2016年9⽉2⽇(⾦)

第33回⽇本物流学会全国⼤会(会場:北海商科⼤学)

第1会場・統一論題
司会：岸

9:10〜10:30
髙橋
1 久保

愛典（近畿⼤学）、浜崎

章洋（⼤阪産業⼤学）、

⽥中

章（久保総合技術研究所）、

邦宏(北海道⼤学)

⼤都市圏郊外における買い物弱者問題の⼀断⾯
〜泉北ニュータウン⾚坂台住区での実態調査から〜

康仁（正会員：流通科学⼤学）

2 海⽼原

(2201教室)

寛⼈（（⼀財）運輸総合研究所）

⼭間地域における⽣活必需品の配送のあり⽅に関する研究

地域における⾷供給システムの多様化と課題

3 菊池 宏之(東洋⼤学)

〜接近型⼩売業としての移動販売システムと課題〜

布施純(国⼟交通省北海道開発局札幌開発建設部札幌道路
4

事務所)、服部彰治(札幌⼤通まちづくり株式会社)、⼭本郁

道路パフォーマンス向上に向けた新たなエリアマネジメントとしての

淳(北海道モビリティデザイン研究会（株式会社ドーコ

共同配送社会実験の取り組み

ン）)、 相浦宣徳(北海商科⼤学）

司会：東本

10:40〜11:40

靖史(⽇本データーサービス(株))

⻫藤 博之(北海道物流開発)、⽟島 雅基(物流産業新聞
1

社)、⽥邊 慎太郎（マーベルサプライ）、相浦 宣徳

北海道における路線バス型共同配送システムの可能性〜新しい協働流

（北海商科⼤学）

通システムの構築による道産⾷品の販路拡⼤事業を通じた考察〜

髙野

眞司、澤⽥

誠（国⼟交通省北海道開発局建設部道

2 路計画課）、⼩⼭

茂（札幌⼤学）、

浅野

基樹（⼟⽊研究所寒地⼟⽊研究所）

渡邉

周市、永井

3 計画課）、⼩⼭
浅野

智之（国⼟交通省帯広開発建設部 道路
茂（札幌⼤学）、

基樹（⼟⽊研究所寒地⼟⽊研究所）

2

3

〜企業間取引情報を⽤いた道東道直結の効果分析を事例に〜
⾼規格幹線道路整備（北海道横断⾃動⾞道・帯広広尾⾃動⾞道）によ
る物流の効率化、⼗勝地域の中継拠点化について

司会：⿊川

13:00-14:00

1 清⽔

北海道における⾼規格幹線道路網整備による物流ストック効果の発現

真⼈、峯

猛（㈱⽇通総合研究所）

久幸(東京海洋⼤学)

マクロデータから⾒た物流量と地域経済活動の関係に関する⼀考察

加藤

博敏（⼀般財団法⼈運輸総合研究所）、

⻑距離貨物輸送の物流労働⽣産性指標の提案とその活⽤〜北海道・九

相浦

宣徳（北海商科⼤学）、根本

州発の⻑距離輸送をケースとして〜

敏則（⼀橋⼤学）

平出 渉(株式会社ドーコン)、阿部 秀明(北海商科⼤学)

北海道の移出・移⼊における鉄道貨物輸送の貢献度と北海道新幹線に

、相浦 宣徳(北海商科⼤学)

よる貨物輸送の効果

14:10-17:20

(会場: 305教室)

シンポジウム「熊本地震の実態からみた災害ロジスティクスの課題」

司会： ⽮野裕児（流通経済⼤学）、男澤智治（九州国際⼤学）、⽮野裕之（⽇通総研）、
⿂住和宏（味の素物流）、根本敏則（⼀橋⼤学）、苦瀬博仁（流通経済⼤学）

2016年9⽉2⽇(⾦)

第33回⽇本物流学会全国⼤会(会場:北海商科⼤学)

第2会場・自由論題

1

2

9:10〜10:30

司会：斎藤

⾦

ロジスティクス・クラターの⽣成メカニズムに関する⼀考察〜成都⻘⽩

艶華 (神奈川⼤学経済貿易研究所）、

李 瑞雪(法政⼤学)

寺嶋

実(神奈川⼤学)

江物流団地の事例に基づいて〜

正尚（産業能率⼤学）、桐⽣

進（⼤⽥花卉 切り花におけるサプライチェーンの効率化に関する研究〜トラックの積

花の⽣活研究所）

3 ⽊島

4

(2202教室)

