
日本物流学会 第 35回全国大会 プログラム 

統一論題 「ロジスティクスからの価値創造」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■ 開催期間  2018年 9月 29日（土）～30日（日） 

       ＜理事会：9月 28日（金）午後 5時から＞ 

■ 会  場  明治大学 駿河台キャンパス 「リバティタワー」校舎 

           東京都千代田区神田駿河台１－１ 

       ＜理事会：駿河台キャンパス 紫紺館３階 Ｓ３会議室＞ 

 

■ 開催日程  第１日目 ＜9月 29日（土）＞  

受付開始：午前９時３０分 リバティタワー１階 ロビー 

10:00-12:10 講演・シンポジウム：リバティタワー１階 リバティホール 

   「ビジネス領域におけるロジスティクスからの価値創造」 

パネリスト：株式会社ダイフク 技監 辻本方則氏 

三菱ケミカルエンジニアリング株式会社  

生産・ロジスティクス事業部次長 松川公司氏 

株式会社ジップ 代表取締役副社長 三鍋英治氏 

シーオス株式会社 代表取締役社長 松島 聡氏 

13:30-15:40 招待講演：リバティタワー１階 リバティホール 

講演者：Anshuman Basu氏、Association of Supply Chain Professionals 

「インドにおけるサプライチェーンの現状―課題と今後の展望」 

    Soroosh Saghiri氏、Cranfield University 

   「オムニチャネル・ロジスティクス/ＳＣＭの研究と戦略実践」 

    16:00-16:50 会員総会：リバティタワー１階 リバティホール 

  17:00-19:00 懇親会：リバティタワー２３階 岸本辰雄ホール・宮城浩蔵ホール 

 

第２日目 ＜9月 30日（日）＞ 

 受付開始：午前９時 リバティタワー１４階  

   9:30-15:30 研究報告会：リバティタワー１４階（５分科会場） 

第１会場 1143教室, 第２会場 1145教室, 第３会場 1146教室 

第４会場（英語ｾｼｮﾝ、他）1141教室,  第５会場（院生ｾｯｼｮﾝ）1148教室 

 ＊「会員控室」として、２日目はリバティタワー１４階 1144教室を自由にご利用下さい。 

 ＊「昼食」：初日は、学内の食堂施設が利用できます。２日目は、12:10-13:20を昼休みと

しますが、学内の食堂施設は休業ですので、日本物流学会ＨＰのランチマップもご覧の

上、大学周辺の店舗等をご利用下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研究発表会場での報告時間は 20分、質疑応答など 10分です」 

  

時間帯
第１会場  1143教室

物流の新たな価値創造

第２会場　1145教室

道路貨物輸送と倉庫

9:30～10:00

「リソースとケイパビリティからロジスティクスの環境経営を考え

る」

川村明世(神戸大学大学院)

「トラック運送事業者からみた国内フェリー・RORO船の活

用策」

土井義夫、板谷雄二、小畠信史、荒深友良

（朝日大学）

10:00～10:30

「物流危機を克服するための新しい企業間連携が生み出

す価値に関する一考察」

内田明美子、芝田稔子

（株式会社湯浅コンサルティング）

「物流共同化事例研究―貨客混載を中心に」

陳曦（大阪産業大学）

10:30～10:40

10:40～11:10
「物流業界におけるテレワーク推進に関する一考察」

大原　みれい（株式会社日通総合研究所）

「地域物流における生産性向上への取り組みに関する一

考察～富良野地域を事例として～」

永吉大介（富良野通運株式会社）

相浦宣徳（北海商科大学）

11:10～11:40

「ロジスティクス、サプライチェーンと価値共創」

 庄司真人（高千穂大学）

小川智由（明治大学）

「トラック事業者の収益性を高めるための荷主との連携に関

する研究」

黒川久幸（東京海洋大学）

久保田精一（サプライチェーン・ロジスティクス研究所）

林　克彦（流通経済大学）

11:40～12:10
「パリ協定後の物流における温暖化対策の動向と評価」

近江貴治（中村学園大学）

[コストセンターからプロフィットセンターへ]

上原修

(特定非営利活動法人日本サプライマネジメント協会)

12:10～13:20

13:20～13:50
「3PLにおける顧客ロイヤルティに関する実証研究」

大下剛（明治大学大学院）

「物流センターにおけるIoT時代の情報セキュリティ管理」

鈴木邦成(日本大学)

13:50～14:20

「日本物流学会における物流研究の動向    ―謝辞分析

によるアプローチ― 」

菊池一夫（明治大学）

大下剛（明治大学大学院）

陳穆臻CHEN, MU-CHEN（台湾国立交通大学）

町田一兵（明治大学）

「倉庫内作業プローブシステムを用いたチームの生産性に

関する基礎分析」

麻生敏正、黒川久幸(東京海洋大学)

上村聖（城西大学）

14:20～14:30

14:30～15:00

「小売業における宅配ビジネスの現状と課題に関する研

究」

森隆人、寺地弘陽（東京海洋大学大学院）

黒川久幸（東京海洋大学学術研究院）

川島孝夫（前東京海洋大学）

「物流センサスを用いた貨物トラックによる隊列車両マッチン

グのポテンシャル推計」

平田輝満（茨城大学）

阿部柊人（青森県庁）

15:00～15:30

「サプライ・チェーンの統合における内部統合と外部統合の

関係に関する再考」

木島豊希（公益財団法人流通経済研究所）

「自動車部品物流センターにおけるオペレーションの現状と

課題」

恩田登志夫（横浜商科大学）

◆9月30日（日）自由論題・英語セション・院生セッション（会場：明治大学）

昼　　食

休　　憩

休　　憩



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研究発表会場での報告時間は 20分、質疑応答など 10分です」 

