読 無 

学会名 国連ＥＳＣＡＰ 低炭素会議 場所 北京 番号  6 月 18 日 

36 

著者名 ○西村 眞 

題 名 How to Create a Business Model for Environment Improvement 口頭 査読 無 

学会名 日本経済政策学会 場所 東京 番号  11 月 28 日 

 
 

15 
 



（３）国内学会・シンポジウム等における発表 
 ・（２）と同様に記載すること 

1 

著者名 ○Soemon Takakuwa 

題 名 
Use of simulation in a factory on business continuity planning 
corresponding to the pandemic (H1N1) influenza annals of DAAAM 
for 2009 & proceedings of the 20th international DAAAM symposium

口頭 査読  
無 

学会名 20th International DAAAM 
Symposium 

場所 Wien, Austria 番号  2009 月 11 年 

2 

著者名 ○Ryoko Asai, Kiyoshi Murata 

題 名 Professional aspects of ICT workers: a gender perspective 口頭 査読 有 

学会名 9th Asian eBusiness Workshop 場所 Beijing, China 番号  2009 月 8 年 

3 

著者名 ○太田 雅晴 

題 名 システマティックイノベーションに向けた課題 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 32-34 2009 月 11 年 

4 

著者名 ○久保田 洋志 

題 名 持続可能な成長の実現に向けた TQM 活動の展開 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 36-41 2009 月 11 年 

5 

著者名 ○國部 克彦 

題 名 マテリアルフローコスト会計による環境経営 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 46-49 2009 月 11 年 

6 

著者名 ○西村 眞 

題 名 ビジネス創出とビジネスモデル設計 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 50-55 2009 月 11 年 

7 

著者名 ○定道 宏 

題 名 流通業界における新オフィスオートメーション 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 6-9 2009 月 11 年 

8 

著者名 ○牧戸 孝郎 

題 名 わが国経済の成熟化と「グル―プ経営」の戦略的重要性 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 10-18 2009 月 11 年 

9 

著者名 ○チンバット ウンドラム 

題 名 Creating Information Database for Project Risk Management  口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 105-108 2009 月 11 年 

10 

著者名 ○劉 妍 

題 名 共配センタにおける BCP・人員計画に関する研究 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 109-114 2009 月 11 年 

11 

著者名 ○三輪 冠奈 

題 名 
事業継続計画策定における人員計画～パンデミックに対するコールセン

タを事例として～ 
口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 249-252 2009 月 11 年 

12 

著者名 ○Yifei Tan 

題 名 受注処理業務プロセスに関するシュミレーション分析 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 253-256 2009 月 11 年 

13 

著者名 ○王 暁華 

題 名 3PL 配送センターにおけるパフォーマンス分析 口頭 査読 無 

学会名 日本情報経営学会第 59 回全国大会 場所 名古屋大学 番号 257-260 2009 月 11 年 

14 

著者名 ○荒山裕行 

題 名 
国際協調の経済政策――「経済理論」はそもそもグローバル化した世界市

場を扱えたのか？ 
口頭 査読 無 

学会名 
日本経済政策学会 

共通論題 
場所

京都産業大学 
京都 

番号  5 月  2010 年 
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15 

著者名 ○濱谷 幸子・広瀬 雄彦・荒山 裕行  

題 名 土壌汚染対策の現状と実効性のある土壌汚染対策法のあり方 口頭 査読 無 

学会名 環境経済学会 場所 京都大学 番号  9 月 2009 年 

16 

著者名 ○西村 眞 

題 名 エコ・エコノミーが実現可能な中国 口頭 査読 無 

学会名 中国経済学会 場所 大阪市立大学 番号  6 月 2009 年 

 


