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学部４年次に就職活動をした際、インターンシップで学外の学生と知り合う機会が増

えました。その時初めて自分が知らない企業が非常に多いことに気づき、少ない選択

肢のなかで就職先を決定してしまうことに疑問を感じました。このため、企業研究や課

外活動の拡大を目的に、大学院への進学を決めました。愛工大であれば、情報だけ

でなく経営が学べる点も、魅力でした。

大学院では、一般人が意識的に関与する必要のない、無意識参加型センシングシス

テムの研究に取り組みました。研究室メンバーや後輩との共同研究というプロジェクト

を成功に導くためには、メンバー全員の進捗の管理や意思疎通が重要です。２年間

の研究を通じて、メンバーの意見を汲み取ったり、メンバーの適材適所を見極めて適

切にタスクを振り分けたりしながら、社会でも必要なチームマネジメントを学ぶことができ

ました。さらに、学会発表の機会を多くいただけたことで、プレゼンテーションの技術や

コミュニケーションのノウハウについても身につけることができました。

修了後は株式会社LITALICOに就職し、発達障害のある子どものためのポータル

サイトや子育て情報メディアなど、社会的に価値の高いサービスの開発に携わってい

ます。愛工大で身につけた粘り強く問題を解決する姿勢を大切に、さまざまな社会的

課題に、エンジニアとして取り組んでいきたいと考えています。

2005年3月に愛工大の経営情報科学部マーケティング情報学科を卒業し、大学院の

前期課程に進学。2016年３月に後期課程を修了後はカイインダストリーズ株式会社

に勤務し、ものづくりにおける改善活動に取り組んでいますが、会社の全面的な支援と

上司の理解によって後期課程でも学ぶことができ、念願の博士号を取得しました。

後期課程では、社会人学生としての立場を活かし、実際の改善活動の現場から得ら

れるデータを用いた研究に挑戦しました。この研究では、著しく環境が変化する企業

の生産システムにスポットを当て、企業内サプライチェーン・マネジメントを提案。これを

実際の企業に適用し、導入過程で得られた結果をもとに、導入に必要な推進条件と

それを阻害する制約条件を明らかにしました。さらに、企業内サプライチェーン・マネジ

メントが、企業の収益にどのように関連しているのかを分析し、収益に結びつく効果的

な改善活動の方向を導き出しました。研究によって、新しい知見を得ることができたの

はもちろん、学会での発表や論文誌への投稿など、さまざまな目標をクリアしながら、大

変有意義な時間を過ごすことができたと感じています。心に残っているのは、「研究は、

日々の継続が重要。1日も研究を休んではならない」という、野村重信先生の教えでし

た。この言葉を胸に、仕事と研究の両輪を大切にしながら、今後も研究活動を継続し

たいと考えています。

選択肢を広げ、幅広い活動に挑戦したい。
目的を持って進学した大学院で、成長を実感。

社会人学生としての立場を活かし、
現場のデータを研究に、成果を仕事にフィードバック。
博士号取得後も、研究を続けたい。

2016年3月博士前期課程修了 株式会社LITALICO　　水上 貴晶さん

2016年3月博士後期課程修了 博士号取得 カイインダストリーズ株式会社　　安田 正義さん
やすだ まさよし

みずかみ たかまさ

2005年4月、愛知工業大学大学院経営情報科学研究科は、

変化する経営環境に対応しながら社会で活躍する人材の育成と

経営情報科学分野の学術的発展を目標に設立されました。

研究分野は「経営システム関連分野」「情報システム関連分野」

「財務システム関連分野」。

院生は3つの分野をバランスよく学習し研究することで、

基礎的・応用的な知識を体得し、

さらに希望するテーマを選んで専門的研究を進めます。

社会人が学びやすい環境であることも、本大学院の大きな特長です。

地下鉄・本山駅からほど近い場所に、サテライトキャンパス「本山キャンパス」を

設置し、昼夜開講制を導入。

博士前期課程では、院生の仕事の状況などに合わせて、

修士論文の作成か、リサーチレポート（履修した2科目に関連する内容のレポート）の

