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第 3 回国際交流大会実行委員会 
 

実行委員長 四日市大学 岩崎祐子 

副委員長 名古屋工業大学 小竹暢隆 

副委員長 愛知工業大学 近藤高司 

副委員長 大阪学院大学 石倉弘樹 

副委員長 法政大学 石島 隆 

副委員長 株式会社経営技術研究所 藤井春雄 

委員 椙山女学園大学  石井圭介 

委員 愛知工業大学 石井成美 

委員 NPO法人 SDC検証審査協会 石井敏夫 

委員 創和マネジメント 梅村 彰 

委員 中小企業診断士 大平一哉 

委員 大阪成蹊大学 鹿島 啓 

委員 高知工科大学 桂信太郎 

委員 千葉工業大学 久保裕史 

委員 中部学院大学 國澤英雄 

委員 中小企業診断士 國島正浩 

委員 筑波技術大学 隈 正雄 

委員 株式会社セキデン 坂倉貢司 

委員 東海学園大学 山田裕昭 

委員 一般財団法人日本規格協会 星野 裕 

委員 八代技術士事務所 八代 弘 

委員 一般社団法人まなび考房 高所真理子 

顧問  J.グールド 

顧問 愛知工業大学 池田良夫 

顧問 澤田経営研究所 澤田善次郎 

顧問 関西学院大学 福井幸男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



統一論題：商品開発（サービス含む）と標準化 

 第 1 会場 国際会議場 

9:00～ 大会準備 

9:30～

9:40 
開会式 挨拶 

9:40～

10:20 

基調講演  「How do engineers actually work under the tight performance control? :Control and performance in new product development」 

名古屋工業大学 徳丸宣穂 

10:25～

11:15  
特別講演① 「台湾に残る日本遺産」 明道大学 賴昱誠 

11:20～

12:00 
特別講演② 「Differences between Japanese and Canadian Business Practices」 J・グールド 

12:00～

12:45 
昼食 

 

第 1 会場 (国際会議場) 

学術セッション 

（言語：英語） 

第 2 会場 (第 5 会議室) 

学術セッション 

（言語：英語・日本語） 

第 3 会場 (第 3 会議室) 

理論と実践セッション 

（言語：日本語・中国語・英語） 

第 4 会場 (第 4 会議室) 

理論と実践セッション 

（言語：日本語・中国語・英語） 

第 5 会場 (特別室会議室) 

理論と実践セッション 

（言語：日本語・英語） 

司会 梅村 彰 石倉 弘樹 廣光 清次郎 大澤 美紀 藤井 春雄 

12:45～

13:15 

Analyzing Risk Management 

Standard Trend and Pattern 

- Textual Mining Approach- 

 

愛知工業大学 Nusaibah Mansor 

Siti Norbaya Yahaya & 

azuhiro Okazaki 

 

日本のクラウドファンディングの現

状と課題 

Current status and issues of 

Crowdfunding in Japan 

 

四日市大学 岩崎祐子 

 

A Study on the Model of Value 

Creating-type Open Innovation 

 

名古屋工業大学 松本毅 

わが社の金属加工技術が新たな用途

を切り開く 

Our metalwork technology opens 

new applications 

株式会社イシカワ 石川美智代 

 

ストレスチェック制度と企業の対応

-EAPなどの企業外資源の有効活用- 

Company’s Possible Response for 

the  Stress-Check-System 

-Make Best Use of Outsourcing 

Institution  like EAP- 

杉本キャリア開発研究所 杉本和夫 



13:15～

13:45 

日本の会計基準と会計実務の国

際標準化の最近の進展 

Recent Development of 

Standardization in Accounting 

Principles and Practice 

 

愛知工業大学 岡崎一浩 

 

航空機産業における製造プロセス

の自動化に関する研究 

Automated manufacturing process 

for Aircraft industry 

 

名古屋工業大学 戸田稔彦・小竹暢

隆 

企業ドメインと経営資源投下 

Corporate Domain and Managerial 

Resource in the Vertical Integration 

 

椙山女学園大学 石井圭介 

Financial management in 

agricultural production corporation 

 

高知工科大学 田邉正・桂信太郎 

技術者資格試験制度の企画と構築 1 

 

千葉工業大学 森雅俊 

13:45～

14:15 

 

