
2021年度 教員の自己点検・自己評価報告書 

 

所属学部 学科 職位 氏  名 

経営学部 国際ビジネス学科 教授 田村 豊 

最終学歴 学 位 専門分野 

明治大学大学院経営学研究課後期課程修了 博士 経営学 

 

Ⅰ 教育活動 

○目標・計画 

（目標） 

教育内容の質的な進化を目指す。また社会から信頼され、信頼できる人材、真面目な学生を育てる

ためにも、しっかりと社会的にも評価されうる教育活動を展開する 

（計画） 

リモート型講義への対応をしっかりと進め、アクティブラーニングの導入、参加型講義試行的授業

実践に取り組む。 

 

○担当科目（前期・後期） 

（前期） 

 経営学Ⅰ、経営管理論Ⅰ、人材育成論、海外インターンシップ事前指導、卒業研究指導Ⅱ、 

卒業研究指導Ⅲ 

（後期） 

 経営組織論、生産マネジメント論、経営学Ⅱ、卒業研究指導Ⅲ、海外インターンシップ 

 

○教育方法の実践 

  ICT を利用した講義に取り組んだ。すべての講義で動画を作成した。できるかぎりわかりやすい講

義ができるよう、使用する資料を加工し、解説を追加して内容の要点を示すなど学生の学習効果を

補助する教材を提供した。 

 

○作成した教科書・教材 

とくになし。 

 

○自己評価 

授業評価アンケートなどから講義についての学生側の反応を見ると、動画での教材提供は学生に

とって十分ではないが、最低限度の教育情報の提示になったと思われる。動画作成は学生側の反応

が教員側に直接伝わらず、学生の学習情報吸収の状況が十分わからないため、教員側にとっても常

に不十分さが残った。学生からの質問についてはできるだけ回答したものの、十分に対応できたと

は言えず、受講生とのコミュニケーション形成では多くの課題を残した。今後リモート教材を利用

する際にこの間の教訓を活かしたい。 

 

Ⅱ 研究活動 

○研究課題 

研究課題を「中小企業の海外へのノウハウ移転の方法に関する実証的研究」として、今年度から



獲得ができた科学研究助成金の運用と並行して個人研究を行う研究設計を設定しできる限り効率

的な研究活動と研究費の利用を目指した。しかしながら、COVID19（コロナ）の影響が長引き、研究

遂行については、研究対象を海外（スウェーデン）での調査を踏まえた研究活動が不可欠であるに

も関わらず、十分な調査は行えていない。そのため日本可能な研究活動を主軸において、現地調査

をより的確に行うために研究内容を修正しながら対応した。スウェーデンへのインターネットを利

用した情報収集なども行う必要があるが十分にはできていない。学務とのバランスをとって研究の

成果を出していきたい。 

 

○目標・計画 

（目標） 

「年１回の学会報告、査読論文の作成を行う」については労務理論学会での学会報告を行い課

題は達成できた。 

（計画） 

10月の企業内教育学会での報告を予定しており、報告の準備を進めていきたい。また、個人研究

と科研費の利用を合わせて、スウェーデンでの調査の機会が生まれれば、現地調査を行う。 

 