提出かを選べるようにするなど、社会人に配慮した学びのしくみを設けました。

産業界で豊富な実績を持つ実務家教員による講義も開講し、

院生から好評を得ています。

また、本大学院は日本国内だけでなく、世界各国からも院生を受け入れています。

言語や文化、考え方の違う人 と々交流し、コミュニケーションを深める体験を通して

グローバルなものの見方を育み、同時に異文化交流の場となるように、

院生同士の交流の機会も設けています。

開校から12年目を迎え、博士前期課程においては

一定の成果を上げることができました。

これを引き続き発展させるとともに、博士後期課程のさらなる充実を図っていきます。

博士後期課程が研究機関としてハイレベルな研究を行い、

優秀な研究者を世に送り出すことが、

博士前期課程の充実および大学院全体のレベルアップにつながります。

本大学院は、これからも高い能力を持つビジネスリーダーの育成と

経営情報科学発展のために、

質の高い大学院教育・研究の推進に取り組んでいきます。



高校の教員をめざして大学に進学しましたが、就職活動を前にして、自分は

教員に向いているのか、子どもたちの成長に貢献できるのかという不安を感

じるようになりました。そこで、自分を見つめ直し、将来への土台をしっかりと固

めるために、大学院で学ぶことを決めました。

時間がたっぷりあった学部時代は、目の前の課題を「明日やろう」と先延ば

しにすることも多かったのですが、自分で奨学金を借りて前期課程に入学し

たことで、やる気スイッチが入りました。講義に対する集中力も増し、習ったこと

を社会で応用する方法も考えながら授業に臨んでいます。また、学部時代に

取り組んだ「女性の就業継続に必要な要因と課題」に関する研究をさらに

掘り下げ、2年間の間に社会にフィードバックできる成果をまとめる予定です。

今後は、大学院生だからできること、大学院生にしかできないことに果敢に挑

み、簿記やファイナンシャルプランナー、中小企業診断士など、さまざまな資

格取得にも挑戦したいと考えています。修了後は、大学院で学んだことを活

かし、まず社会での経験を積んだ上で、教員という枠にとらわれない指導者

をめざします。

講義にも研究にも全力で。
学部時代の4年間を越える、
充実した2年間のために。

博士前期課程1年　　澤井 香奈さん
さわい かな

いじま りょうた
博士前期課程2年　　井嶋 亮太さん

ふくざわ かずひさ
博士後期課程2年　　福澤 和久さん

学部4年次の頃から勉強の楽しさが増し、将来は研究者になりたいと考える

ようになりました。このため、博士前期課程に進学し、大学院時代に中国の東

南大学へ1年間の留学も果たしました。修了後はシステム開発企業に就職し、

社会人学生として博士後期課程に入学。現在は、学位をめざして学ぶかた

わら、愛工大の非常勤講師としてコンピュータ技術全般を教えています。

研究面では、「IoT時代に技術を駆使して付加価値が創造できる人材育

成」というテーマに取り組み、研究成果を教育面で活かす方法を考えていま

す。大学に行っても社会では即戦力にはならないという意見がありますが、自

身は大学や大学院で数多くの知見を得ることができました。これまでの経験を

もとに研究を進め、実用化に結びつく結果を出すことで、社会に貢献すること

が目標です。

愛工大の経営情報科学研究科は、工業大学というメリットを活かし、経営と

情報の両方を深く学べる大学院です。常に新しいことにチャレンジできる今と

いう時間を大切にし、今後も国際会議などに果敢に挑戦しながら、教育を変

える研究者をめざします。

愛工大の非常勤講師として。
研究者をめざす学生として。
常に新しいことに挑戦する自分でいたい。

大学院への進学を意識したのは、学部３年生の時。就職活動を前に、自分

の技術力が不足していることに気づき、社会で通用する技術力を身につけた

いと考えたことがきっかけでした。

前期課程に進学した後は、学部時代の卒業研究をさらに深め、同時に学

部生の指導やTAも行っています。研究テーマは、看護学生を対象とした

ICT教育で、演習を動画で撮影し、振り返りにこれを活用することで、客観的

に自己を評価する方法とその影響を探っています。一方、学部生を指導する

