
第39回日本物流学会全国大会プログラム 

2022年9月8 日(木) 理事会 

Zoom によるオンライン開催 

2022年9月9日（金）基調講演・会員総会 

Zoom によるオンライン開催 

12時45分～入室開始 

13時00分～      開会の挨拶 実行委員長 名古屋学院大学 商学部 岡本 純 

13時10分～14時00分 基調講演Ⅰ

「持続可能な社会の実現に向けて JILSの活動報告」 

講演者：（公社）日本ロジスティクスシステム協会（JILS）専務理事 寺田 大泉 氏 

14時10分～15時00分 基調講演Ⅱ

「持続可能な物流の実現に向けた人材の確保と育成について」

講演者：（一社）愛知県トラック協会 中部トラック総合研修センター

研修センター長兼研修部長 山岸 育徳 氏

15時10分～16時10分 基調講演Ⅲ

「トラック事業の現状と行政の取組について」

講演者：国土交通省 中部運輸局 自動車交通部長 古橋 由忠 氏

コーディネーター：名古屋学院大学 杉浦 礼子 氏

16時20分～17時30分 会員総会 

2022年9月10日（土）研究報告会 

Zoom によるオンライン開催 

9時00分～入室開始 

9時20分～12時15分 統一論題、自由論題、院生セッション 

13時00分～15時55分 統一論題、自由論題 



第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
統一論題 自由論題 自由論題 院生セッション

福田　晴仁（桃山学院大学） 浜崎　章洋（大阪産業大学） 町田　一兵（明治大学）
相浦　宣徳（北海商科大学）
大野　豊久（日本郵便）

物流持続可能化への必須要件、「地球と人の
環境保全」～グリーン×ホワイト物流トラン
スフォーメーション～

物流業の多角化戦略に関する定量分析－運送
業と倉庫業の全数データを用いた企業規模と
多角化率の関係－

物流労働力の需要予測に向けた食品の買物行
動の規定要因

物流センサスを活用した都市間物流のリード
タイムの現状とその緩和効果に関する分析

菊田　一郎（エルテックラボ） 岡部　牧人（筑波大学大学院） 大門　創（國學院大學）
味水　佑毅（流通経済大学）

瀬谷　啓介（茨城大学大学院）
平田　輝満（茨城大学大学院）

インスタントコーヒーの配送データを活用し
た台風上陸が受注と配送に与える影響の解析
と提言

物流施設の立地状況と物流不動産の立地動向 観光地におけるオンデマンド交通の導入によ
る地域活性化に関する研究

貨物自動車運送事業でのWebアプリ化による
法令遵守支援に関する研究

原　仁（味の素AGF株式会社）
井村　直人（東京大学先端科学技術研究セン
ター）

田中　康仁（流通科学大学） 陳　曦（京都情報大学院大学） 臼井　靖彦（朝日大学大学院）
板谷　雄二（朝日大学）
土井　義夫（朝日大学）

梱包荷姿に依ることなく輸送資源量を決定す
るシステムの開発事例と運用上の課題

越境ネット通販の増大と通関制度の課題－中
国発日本向け貨物を事例として－

コロナ禍における荷動きの変化による物流ビ
ジネスモデルの変容

特定のリンクへの依存度に基づく災害時の輸
送ネットワークの脆弱性評価に関する研究

山田　裕通（株式会社構造計画研究所）
友松　恵子（株式会社構造計画研究所）

宮武　宏輔（流通経済大学）
根本　敏則（敬愛大学）
林　克彦（流通経済大学）
石原　伸志（元東海大学）

鈴木　邦成（日本大学） 深沢　隆大（福島大学大学院）
石川　友保（福島大学）

統一論題 自由論題 自由論題 院生セッション

福田　晴仁（桃山学院大学） 浜崎　章洋（大阪産業大学） 町田　一兵（明治大学）
相浦　宣徳（北海商科大学）
大野　豊久（日本郵便）

ネット通販の自宅以外での受取に影響を与え
る情報提供に関する研究

新「地球温暖化対策計画」における物流分野
の対策の検討

中日における当日配送サービスに関する発展
の一考察　－当日配送の沿革と現状について

高速道路におけるダブル連結トラックの運行
データの解析

清水　真人（大東文化大学）
土井　義夫（朝日大学）
岩尾　詠一郎（専修大学）

近江　貴治（久留米大学） 馬　然（大阪産業大学） 西宮　悠生（東京海洋大学大学院）
渡部　大輔（東京海洋大学）
兵藤　哲朗（東京海洋大学）

ラストワンマイル配送のコストと価値 自家用有償旅客運送での貨客混載の成立条件 Port Community System の運営形態に関する
基礎的研究－国際比較を通して－