○2014年 4月から 2022年 3月の研究業績（特許等を含む） 

（著書） 

・田村豊「生産組織の日本的特徴とその移転可能性－国際比較による日本的生産方法を支える組織

編成の検討－」、清晌一郎編著『日本自動車産業の海外生産・深層現調化とグローバル調達体制－

リーマンショック後の新興諸国でのサプライヤーシステム調査結果分析』、社会評論社、2017 年

3月、pp.337～367 

・田村豊「成長をどのように維持させるか－リーマンショック以降の愛知の自動車部品メーカーの

動向を振り返る－」清晌一郎編著『自動車産業グローバル化の現段階と自動車部品・関連中小企

業－１次・2次・3次サプライヤー調査の結果と地域別部品関連産業の実態』、社会評論社、2016

年 4月、pp.248～284 

（学術論文） 

・田村豊「生産行動における分業と認知機能－ウッデバラ再論－」『労務理論学会誌』第 31・32合

併号 2022年 3月 pp.115～131（査読有） 

・田村豊「中小企業への戦略的育成支援のモデル化とその背景―リフテットにみるスウェーデンの

取り組み―」日本中小企業学会編『中小企業学会論集』第 40号 2021年 7月 pp.229～232 

・田村豊「スウェーデンにおける作業研究と“労働のスウェーデン・モデル”－歴史的検討をふま

えて－」明治大学経営学研究所『経営論集』第 66巻第 22号、2019年 3月 pp.189～213（査読有） 

・田村豊「書評 十名直喜著『現代産業論―ものづくりを活かす企業・社会・地域―』（水曜社、2017

年）」『労務理論学会誌』第 28集、2019年 3月 pp.277～233 

・田村豊、山崎憲昭「「人材ポートフォリオ」と経営労務監査の新たな展開―企業経営の展開と HRM

の戦略化を図るために―」、社会保険労務士会総合研究機構研究報告書、2018 年 9 月（査読有）

pp.1～97 

・田村豊「生産エンジニアと生産職場での分業・連携－国際比較による日本的生産管理を支える生

産編成の検討－」、関東学院大学経済学会研究論集『経済系』第 270号、2017年 1月、pp.29～62 

・田村豊「スウェーデンのリーン企業の生産戦略とリーン生産の広がり－Lyftetの結成と展開－」、

北ヨーロッパ学会編『北ヨーロッパ研究』第 12巻、2016年 7月、pp.13～22（査読有） 



・田村豊「統一論題へのコメント」、労務理論学会編『労務理論学会誌』第 26号、pp.77～86 

・田村豊「リーン生産の導入は何を変化させているのか？－エンジニアに見る日本的人材育成の特

質－」日本労務学会編論文集所収、2015年 9月、pp.486-493 

・田村豊「人的資源管理の視点をどう築くか？－経営労務監査の解説と拡充」、社会保険労務士会総

合研究機構研究報告書、2014年 3月、49頁（査読有） 

・Tamura,Yutaka,“A trial of International Comparison about Management Organizations for 

Lean Production ― Comparison between Sweden and Japan―”, Paper presented in IFSAM, 

2014 3ed Sept. Meiji University, Tokyo, pp.1～17. 