ために予習にも時間を割いていますが、そのおかげで学部時代には気づけな

かった発見があり、日々 、大学院で学ぶことの面白さを感じています。また、自

身が大学院生になって初めて、院生には論理的な思考力が求められること

や、質問に答える際は、答えだけでなくその理由が大切なこともわかり、物の見

方や考え方の幅が大きく広がりました。

将来の目標は、システム・エンジニアとしてエンターテイメントの面白さを多くの

人に伝えること。なかでも縮小傾向にあるレジャー産業を盛り上げるために、愛

工大で身につけた技術力を活かしたいと考えています。２年間で企業のイン

ターンシップなどにも積極的に参加し、多くの経験を積みたいと思っています。

物の見方や考え方の幅も広がる
大学院での毎日。
身につけた技術を社会で活かしたい。

ちょう はく
博士後期課程3年　　張 博さん

中国で瀋陽化工大学を卒業後、建築会社に勤務していましたが、結婚、

パートナーの日本留学を機に、自分自身も日本への留学を決めました。渡日し

て日本語専門学校に通った後、愛工大の博士前期課程を修了。日本での

就職をめざして後期課程に進んでいます。

数多い選択肢のなかで愛工大を選んだ理由は、就職率が高いこと。実際に

講義を受けて感じたのは、実務の経験が豊富な教員が多いので、講義のお

もしろさが何倍にも増したことでした。テキストで勉強していた大学時代は理論

を身につけるだけで精一杯でしたが、実例に沿って学ぶことの楽しさを知り、経

営学の勉強が大好きになりました。

日本の皆さんはとても親切で、文化や考え方に感銘を受けることも多く、前期2

年次にインターンシップで訪れた企業には、論文用のデータの提供を受けた

ほか、企業研修にも参加させていただきました。現在は、経営システムを中心に

研究を進めていますが、せっかく日本で学ぶ機会を得たのだから、日本の先生

や学生と一緒に学べる機会を最大限に活かし、日本企業の習慣や文化につ

いても理解を深めたいと考えています。後期課程修了後は日本で就職できるよ

うに、これからも努力を続けていきます。

実践の経験が豊富な教授陣。
実例を学ぶことで、
経営学はもっとおもしろくなる。
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-
740,000円
230,000円
970,000円

-
750,000円
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980,000円

平成29年度

入学手続時 後　期 入学手続時 後　期

平成29年度
平成30年度 平成30年度 平成31年度

入学金

授業料

教育研究充実費

合　計

委託徴収金

学生教育研究災害傷害保険

学納金
博士前期課程 博士後期課程

２ヶ年分 1,400円を入学時に納入 3ヶ年分 2,100円を入学時に納入

130,000円
365,000円
115,000円
610,000円

-
365,000円
115,000円
480,000円

180,000円
365,000円
115,000円
660,000円

-
365,000円
115,000円
480,000円

-
740,000円
230,000円
970,000円
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シ ス テ ム・セ ー フ テ ィ 論

鈴木達夫特任教授　　　近藤高司教授　　　末永康仁教授　　　　山本勝客員教授　
伊藤雅教授　　　　　　小田哲久教授　　　鬼頭繁治客員教授　　野村重信教授　　
鈴木晋教授　　　　　　岡崎一浩教授　　　小林正教授　　　　　中村栄治教授　　
小森清久教授　　　　　石井成美教授　　　田村隆善教授　　　　水野忠則客員教授
中條直也教授　　　　　黒河富夫教授　　　坂本孝司教授　　　　森本正志教授　
後藤時政教授　　　　　水野慎士教授　　　加藤里美教授　　　　伊藤暢浩教授　　
鳥居一平教授　　　　　河辺義信教授　　　小野木克明教授　　　北坂孝幸准教授　
菱田隆彰教授　　　　　内藤克浩准教授　　澤野弘明准教授　　　松河剛司准教授　
小林富雄教授　　　　　塚田敏彦教授　　　吉成亮教授　　　　　梶克彦准教授　　
羽田裕准教授