 

※会員控室（1144 教室）に株式会社ダイフク様、株式会社日通総合研究所様、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会様

など、協賛企業・団体による出展があります。 

第３会場　1146教室

国際及び特定地域物流

第４会場　1141教室

英語セッション及びその他

第５会場　1148教室

院生セッション

「九州の国際物流から見た一帯一路　－中欧鉄道と北東

アジアシームレス物流との融合」

福山秀夫（株式会社ジェネック）

”Considering the car sharing as the

perspective of public transportation services”

町田一兵（明治大学）

「物流におけるビッグデータの活用に関する研究」

蒲洋（流通経済大学大学院）

「貿易統計CIF／FOB比率による国際海上バルク輸送の

コスト分析」

小坂浩之（海上技術安全研究所）

鹿島茂（中央大学理工学部）

”Service Design for Sharing Economy Based

Logistics”

陳穆臻CHEN, MU-CHEN

羅巧容（台湾国立交通大学）

「シンガポールにおけるネット通販と宅配便の現状と課題　-

その特徴と日本への示唆-」

須藤貞明（流通経済大学大学院）

林克彦（流通経済大学）

「極東地域における物流ネットワークの将来展望に関する

研究」

馬場勇一、西澤悟

（株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル）

伊津野範博（熊本学園大学）

”A Study on Improvement of Role in Logistics

of Inland Hub Base in China”

王柏荀 Wang, Bai-Xun（中国西安欧亜学院）

町田一兵（明治大学）

「中国越境電子商取引における国際物流

に関する研究」

李　佳凝（大阪産業大学大学院）

「北海道のトラック運送事業における人材不足の状況と課

題　　　~北海道物流実態調査から～」

相浦宣徳（北海商科大学）

斉藤博之（北海道物流開発株式会社）

玉島雅基（(一財)北海道運輸交通研究センター）

不動直樹（幸楽輸送株式会社）

山本武（(一財)北海道運輸交通研究センター）

”A Study on the Performance Trends of

Samsung SDS Logistics Platform by

Technological Innovation”

洪承麟(Seung-lin, Hong)（韓国漢城大学校）

崔元碩（中源大学校）

Jeong-Soo（ShonKookmin University）

「中国のニューリテール企業とロジスティクス・イノベーション」

王亦菲（法政大学）

「ユーラシア大陸横断鉄道コンテナ定期輸送とロジスティク

ス・クラスター形成：「中欧班列」のインパクト」

金　艶華（神奈川大学）

李瑞雪（法政大学）

「インターネット通販におけるラストマイル配送  ―消費者視

点による探索的研究―」

劉亜氷（明治大学）

「電子商取引におけるロジスティクス情報化推進に関する

考察」

チョウシテイ、滑川光裕

（嘉悦大学大学院）

「基礎自治体における緊急支援物資ロジスティクスの準備

実態に関する調査研究」

秋川卓也（日本大学）

 「災害廃棄物の回収時間を最小化するための一次集積

所の適正配置」

松浦史哉、開沼泰隆（首都大学東京）

「インド物流事情の紹介」

坪井竹彦（東芝ロジスティクス株式会社）

「中心市街地に位置するアーケード型商店街の端末物流

活動が交通に与える影響に関する研究　～栃木県宇都

宮市をケーススタディとして～」

齋藤輝（宇都宮大学大学院）

長田哲平、大森宣暁（宇都宮大学）

「ピッキング作業者の意識及び行動特性と生産性の現場

間比較」

上村聖（城西大学）

黒川久幸、麻生敏正（東京海洋大学）

「小売業におけるソーシャルCRMに関する研究」

雷暁葉（明治大学大学院）

菊池一夫（明治大学）

「サクラエビ市場構造と今後の課題」

岡田夕佳（東海大学）

「オムニチャネルの顧客経験の影響要因についての考察」

呉夢茹（明治大学大学院）

菊池一夫（明治大学）

休　　憩

昼　　食

休　　憩



■ 日本物流学会第 35 回全国大会（2018年）、大会参加費、懇親会費 

 8月 20日までの事前振込 8月 21日以降の振込、当日払い 

大会参加費 ：正会員 

：凖会員 

：非会員 

懇親会費（全員一律） 

6,000円 

2,000円 

8,000円 

5,000円 

7,000円 

3,000円 

9,000円 

6,000円 

払込口座記号・番号： 00190-1-792096 （ゆうちょ銀行） 

加入者名： 日本物流学会第３５回全国大会実行委員会 

＜9月 15日以降の振込みはできませんので、当日、受付にて現金でお支払い下さい＞ 

 

■ 連絡先   日本物流学会第３５回全国大会実行委員会 

        E-mail: jls35@meiji.ac.jp 

 

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html 

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html 

＜明治大学駿河台キャンパス最寄駅＞ ＪＲ中央・総武線：御茶ノ水 

地下鉄各線：御茶ノ水、新御茶ノ水、神保町  

mailto:jls35@meiji.ac.jp