トラック輸送におけるパレット化がCO2排出

量に及ぼす影響に関する研究

秋川　卓也（日本大学） 原田　峻平（岐阜大学）
宮武　宏輔（流通経済大学）

飯田　純也（(一財)みなと総合研究財団、京
都大学経営管理大学院）
中沢　優也（国土交通省）

谷田　渓（東京海洋大学大学院）
黒川　久幸（東京海洋大学）

統一論題 自由論題 自由論題 自由論題

岩尾　詠一郎（専修大学） 三浦　康弘（東忠ソフト） 杉浦　礼子（名古屋学院大学）  桑　海侠（京都橘大学）

トラックドライバー不足に戦略的な対応を行
うための政策シミュレーションの試み

ロシアのウクライナ侵攻の北極海航路への影
響について

北海道オホーツク地域を対象とした3地域間
産業連関表の作成とサプライチェーン分析へ
の応用

ブロックチェーン技術の導入による海上サプ
ライチェーンの課題解決の適用に関する検討

土屋　知省（東京海洋大学）
黒川　久幸（東京海洋大学）

合田　浩之（東海大学） 平出　渉（株式会社ドーコン、北海商科大
学）
阿部　秀明（北海商科大学）

謝志宏（国立陽明大通大学）
陳穆臻（国立陽明大通大学）
町田　一兵（明治大学）

高速道路におけるトラック隊列走行・自動運
転に対応した物流拠点の整備に関する研究

トラック輸送における生産性向上のための実
車率の活用に関する研究

トラック予約受付システムの導入と制度的圧
力及び経済性要因との関係：加工食品卸売業
者の導入事例を用いた質的比較分析（QCA）
に基づく考察

内陸コンテナ輸送のサプライヤー選択に階層
分析法を使用

渡部　大輔（東京海洋大学）
平田　輝満（茨城大学）
坂井　孝典（東京海洋大学）
根本　敏則（敬愛大学）
兵藤　哲朗（東京海洋大学）

黒川　久幸（東京海洋大学）
上村　聖（城西大学）
土井　義夫（朝日大学）
久保田　精一（合同会社サプライチェーン・
ロジスティクス研究所）

木島　豊希（関東学院大学） 陳穆臻（国立陽明大通大学）
呂佳築（国立陽明大通大学）

トラック運送事業におけるデジタル化の現状 ニッチ型物流プラットフォームの成長/収益
メカニズムについての一考察

土井　義夫（朝日大学）
上村　聖（城西大学）
黒川　久幸（東京海洋大学）
久保田　精一（合同会社サプライチェーン・
ロジスティクス研究所）

町田　一兵（明治大学）
菊池　一夫（明治大学）
大下　剛（千葉商科大学）

自由論題 自由論題 自由論題

岩尾　詠一郎（専修大学） 三浦　康弘（東忠ソフト） 杉浦　礼子（名古屋学院大学）

トラックドライバーの作業分析に関する一検
討

現場から見たCOVID-19がサプライチェーンに
与えた影響についての一考察

生産・輸送途絶の影響評価のための自動車産
業グローバルサプライチェーンモデルの構築

麻生　敏正（東京海洋大学） 石原　祐介（東洋メビウス株式会社） 小野　憲司（国立研究開発法人海上・港湾・
航空技術研究所 港湾空港技術研究所、京都
大学経営管理大学院）
赤倉　康寛（国土技術政策総合研究所港湾シ
ステム研究室）

ロジスティクス・クラスター形成のメカニズ
ム：システマティック・リテラチャー・レ
ビューに基づいて

時間外労働の上限規制が宅配業界に与える影
響

オフィスビルにおける仮置き荷物量のモデル
化

李　瑞雪（法政大学） 大下　剛（千葉商科大学） 濵野　百恵（清水建設株式会社技術研究所）

※発表時間20分、質疑応答10分
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14:50
│

15:20

入替時間（15:55～16:00）

11
16:00
│

16:30

入替時間（15:20～15:25）

10
15:25
│

15:55

休憩（14:40～14:50）

11:45
│

12:15

昼食休憩（12:15～13:00）
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│
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入替時間（13:30～13:35）
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13:35
│

14:05

入替時間（14:05～14:10）

8
14:10
│

14:40

休憩（11:00～11:10）
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