鈴木達夫特任教授　　　近藤高司教授　　　末永康仁教授　　　　山本勝客員教授　
伊藤雅教授　　　　　　小田哲久教授　　　鬼頭繁治客員教授　　野村重信教授　　
鈴木晋教授　　　　　　岡崎一浩教授　　　小林正教授　　　　　中村栄治教授　　
小森清久教授　　　　　石井成美教授　　　田村隆善教授　　　　水野忠則客員教授
中條直也教授　　　　　黒河富夫教授　　　坂本孝司教授　　　　森本正志教授　
後藤時政教授　　　　　水野慎士教授　　　加藤里美教授　　　　伊藤暢浩教授　　
鳥居一平教授　　　　　河辺義信教授　　　小野木克明教授　　　北坂孝幸准教授　
菱田隆彰教授　　　　　内藤克浩准教授　　澤野弘明准教授　　　松河剛司准教授　
小林富雄教授　　　　　塚田敏彦教授　　　吉成亮教授　　　　　梶克彦准教授　　
羽田裕准教授

羽田裕准教授
小林富雄教授
内藤克浩准教授　梶克彦准教授
羽田裕准教授
佐々木賢治客員教授　竹内弘之客員教授　加藤典孝客員教授　神尾隆客員教授
佐々木賢治客員教授　蛇川忠暉客員教授　柘植映二客員教授　大西匡客員教授　竹内弘之客員教授
吉成亮教授
大倉雄次郎客員教授
日比野香客員教授
伊藤暢浩教授
黒河富夫教授　鈴木晋教授 
田学軍講師（非常勤） 
鈴木達夫特任教授　近藤高司教授
杉山哲朗講師（非常勤）
田村隆善教授　原嶋茂講師（非常勤） 
加藤里美教授
野村重信教授
小磯正樹客員教授 
田村隆善教授　原嶋茂講師（非常勤）
富田茂講師（非常勤）
山本勝客員教授
石井成美教授　後藤時政教授 
小田哲久教授
石井直宏客員教授
小林正教授
末永康仁教授　北坂孝幸准教授 
水野慎士教授　松河剛司准教授 
菱田隆彰准教授
中川覃夫客員教授
伊藤雅教授
河辺義信准教授
中條直也教授
森本正志教授　澤野弘明准教授 
岡崎一浩教授
大倉雄次郎客員教授
小森清久教授
田村隆善教授
小森清久教授
丸山恭司准教授
岡崎一浩教授
坂本孝司教授
柊紫乃講師（非常勤）

（平成28年度入学者実績額）

鈴木達夫特任教授
伊藤雅教授
野村重信教授
小林正教授
黒河富夫教授
田村隆善教授
後藤時政教授
鳥居一平教授
吉成亮教授
松河剛司准教授
丸山恭司准教授

近藤高司教授
鈴木晋教授
藤井勝紀教授
小森清久教授
水野忠則客員教授
水野慎士教授
菱田隆彰教授
北坂孝幸准教授
小林富雄教授
内藤克浩准教授
羽田裕准教授

末永康仁教授
小田哲久教授
岡崎一浩教授
服部洋兒教授
石井成美教授
坂本孝司教授
加藤里美教授
河辺義信教授
水野勝教教授
澤野弘明准教授
史文珍助教

山本勝客員教授
鬼頭繁治客員教授
石垣尚男客員教授
中村栄治教授　
中條直也教授
森本正志教授
伊藤暢浩教授
小野木克明教授
塚田敏彦教授
梶克彦准教授



システム・セーフティ論

研究指導Ⅰにおいては、関連分野について掘り下げた研究手法・内容について、指導教員と検
討し、指導教員、研究室グループ単位での研究発表を通して、研究成果の取りまとめを行ってい
きます。

第二次世界大戦中のアメリカで発達した科学的・数学的作戦計画の方法であるオペレーション
ズ・リサーチ（OR）は、経営にも応用されて高い効果を上げています。本講義ではORの豊富な手
法を紹介するとともに、Excelの諸機能を駆使して経営上の意思決定を行う方法を解説します。



経営原理論

現在，企業経営において競争優位を構築するために，事業の中で社会的課題・ニーズを解決し
ながら，経済的価値を創出していく「共通価値の創造（CSV）」が注目されています。そこで本研
究は，CSVを軸とした事業展開に向けて，経営戦略，マーケティング論の観点から理論をベースに
モデルを構築し，実践に向かって動き出していきます。