み降ろし作業の視点から〜

豊希（流通経済研究所）

⼩売業におけるサプライ・チェーンの統合に関する研究

上原 修(⽇本サプライマネジメント協会、仏

ヨーロッパの地⽅創⽣事例：パリ⼀極集中から地⽅都市の持続的成⻑へ

ESSEC商科⼤学院)

転換

10:40〜12:00

司会：⽯原

伸志(東海⼤学)

⽥中 淳((⼀社)寒地港湾技術研究センター)、

1

早川 篤(国⼟交通省北海道開発局)、⿊川 忍(国⼟交通省
北海道開発局)、千葉 博正(札幌⼤学)、 相浦 宣徳(北海

北海道における国際海上コンテナ貨物の流動実態

商科⼤学)

2

3

⼩坂 浩之(海上技術安全研究所)、⿅島 茂(中央⼤
学理⼯学部)

⾚倉

康寛、佐々⽊

所）、⼩野

友⼦（国⼟技術政策総合研究 ⽶国⻄岸港湾の労使交渉に伴う混乱の東アジア−⽶国間海上コンテナ輸

憲司（京都⼤学）

4 合⽥ 浩之(⽇本郵船株式会社)

送への影響分析

北⻄航路（北極海航路）の回顧と展望

司会：伊津野 範博(㈱⽇通総合研究所)

13:00-14:00
⼤⼭

貿易統計による国際海上輸送コストの推計と特性分析

裕司（国⼟交通省北海道開発局港湾空港部港

1 湾計画課）、⼩川原

享志（国⼟交通省北海道開発 釧路港における穀物の輸⼊の効率化に関する取り組みへの考察

局港湾空港部港湾計画課）

2

中泉

昌光（国⽴研究開発法⼈港湾空港技術研究

所）
坂本 将吾(電⼒中央研究所(前運輸政策研究所))、

3 嶋本宏征(㈱建設技術研究所)、
魏 鍾振(東亜⼤学)

⽔産物の輸出促進における物流機能に関する研究

海外展開する⽇系物流企業の売上と事業条件の関係性に関する分析〜海
外現地法⼈を対象に〜

14:10-17:20

(会場: 305教室)

シンポジウム「熊本地震の実態からみた災害ロジスティクスの課題」

司会： ⽮野裕児（流通経済⼤学）、男澤智治（九州国際⼤学）、⽮野裕之（⽇通総研）、
⿂住和宏（味の素物流）、根本敏則（⼀橋⼤学）、苦瀬博仁（流通経済⼤学）

2016年9⽉2⽇(⾦)

第33回⽇本物流学会全国⼤会(会場:北海商科⼤学)

第3会場・自由論題

司会：中 光政(東京経済⼤学)

9:10〜10:30

1

2

⿇⽣ 敏正(東京海洋⼤学)、⿊川 久幸(東京海洋⼤学)、 スマートフォンを⽤いた倉庫内作業プローブシステムにおける要素
上村 聖(城⻄⼤学)、東 聖也(株式会社 オンザリンクス) 作業推定に関する⼀検討

上村 聖(城⻄⼤学) 、⿊川 久幸(東京海洋⼤学)、⿇⽣
敏正(東京海洋⼤学)

3 ⼩畠

4

秋⽥

信史、⼟井

直也（神⼾⼤学）、⼩⾕

中

〜2015年調査からの⽰唆〜

通泰（神⼾⼤学）、⽥

康仁（流通科学⼤学）、⻑坂

悦敬（甲南⼤学）

邦成（⽇本⼤学）、相浦

2 近江

貴治（中村学園⼤学）

4

1

2

3

運送事業者の事業環境からみたトラック運⾏データの企業経営への
活⽤実態

司会：⽮野

1 鈴⽊

秋川

作業者の意識及び⾏動特性と物流 KPI の関係性にする研究

地域トラック運送事業者の費⽤計算の問題点

義夫（朝⽇⼤学）

10:40〜12:00

3

(2203教室)

卓也、⼆武

宣徳（北海商科⼤学）

拓也、平野秀⽃、鈴⽊

裕児(流通経済⼤学)

