第 3 回生産管理国際大会
生産のデザイン思考とイノベーション
－主導するグローバルテクノロジーへの新しいアプローチ－
The 3rd International Conference on Production Management

Production Design Thinking and Innovation:
New Approaches to Leading Global Technologies
開催日程：

2017 年 9 月 7 日(木)～9 月 11 日（月）
（9 月 12 日（火）早朝帰国）
（全てのオプションへの参加者は、9 月 14 日（木）早朝帰国）

開催場所：

アサンプション大学（AU：Assumption University Of Thailand）
スワナプーンキャンパス
88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26 Bangsaothong, Samuthprakarn Thailand 10540

国際大会 Web サイト： http://e-jspm.com/international-conference/（情報を順次公開）
問合せ先 E-mail：

icpm@e-jspm.com

大会実行委員長： 森 雅俊（千葉工業大学）
プログラム委員長：石島 隆（法政大学）

統一論題の趣旨
様々な種類の技術が革新され、適用され、移転され、そして世界中をユビキタスに繋げました。今日
の製造・サービス・農業セクターは、高速に手頃な価格で人類に役立つ製品を生産し、サービスを提供
するために技術を適応させる必要があります。また、技術はすべての産業セクターで生産性を高め、世
界の人々に幸福をもたらす環境の改善のために素早く適用することが必要です。そして、段階的に拡大
する技術の背後にある思考は、新たな方法で再評価され、練り上げられて適用される必要があります。
そこで、本大会では、製品・サービスの生産におけるグローバルな技術への新しいアプローチとして、
「生産のデザイン思考とイノベーション」を統一論題としました。

サブテーマトラックとテーマの例
オペレーションとサプライ
チェーンのマネジメント












プロセス技術
TQM
カイゼン
-生産管理と価値創造
サプライチェーン連携
農商工連携
サービス産業の効率性
環境配慮型生産
環境技術
廃棄物管理
バリューチェーンとグローバル生産
ネットワーク
 トヨタ生産システム
 アジャイルサプライチェーン

経営管理












人的資源管理
専門家資格と技能のための教育
技能資格の付与
卓越した業績
プロジェクトマネジメント
サステイナビリティ
リスクマネジメント
災害管理
社会起業家
産業統合
企業改革
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情報技術
 IoT(Internet of Things)
 スマートインテリジェントシステ
ム
 スマート農業
 3D プリンタ技術
 生物工学
 アナリティクス
 人工知能
 ロボット技術
 センシング技術
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使用言語：原則として英語（但し、日本語発表のセッションも設置予定。）
国際大会Webサイト：http://e-jspm.com/international-conference/
発表申込方法
・国際大会Webサイトの発表申込フォームに、発表のタイトル、アブストラクト（英文200ワード以内）、
キーワード等の必要事項を入力して、2017年3月31日までにお申し込みください。
・サブテーマトラックは、(1)オペレーションとサプライチェーンのマネジメント、(2)経営管理、(3)情報技
術に分かれています。発表申込時にいずれかを選択してください。

・プログラム委員会で査読し、アブストラクトに基づくアクセプタンスを2017年4月15日までにE-mail
でお送りします。

発表論文の投稿
・発表論文（フルペーパー）は、2017年7月31日までに国際大会Webサイトより、MS-WordとPDFのファ
イルを投稿してください。
・論文は、カメラレディ原稿（校正なし）とします。国際大会プロシーディングス（講演論文集）用の
テンプレートを使用し、A4判4ページ以内で作成してください。テンプレートは、国際大会Webサイト
よりダウンロードしてください。
・フルペーパー査読を希望される方の論文は、プログラム委員会で査読し、フルペーパー査読に基づく
アクセプタンスを2017年8月15日までにE-mailでお送りします。
・国際大会プロシーディングスは、現地で USB メモリに入れてお渡しします。

口頭発表・ポスターセッション
・2017 年 9 月 9 日（土）の口頭発表は、発表 20 分、質疑 5 分です。
・原則として英語で発表していただきますが、日本語発表のセッションも設定を予定しています。
・口頭発表の他にポスターセッションも設定を予定しています。

発表申込・投稿日程
アブストラクトによる発表申込受付

2017年1月10日～3月31日

アブストラクト査読によるアクセプタンス発行

2017年4月15日まで

発表論文（フルペーパー）の投稿受付

2017年5月1日～7月31日

フルペーパー査読によるアクセプタンス発行（希望者のみ）

2017年8月15日まで

参加申込方法
・本大会に参加を希望される方は、国際大会Webサイトより、事前に参加申込をしてください。
・発表者も参加申込が必要です。

参加申込日程
早期割引による参加申込受付

2017年1月10日～5月31日

参加申込受付の最終締切

2017年6月30日

参加費の払込（郵便振替）

2017年1月10日～6月30日

参加費支払方法
・参加費は、郵便振替用紙を使用して、以下の口座へお払い込みください。日本生産管理学会の会員に
は専用の郵便振替用紙を郵送しましたが、郵便局に備え付けの郵便振替用紙もご利用いただけます。
郵便振替貯金 口座番号：00800-1-148956 口座名義：日本生産管理学会全国大会
インターネットバンキング等をご利用の場合：ゆうちょ銀行 〇八九店 当座預金 0148956
※通信欄または振込人名の先頭には、必ず Web 申込番号（3 桁）をご記入ください。
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大会日程
※大会基本日程のゴシック体下線部分の費用は、大会参加費に含まれます。
詳細は、「大会参加費に含まれる費用」及び「旅行手配のご案内」をご参照ください。
［宿泊先］AU：AU キャンパス内の宿泊施設、J ホテル：Jasmine Resort Hotel（バンコク市内）
日付