羽田 裕 准教授 博士（経済学）

価値創造プロセスを強化・発展させる仕組みをデザインする

経営戦略論／マーケティング論／環境経営学

●「共通価値の創造（CSV）」を軸とした事業転換に関する研究
●地域活性化に向けた農商工連携モデルの構築および実践
●地域金融機関と中小企業における知的財産育成モデルに関する研究

特別演習

既存の経済学は「希少性」を前提に配分の論理を積み重ねてきました。しかし「モノが溢れている
世の中」にあって、その分析フレームワークは大きな転換期にあります。本研究では、市場経済に
おける過剰性が①どこから生まれるのか、②過剰性はムダなのか必然なのか？という問題をマーケ
ティングという分析フレームにより徹底的に追求します。

小林 富雄 教授 博士（農学）、博士（経済学）

ヒト・モノ・カネ・情報のあらゆる「マッチング」を徹底的に解析する

マーケティング論／流通論／ソーシャルビジネス論

●市場経済におけるOversupply発生のマーケティング論的分析
●市場経済におけるSurplusを解消する実証研究と理論研究

特別研究

中国と日本の高齢社会における企業の経営及び諸社会問題の解決においては、理性的かつ客
観的な「理」の側面だけではなく、人間性、感性、主観的な「情」の側面とのバランスがとれる問
題解決アプローチの開発を行っています。また開発した方法・理論などを具体的な企業の経営及
び社会問題に応用します。

史 文珍 助教 博士（経営情報科学）

問題解決アプローチの開発及び経営への応用に関する研究

中国ビジネス／ビジネス・ソリューション／プロダクションマネジメント

●中国企業ビジネス及び中国企業文化の研究

特別研究

会計・監査の制度は、組織が効率的にマネジメントされ、法令順守を徹底する重要な機能を有しています。しかし、わが国では、
自治体でようやく複式簿記が導入されたなど特に公的部門における会計・監査の制度は発展途上です。私の研究は、企業に
おける会計・監査の制度の沿革や実態を調査し、あわせて英国などの先進国における公的部門の会計・監査・行政運営を
調査・比較分析することで、わが国公的部門におけるマネジメントとガバナンスの改革・改善に寄与することを目的としています。

丸山 恭司 准教授 博士（先端マネジメント）

公的部門のマネジメントとガバナンスに寄与する会計・監査制度を研究

監査論／公会計／行政経営

●地方自治体などの公的部門における監査制度の研究
●英国の公的部門における会計や監査制度の研究
●PFIなどの官民連携による行政サービスの向上に関する研究

教授 博士（経営情報科学）

財務系

情報系

経営系



澤野 弘明 准教授 博士（工学）

松河 剛司 准教授 博士（芸術工学）

特別研究

モバイル・コンピューティング／音楽情報科学 

●ウェアラブルセンサを用いた屋内位置推定、建物構造推定 
●位置情報サービス 
●音楽メディアを介したコミュニケーション技術

スマートフォンには加速度・角速度・気圧・WiFi等、さまざまなセンサが内蔵されています。それらの
センサ群を用いて屋内位置・歩行軌跡・建物構造を生成する研究を行っています。
また、音楽メディアを介して人対人のコミュニケーションを促進させたり、人対計算機のインタラク
ションを円滑にしたりするためのシステムを研究しています。

梶 克彦 准教授 博士（情報科学）

ユビキタスメディアの活用に関する研究 

教授 博士（工学）

特別研究

画像センシング

●3次元画像センシング技術の開発
●ロボットビジョン
●FA(Factory Automation)用画像計測・検査技術の開発

画像認識技術は、画像の取り込み（センシング）と認識（処理）により構成されます。センシングで得
られる情報が乏しければ、どれだけ素晴らしい画像処理技術でも目的の情報を取り出すことができ
ません。センシングで有用な情報を獲得する画像認識能力向上のための重要なセンシングの課題
に取り組みます。