6次産業化ステップ分析の枠組みに

よる地方における農林業の６次産業

化調査報告 

Investigation report of the sixth 

industrialization of agriculture and 

forestry industry in the provinces with 

frame of the sixth industrialization 

step analysis 

高知工科大学 井形元彦・桂信太郎 

 

韓国におけるトヨタ生産システム 

普及に関する考察 

Implementation of Toyota Production 

System in Korea 

 

名古屋工業大学 金東煥・小竹暢隆 

 

デジタルヘルスケアビジネスをグロ

ーバル展開するための課題考察 

Research report for the global 

xpansion of the digital health care 

business 

 

高知工科大学 上村一平・桂信太郎 

クラウド型会計ソフトサービスにお

けるセキュリティの現状と課題 

 

一般社団法人まなび考房 成田恵子 

 

技術者資格試験制度の企画と構築 2 

参加者で討議 

 

千葉工業大学 森雅俊 

 

14:15～

14:25 
休憩 

司会 井形 元彦 岩崎 祐子 國島 正浩  石井 圭介 桂 信太郎  

14:25～

14:55 

 

A Study on Value Productivity and 

Physical Productivity of Japanese 

Companies 

 

大阪学院大学 石倉弘樹 

 

 

 

経営戦略へのロジック・ツリーの活用 

-アイデア発想法のロジック・ツリ-の

実用性研究- 

 

創和マネジメント 梅村 彰 

 

 

キャリア形成とメンタルヘルス 

 

テンプスタッフキャリアコンサル

ティング 大澤美紀 

 

 

ISO Supplier’s Declaration of 

Conformity 

 

ＮＰＯ法人 SDC検証審査協会 

石井敏夫 

 



14:55～

15:25 

 

Upgrading of operations and 

capability building of Japanese small 

and medium manufacturing firms in 

emerging countries 

-The case of Mold Industry in 

Vietnam- 

名古屋工業大学 久留島一馬 

足立明稔 

 

中小企業のイノベーション創出要因の

一考察 

-IT企業が一部上場にまで発展した事

例による- 

The Factors of Creating Innovation in 

Small and Medium Enterprises 

-A Case Study of an IT company which 

Developed into a Listed Company- 

名古屋工業大学 杉山正裕・小竹暢隆 

Applying positive agency theory to 

supply chain management 

 

関西学院大学 岡村俊一郎 

 

 

A study on Endogenous Regional 

Development and Agricultural 

Business in mesomountainous region 

 

高知工科大学 長谷達弥・桂信太郎 

 

トヨタ生産方式と人づくり 

Toyota production system and 

human resources development 

 

経営技術研究所 藤井春雄 

 

15:25～

15:55 

Fair Value Hierarchy Information: 

Evidence from Each level of Fair 

Value and the Stock Price 

 

関西学院大学 吉良友人 

産学連携による人材育成事例 

Case about industry-academia of 

human resources development 

 

金沢工業大学 中野真.石井和克 

 

The Study on Area Revival by 

Prevention of Desertification 

-A Case of Alashan League in 

Inner Mongolia, China- 

 

名古屋工業大学 EERDENGAOWA 

    小竹暢隆 

 

ヒト志向の管理スタイルに関する 

ケーススタディー 

A study on Management Styles of 

Concern for People, a case study 

高知工科大学 関田良彦・桂信太郎・

井形元彦 

 

22世紀に於いても，日本は技術大

国たり得るか 

Can Japan maintain the state as 

super  power in technology at 

22st century? 

 

戦略科学研究所 林勝昭 

 

15:55～

16:25 

 

A suggestion of the way to examine 

the field of ICT utilization for the 

small service entities 

創和マネジメント 梅村 彰 

 

An Investigation of Historical 

Development of EC Market in China 

 

愛知工業大学大学院 張博・近藤高司 

 

 

日本の自転車業界 

 

ドラィ・マネジメントオフィス 

美濃浦比佐雄 

 

3Dプリンターと金属積層造形法に

よる生産革命 

Production revolution by 3D printer 

and the metal laminated molding 

method 

NPO法人 SDC検証審査協会 

宮野正克 

16:25～

16:35 
閉会式 第 1 会場 国際会議室 

17:30～

20:30 
情報交換会 会場 鵜飼観覧船内 

 