・田村豊「リーン生産の管理組織に関する国際比較の試み―スウェーデンと日本を比較する―」、

2013年 9月、日本経営学会報告 WEB公開論文、2013年 3月 

・田村豊「人的資源管理の新しい視点をどう築く？－ブラック企業問題の広がりと経営労務監査の

ねらい－」、全国社会保険労務士連合会『月刊社労士』2013年 9月号、pp.59～62 

・田村豊「スウェーデン型組織の成り立ち構造－生産組織の編成原理モデル化への試み－」、2013

年社会政策学会誌『社会政策』第５巻第１号、2013年 10月、pp.124～135 

（学会発表） 

・田村豊「生産行動における分業と認知機能－ウッデバラ再論－」労務理論学会第 31 回全国大会

自由論題報告、2021 年６月 25日（on-line 開催） 

・田村豊「中小企業への戦略的育成支援のモデル化とその背景－リフテットにみるスウェーデンの

取り組み－」日本中小企業学会第 40回全国大会自由論題報告、2020年 10月 10日（on-line 開

催） 

・田村豊「企業競争力と労働市場論再考」社会政策学会東海部会、部会報告、2020 年 2 月 15 日、

（於）名古屋経済大学 

 ・田村豊「スウェーデンにおける時間研究―ものづくり競争力の視点から―」産業教育研究会、も

のづくり・技術教育の研究・交流会（第 59回）、2019年 11月 30日、（於）名古屋大学教育学部 

・田村豊「スウェーデンはインダストリー4.0をどのように乗り越えるか？ －スカニアとリフテッ

トを事例として－」北ヨーロッパ学会全国研究会、2019年 11月 16日、（於）龍谷大学 

・田村豊「書評分科会：十名直喜著『現代産業論－ものづくりを活かす企業・社会・地域－』」第 28

回労務理論学会、2018年 9月 10日、（於）同志社大学 

・田村豊「製造技術の視点構築の課題―情報転写論とものづくりの競争力:十名直喜『現代産業論』

をふまえて」経済理論学会東海部会、2018年 6月 30日、（於）愛知東邦大学 

・田村豊「共通論題「アメリカ型 HRMへのオールタナティヴはあるのか」へのコメント」第 26回労

務理論学会、2016年 6月 29日、（於）愛媛大学 

・田村豊「生産エンジニアと生産職場での分業・連携に関する調査結果－国際比較による日本的生

産管理を支える生産編成の検討」東京大学ものづくり研究センター・サプライヤー研究会、2016

年 10月 16日、（於）京都教育会館 

・田村豊「書評 西村 純著『スウェーデンの賃金決定システム―賃金交渉の実態と労使関係の特徴

―』」書評分科会、社会政策学会第 133回秋期大会、2016年 10月 16日、（於）同志社大学 

・田村豊「海外日系企業から見た日本型人材育成モデルの特質と転換」名古屋大学技術教育学研究

室、産業教育学会共催、第 38 回ものづくりと技術教育の研究・交流会、2015 年 2 月 21 日（於）

名古屋大学 

・田村豊 「十名直樹著『ひと・まち・ものづくりの敬愛学―現代産業論の新地平』を読む」経済理

論学会中部部会報告、2015年 5月 22日、（於）愛知東邦大学 



・田村豊 「愛知の自動車産業の現状と海外連携－愛知でのヒアリングから－」東京大学ものづくり

研究所サプライヤー研究会研究報告、2015年 8月 20日、（於）関東学院大学関内メディアセンタ

ー 

・田村豊 「海外日系企業のローカル化とその課題－各工場調査の国際比較から－」東京大学ものづ

くり研究所サプライヤー研究会合宿研究報告、2015年 3月 28日、（於）熱海 

・田村豊 「リーン生産の導入は何を変化させているのか？－エンジニアに見る日本的人材育成の

溶く脂質－」日本労務学会第 45 回全国大会、2015 年 8 月 30 日（於）法政大学市ヶ谷キャンパ

ス 

・田村豊「スウェーデン企業の生産戦略とリーン生産の広がり」北ヨーロッパ学会第 14 回全国研

究大会、2015 年 10月 24日（於）愛知東邦大学 

・Tamura,Yutaka “How work information is transferred, translated and changed on different 

strategic production control : Comparison study Japan and Sweden from organizational 

perspective” , IFSAM 2014 3rd Sept. Meiji University, Tokyo. 

・NOHARA, Hikari, ASAO, Uichi, Tamura,Yutaka, FUJITA, Eishi, ENGSTRÖM, Tomas, MEDBO, Lars,  

“The same problem, the same approach to solve and the different target for the solution” 

22nd , Gerpisa The International Network of theAutomobile, 2014, June 5th, Kyoto 

University, Kyoto. 

・田村豊「労働のスウェーデン・モデルの形成と変容―スウェーデン・モデルの揺るぎ―」 北ヨ

ーロッパ学会第 13回全国大会、2014年 11月 8日、（於）立教大学池袋キャンパス 11号館／マ

キムホール 

（特許） 

（その他） 

 