塚田 敏彦 教授 博士（工学）

「画像センシング技術の開発」

特別研究

情報科学／電力システム工学／教育工学

●情報基盤システムに関する研究
●再生可能エネルギーの有効利用に関する研究
●ロボット競技を通した小中高生に対する技術教育に関する研究

小中高生を対象とした自律型ロボットの競技を通して次世代の技術者育成を行う研究をしていま
す。自律型ロボットを組み立てるには、機械の知識、電気の知識、プログラミングの知識をバランス
良く学習することが必要です。さらにチームとして活動するために仲間と協調して活動できることが
求められます。そのようなスキルを持った技術者を育成できるように取り組んでいます。

水野 勝教 教授 博士（工学）

ロボットを通して次世代技術者の育成をめざす

鳥居 一平 教授 博士（経営情報科学）

私の研究は方法論ではなく情報の可視化技術を実際の対象に適応させること。特に障がい者や
高齢者のための携帯情報端末用アプリケーションを開発し、それがどのように活用されるかを調
べ、問題点を見つけて、さらなる応用をめざしています。また、最先端映像プロジェクションマッピング
や３DCGなどのCGコンテンツを社会に活用する方法にも取り組んでいます。

●障がい者、高齢者向け支援アプリ開発 
●最先端映像研究（プロジェクションマッピング）

特別研究

物流システムや情報ネットワークシステムなど、ものや情報の流れの制御が中心となるシステムの
動作は、離散事象システムとしてとらえることができます。この種のシステムの研究の難しい点は、そ
のモデリングにあります。研究では、並行モデルをもとに、その計画・設計・制御手法の開発をめざ
しています。

小野木 克明 教授 博士（工学）

ものや情報の合理的な流れの計画・制御をめざして

離散事象システム論／システム工学

●離散事象システムの解析・制御
●不確実性を伴うシステムの計画・設計

教授 博士（工学）

伊藤 暢浩 教授 博士（工学）

コンピュータグラフィックス論

特任教授 博士（工学）

使いやすくヒューマンエラーを起こしにくい製品やシステムは、どのようなインタフェースを持つべきかと
いう研究が進む「ユーザビリティ」。使いやすさは時間経過とともに変化することに着目し、ユーザビ
リティに時間経過の概念を取り入れる研究を行っています。また、人間の心理や行動の研究を元
にヒューマンエラーを防止するユーザーインタフェースの研究も行っています。



柘植クリエイティブ社長、矢崎総業（株）元顧問、トヨタ車体（株）元副社長

1965年ソニー（株）入社。ソニー一宮、ソニ一美濃加茂（株）などを経て、1998
年ソニー美濃加茂代表取締役社長。2001年ソニー・イー・エム・シー・エス執行
役員常務美濃加茂テックプレジデントに就任。2002年同社C&Mグループプレ
ジデントを兼務。2004年9月に退任。ダイナパック（株）元顧問。元沖電気工業
（株）理事

国際経営論
トヨタ自動車（株）元相談役、（株）新東通信顧問、東海東京財団理事、リンナイ（株）社外取締役
1965年トヨタ自動車工業（株）入社。広報部部長兼海外渉外広報部主査を経て、
1996年同社取締役就任。1999年同社常務取締役就任。2001年同社専務取締
役就任。2003年同社専務取締役渉外・広報本部本部長。2005年同社相談役就
任。同年東和不動産（株）代表取締役社長就任。2010年同社相談役就任。主な公
職・団体職一般社団法人中部経済連合会元副会長、特定非営利活動法人ささえ
あい 理事長、名古屋国際センター評議員などを歴任。中部学院大学理事・評議員。

国際経営論、経営戦略論

1957年中部産業連盟入職。アジア生産性機構（APO）SBMTコースを修了し、
マネジメントコンサルタントとして活動。1978年同連盟理事、コンサルティング事
業部長。1988年同連盟専務理事。2008年同連盟副会長歴任。2000年愛
知工業大学経営情報科学部教授、特任教授を歴任、客員教授就任。2009年
日本国より叙勲を受ける。