リバースロジスティクスネットワークの構築におけるダークストア
の活⽤

地球温暖化対策計画における物流分野CO2削減策の妥当性の検討

暁（⽇本⼤

学）

返品商品のバイオマスエネルギー利⽤に関する検証

浜崎 章洋(⼤阪産業⼤学)、藤原 廣三(関⻄物流共同化

中⼩アパレルメーカー6社のチェーンストア向け物流共同化に関する

ネットワーク)、成⽥ 暢⾏(扇町運送株式会社)

事例研究〜3PL事業者による共同化の取り組み〜

13:00-14:00

司会：福⽥

⿂住 和宏(味の素物流㈱理事・神奈川⼤学経済学部⾮常
勤講師)

王

柏荀 (⻄安国際港務区管理委員会ポスドクプログラ

ム)

中村

晴仁(⻄南学院⼤学)

味の素㈱の事例に⾒る「モーダルシフト」の今後の⽅向性と課題

「⻑安」国際貨物列⾞の商品供給源ソリューション：国際貿易に基
づく分析

理史（㈱ジェイアール貨物・リサーチセン

ター）、相浦

宣徳（北海商科⼤学）

貨物鉄道に対する英国の補助政策に関する研究

14:10-17:20

(会場: 305教室)

シンポジウム「熊本地震の実態からみた災害ロジスティクスの課題」

司会： ⽮野裕児（流通経済⼤学）、男澤智治（九州国際⼤学）、⽮野裕之（⽇通総研）、
⿂住和宏（味の素物流）、根本敏則（⼀橋⼤学）、苦瀬博仁（流通経済⼤学）

2016年9⽉2⽇(⾦)

第33回⽇本物流学会全国⼤会(会場:北海商科⼤学)

第4会場・自由論題
司会：丹下

9:10〜10:30

1

2

⾦澤 ⼀英（愛知みずほ⼤学⾮常勤講師/ファイナンシャ
ルプランナー）

⼟井

義夫、板⾕

雄⼆、⼩畠

荒深

友良（朝⽇⼤学）

信史、

4 橋本

孝治（⽬⽩⼤学経営学部経営学科）、
雅隆（明治⼤学専⾨職⼤学院 グローバル・ビジネ

1 桑 海侠(名古屋⼤学)、百合本 茂(流通経済⼤学)

健⼀郎（広島⾼専）、新⾕

⻑

浩⼀（東海⼤学）

達也（ 三井倉庫ロジスティクス㈱）、

前⽥

4 ⽮野

正隆（ 北海三井倉庫ロジスティクス㈱）

2

菊地

直⼈（福島⼤学⼤学院）、⽯川

克彦(流通経済⼤学)

流通政策およびサプライチェーン・マネジメントのための需要予測

買い物弱者対策としての移動販売⾞の販売経路に関する基礎研究〜
⼤崎上島を事例として〜

北海道内「共同倉庫＆ 共同宅配」プラットフォーム

司会：橋本
友保（福島⼤

学）

雅隆(明治⼤学)

中⼭間地域における買物⽀援に対する住⺠意識に関する⼀考察〜福
島県⼤⽟村を事例として〜

舒 陽（流通経済⼤学⼤学院）、増⽥ 悦夫(流通経済⼤
学）

3 王

〜再春館製薬と霧島酒造が⼿掛ける地域活性化事例〜

地理空間情報の分析におけるR⾔語の活⽤可能性に関する⼀考察

裕之（⽇通総合研究所）

13:00-14:00

1

地域に根付いた経営資源の活⽤による地⽅創⽣モデルに関する考察

司会：林

10:40〜12:00

3

トラック運送事業経営者のパーソナリティと志向性

物流業界における⼥性活躍推進に関する⼀考察

ス研究科）

2 永岩

博⽂(愛知学院⼤学)

地域物流市場からみた店舗納品における商慣⾏の現状

3 ⼤原 みれい(株式会社⽇通総合研究所)

加藤

(2204教室)

靖涵（流通経済⼤学⼤学院）

宅配便の配達時間帯におけるミスマッチ軽減策について

中国における貨物⾞による⼤気汚染の現状と課題

14:10-17:20

(会場: 305教室)

シンポジウム「熊本地震の実態からみた災害ロジスティクスの課題」

司会： ⽮野裕児（流通経済⼤学）、男澤智治（九州国際⼤学）、⽮野裕之（⽇通総研）、
⿂住和宏（味の素物流）、根本敏則（⼀橋⼤学）、苦瀬博仁（流通経済⼤学）