○科学研究費補助金等への申請状況、交付状況（学内外） 

科学研究費補助金 

・研究代表者：基盤研究(C)（2021～2024年）「中小企業の成長に向けた育成型連携イノベーショ 

ンに関する研究：リフテットからの示唆」研究課題番号：21K01712 

・研究代表者：基盤研究(C)（2016～2018年）「海外日系工場エンジニアの生産立ち上げ過程にお 

ける組織行動に関する比較実証的研究」研究課題番号：16K03827 

・研究代表者：基盤研究(C)（2012～2014年）「工場エンジニアのコンピタンス、組織行動に関する 

日・独・スウェーデン比較研究」研究課題番号：24530502 

・研究代表者：基盤研究(C)（2008～2011年）「生産職場管理中間層の管理行動とローカライゼーシ 

ョンに関する国際比較研究」研究課題番号：20530368 

・研究代表者：萌芽研究（2005～2006年）「『標準作業票』と標準作業の設定による生産管理高度 

化ついての実証的検討」研究課題番号：17653037 

調査 

研究プロジェクト主査（2017～2018年）中部経済産業省「東海地域における近未来産業構造の変化

とものづくりマザー機能を担う中堅・中小企業の将来展望を考える勉強会」 

 

○所属学会 

日本経営学会、北ヨーロッパ学会、労務理論学会、社会政策学会、日本中小企業学会、日本労務学

会 



○自己評価 

 ・研究活動はこの数年コロナなどの影響により十分にできたとはいえず、成果内容も満足のいくもの

とはなっていない。 

・今後、研究活動、学会活動と本務校での業務とのバランスをとり、今後とも積極的に研究活動にとり

くみ社会的に貢献できる研究成果をあげるよう努力していく。 

 

Ⅲ 大学運営 

○目標・計画 

今年度から学部長に就き、学部運営、大学への貢献を行いたい。これまでの学部の展開状況を踏まえ、

中期計画に盛り込まれている経営学部の役割を果たせるよう、業務を進めていく。 

（目標） 

経営学部全体の活発な教育活動を進め、各教員の研究活動を推し進めるよう執行部と協力し業務を

遂行する。また大学の将来構想についても経営学部が貢献できるよう提案などを行っていく。 

（計画） 

ルーチン化された業務計画を着実に実行する。 

 

○学内委員等 

経営学部執行部、人事委員会 

 

○自己評価 

学部長として学部運営に当たった。課題としてかかげた業務のルーチン化については成果をあげる 

ほどには至らなかった。今後はコロナ対応も落ち着きリモートでの業務遂行も安定的に運行できると

考えられる。 

 

Ⅳ 社会貢献 

○目標・計画 

（目標） 

社会動向を踏まえ、要請される調査、研究活動に積極的に参加していく。 

（計画） 

所属学会での活動、中小企業家同友会などとの連携事業を鋭意進める 

 

○学会活動等 

・北ヨーロッパ学会：副会長として理事会等会務の運営 

・労務理論学会：理事として会務参加。日本経済学会連合会への参加 

・労務理論学会：査読者 

 

○地域連携・社会貢献等 

 ・愛知地方労働審議会委員（公益） 

 

○自己評価 

 ・外内業務に会わせ、一応問題のない対応を果たしたと評価している。 

 ・ただし中小企業家同友会との連携は COVID19(コロナ)の広がりもあり十分展開できず、今後積極的



に企業連携推進の立場から進めていきたい。 

 

Ⅴ その他の特記事項（学外研究、受賞歴、国際学術交流、自己研鑽等） 

学部長としての責任を果たし、学生募集、学科運営、自己研鑽など、３つを同時に追っていく必要が

ある。学部間での教育研究活動の促進にも貢献できるよう挑戦していきたい。 

 

Ⅵ 総括 

・学部運営と今後の学部の発展を念頭に置きながら、今後とも学部教育を支えるために研究内容の向上

としっかりと進めたい。 

・ICT 技術が学部教育の質的向上の機会を与えており、学部業務と合わせより未来志向での教育方向を

打ち出し教育の質的向上を図りたい。とくに今後展開が予測される文系と理系との共生と相互利用に

ついては教育的側面だけでなく研究領域でも重要な課題であり個人の研究活動としても積極的に取

り組みが必要な課題である。 

・直近の研究としては科学研究費を使用して研究成果を出していくことが課題となり、学部業務と並行

して研究遂行を図りたい。 

 

以 上 