（一社）中部産業連盟副会長、（公社）全日本能率連盟会長を歴任。東海工学教育協会監事、（公財）
内藤科学技術振興財団理事、（公財）永井科学技術財団顧問、学校法人日本福祉大学評議員。

日野自動車（株）特任顧問
1961年トヨタ自動車工業（株）入社。1988年取締役、その後常務取締役、専
務取締役を経て、1999年取締役副社長。2001年日野自動車（株）代表取締
役社長、トヨタ自動車（株）相談役に就任。2004年日野自動車代表取締役会
長、トヨタ自動車顧問。その後、日野自動車相談役を経て、2012年特別顧問、
2013年より特任顧問。

株式会社エス・アイ・エ一代表取締役
名古屋大学理学部卒業後、1973年東洋水産（株）入社。米国子会社マルチャ
ンインク勤務。1982年8月退社、ノートルダム大学経営学大学院入学。1983年
シカゴ大学経営学大学院入学、1984年卒業、MBA取得。医薬品（米国ジョン
ソン＆ジョンソン）、金融機関（日興証券（株）国際金融部）等を経て1994年SIA：
佐々木インターナショナルアカデミーを創業。以来、国際業務支援のコンビニとし
て国際戦略、ビジネス相談、翻訳、通訳、語学教育を行う。

トヨタ自動車の70年の成長の歴史を参考にしつつ、経済の発展期における経営革新の本質を
顧みます。世界の中での企業競争意識、挑戦意欲を持たずして、企業の持続的成長は望めませ
ん。大勢の力で成し遂げる企業活動のあり方の理解を深め、グローバルな視点を持ちつつ、挑戦
へのマネジメント力を養うことで、イノベーションリーダーを育成します。

慶應義塾大学経済学部卒業、1972年ライオン（株）入社。1985年南カリフォル
ニア大学経営管理学修士課程修了。マーケティング関連業務を担当後、1992
年会長・社長秘書、その後、国際事業本部統括部長として海外戦略推進、開発
企画部長として新規事業・M&A推進、取締役待遇として国際事業を統括。
2009年愛知工業大学客員教授、2010年MAKI（マネジメントアソシエイツ・コイ
ソ・インタ一ナショナル）設立、現在に至る。

私たちの生活の中に不必要なモノはありません。必要だからモノが存在し、夢や希望を満たすため
に「新しいモノ」が必要となります。マーケティングは、人々の心に届ける価値を製品戦略や流通戦
略、宣伝戦略を駆使して生み出すことを目的としています。価値を作り出す目的を理解することでい
い製品の開発につなげられるようマーケティングセンスと分析力の向上を図ります。

1957年トヨタ自動車工業（株）入社。本社工場鍛造部長兼知多鍛造部長、常
務取締役などを経て、1994年専務取締役。1996年豊田工機（株）（後に（株）
ジェイテクトに社名変更）取締役社長に就任。2000年取締役会長。この間、新
エネルギー・産業技術総合開発機構技術評価委員会委員、日本工作機械工業
会会長、日本鍛造協会会長なども務める。

1961年トヨタ自動車入社。経営企画・生産企画・車両生産準備・工場企画・工
場建設・欧米事業企画・海外生産準備並びに生産部門などの各業務に携わる。
1989年トヨタ車体を経て、2002年トヨタ車体精工転籍。代表取締役社長、代
表取締役会長を務める。2004年柘植クリエイティブオフィスを設立。2015年
HAVIX社外取締役。2015年工業化成会長。

MAKIインターナショナル代表、愛知工業大学客員教授

工学博士。1967年名城大学数学科助手。1972年から2年間アメリカ
Syracuse大学研究員。1978年同大学助教授。1988年愛知工業大学工学
部教授。2000年同大学経営情報科学部教授。2009年同大学経営学部教授。
2013年同大学退職。2013年同大学客員教授。

山本 勝 客員教授 工学博士

愛知工業大学客員教授、名古屋工業大学名誉教授
大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課程修了後、1972年名古屋
工業大学経営工学科専任講師、1975年同助教授、1984年同教授、この間
在外研究員として米国ウイスコンシン大学に1年間出張、2008年名古屋工業
大学を定年退職､同年愛知工業大学経営学部教授、2015年より同大学客員
教授を務める。