行事内容

9 月 7 日(木)

日本発 バンコク・スワナプーン国際空港 到着

区分

宿泊先（推奨日程）
AU 宿泊

空港ロビー16：30 集合、空港から AU へバスで移動
大会基本日程

AU 到着後、歓迎パーティ（夕食）
9 月 8 日(金)

AU での朝食

(1) AU 宿泊 (注 1)

講演：タイの現状（JETRO）
、バスで工場見学

(2) OP①：J ホテル宿泊

見学終了後 AU で解散
9 月 9 日(土)

(注 2)

第 3 回国際大会 in AU

J ホテル宿泊 (注 2)

AU での昼食、情報交換会（夕食）
終了後 AU からバンコクのホテルへバスで移動
9 月 10 日(日) OP②-1：バンコク歴史遺産と文化遺産の視察

(OP②③参加者)

（集合 J ホテル、昼食付）

J ホテル宿泊 (注 2)

OP②-2：夜景クルーズとタイ舞踊ディナー
オプション日程

9 月 11 日(月)

(OP④参加者)

OP③：アユタヤ工業団地と遺跡視察

J ホテル宿泊 (注 2)

（集合 J ホテル、昼食付）
※OP④参加者は、バンコク宿泊

(OP④に参加しない方)
深夜便で帰国 機中泊

9 月 12 日(火) 午前中 バンコク発

(OP④参加者)

OP④：アンコールワット遺跡視察（昼・夕食付）
9 月 13 日(水) OP④：アンコールワット遺跡視察後、バンコク経
由にて日本へ

シェムリアップ宿泊
(OP④参加者)
深夜便で帰国 機中泊

9 月 14 日(木) OP④参加者：早朝に帰国
(注 1) 9 月 8 日(金)に AU への宿泊を希望する場合は、大会参加申込時に選択してください。
(注 2) J ホテルは、HIS のパック旅行・オプションを申し込んだ場合の宿泊先です。

大会参加費
大会参加費及びAU宿泊費用は、学会へお支払いください。
※今後大幅な為替変動が生じた際には、大会参加費・AU宿泊費用の金額を見直す場合があります。
大会参加費

早期割引適用料金

通常料金

（大会基本日程のみ）

（2017年5月31日まで）

（2017年6月1日以降）

一般参加者

35,000円／人

40,000円／人

フルタイムの学生

20,000円／人

25,000円／人

（注）一般参加者は、日本生産管理学会会員・非会員を問いません。
フルタイムの学生とは、参加申込時点で常勤の勤務先（自営含む）を持たない学生を指します。
AU宿泊費用

2人1室

1人1室

9月7日(木)泊（9月8日朝食付）

大会参加費に含む

2,000円／人を追加支払

9月8日(金)泊（9月9日朝食付）

3,000円／人

5,000円／人
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大会参加費（大会基本日程のみ）に含まれる費用
9 月 10 日（日）以降のオプション日程に参加する場合は、別途オプション料金の支払いが必要です。
オプション料金については、HIS へお支払いください。
日付

大会参加費に含まれる費用

大会参加費に含まれない費用

9 月 7 日(木)

・スワナプーン国際空港から AU までのバス

・AU の宿泊施設以外に宿泊する場合の宿泊

代（但し、16：30 に集合した参加者に限る。
）
・歓迎パーティ（夕食）参加費

費用及び移動費用（AU の宿泊施設を利用
しない場合も大会参加費の減額はない。）

・AU の宿泊施設での宿泊費用（2 人 1 室）
（1 人部屋利用は追加料金 2,000 円で可能。）
9 月 8 日(金)

・AU での朝食代

・昼食・夕食代

・工場団地視察のためのバス代（AU 発着）

・宿泊費用（AU の宿泊施設を継続して利用
することが可能。翌日の朝食付宿泊費用
3,000 円／人。1 人部屋利用の場合は 5,000
円／人。）

・バンコク市街地と AU の間の移動費用
（注）9 月 8 日に J ホテルへの宿泊を希望す
る場合には、HIS の OP①を申し込むこと。
OP①の料金には、J ホテル宿泊費用、J ホ
テルでの朝食代が含まれる。バンコク市

街地と AU の間の移動費用は含まれない。
9 月 9 日(土)

・大会予稿集の入った USB メモリの費用

・朝食代

・AU での昼食代

・宿泊費用

・AU での情報交換会（夕食）参加費

（注）HIS のパック料金には、J ホテル宿泊

・AU から J ホテルへのバス代

費用、J ホテルでの朝食代が含まれる。

（注）上記以外に大会の開催・運営に直接関係する費用については、大会参加費で賄います。

旅行手配のご案内
１．航空券とホテルの予約方法については、次の選択肢があります。
(1) 航空券を含めて HIS のパック旅行を利用する。
(2) 航空券のみ自分で手配し、その他は HIS のパック旅行を利用する（現地から参加）
。
(3) すべて自分で手配する。
できる限り(1)又は(2)の方法をご利用ください。
２．オプション（OP①、OP②-1、OP②-2、OP③、OP④）については、大会参加費には含まれません
ので、大会参加費及び AU 宿泊費用とは別に HIS へ支払っていただくことになります。
３．HIS のパック旅行の旅行代金・オプション料金等の詳細については、国際大会Ｗｅｂサイトをご
参照ください。ご利用の場合は、説明に従ってお申し込みください。
国際大会Ｗｅｂサイト：http://e-jspm.com/international-conference/）
2017 年 1 月 10 日より申込が可能になります。

大会運営組織
大会運営組織については、国際大会 Web サイトにて Call for Papers（英文）をご参照ください。
以
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