産業界および社会における問題をシステムとして捉え、そのシステムのあるべき姿の実現をめざして問
題解決（広義のシステムづくり）を進めます。現在は主に、少子高齢社会における安全・安心・快適な
社会システムの構築に向けて、産・学・官・民の共同研究により、地域包括ケア、地域医療、健康づく
り、介護システムのシステム調査・分析および評価・開発を行っています。

1975年トヨタ自動車（株）入社。総務部、人材開発部、北米部、米州事業部など
幅広い分野の業務を担当。その間、1994年米国ボーディーンアルミニウム副社
長兼財務役、2002年豊田工業大学学生部部長、2004年トヨタ自動車グロー
バル生産推進センタ一人材育成室長、2006年トヨタツーリスト取締役、2008
年トヨタ自動車人材開発部主査を経て2010年愛知工業大学キャリアセンタ一
部長兼同大学客員教授。

方針管理、QCサークル、創意工夫活動など、モノづくりの最前線には日本と世界の経済活動を支
えた先人たちの知恵と努力の結晶が脈 と々受け継がれています。そのような場で確実にコミュニケー
ションをとっていくことは、産業界の第一線で戦力となっていくための重要な基礎です。そこで語られる
コトバとその背景にある考え方を理解し、グローバルなコミュニケーションの力をつけることをめざします。

モノづくりの最前線でのグローバルコミュニケーション

水野 忠則 客員教授 博士（工学）
ネットワーク論
愛知工業大学客員教授、静岡大学名誉教授
名古屋工業大学経営工学科卒業後、1968年に三菱電機（株）入社。1993年
静岡大学工学部情報知識工学科教授。1996年同情報学部情報科学科教授。
2006年同創造科学技術大学院教授。2011年より愛知工業大学情報科学部
教授、大学院経営情報科学研究科教授。2016年より同大学客員教授を務め
る。著訳書としては「コンピュータネットワーク」（日経BP）、「分散システム」（共立
出版）等多数。

情報通信技術は、コンピュータと通信の発展による相乗効果により、小さく、安く、高速になってきてい
ます。このため、ネットワーク化された高度のコンピュータを総合的に利用し、新たな応用システムを開
発することが重要です。そこで、新時代に即した情報ネットワークを実現するとともに、その基本となる通
信技術、情報処理技術に対応する新しいパラダイムの実現をめざします。

新世代情報ネットワークパラダイムの創設

鬼頭 繁治 客員教授 工学博士
知能工学
愛知工業大学客員教授
名古屋大学大学院工学研究科博士課程化学工学専攻を1974年に修了
後名古屋大学助手に任官。同年10月日本碍子株式会社に就職。1979年
愛知工業大学経営工学科講師に着任。1989年同教授。2017年3月に愛
知工業大学を定年退職後同大学客員教授。

人間の脳の情報処理をヒントにしたニューラルネットワーク、さらにそれを発展させた深層学習により、
現象論的色彩が強くコンピュータ処理が難しい分野の問題解決目指す。対象分野は化学から戦
争の生起予測まで工学・社会科学分野広範に渉る。

人工知能を通してコンピュータの応用範囲を拡げる

石垣 尚男 客員教授 博士（医学）
スポーツビジョン
愛知工業大学客員教授、愛知工業大学名誉教授
東京教育大学（現・筑波大学）体育学部卒業後、1969年愛知工業大学助手、
1974年講師、1985年助教授、1986年～1994年名古屋大学医学部研究生、
博士（医学）取得、1995年教授。2017年より経営学部経営学科客員教授。

高速で動くボールの明視や、複雑な状況の瞬時の判断が必要なスポーツ選手の視覚・認知機能
は一般人より優れています。スポーツ選手の能力を簡易に測定できるソフトやハードを開発しています。
また、スポーツ選手の能力を向上させるトレーニング方法の確立をめざし、測定、トレーニングによりス
ポーツ選手の競技力向上に貢献する研究をしています。

スポーツ選手の視覚・認知機能測定システムの開発

愛知工業大学客員教授、関西大学名誉教授、三重大学特任教授、公認会計士
国際会計論
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