
＜第1会場＞
（202教室）

＜第2会場＞
（201教室）

＜第3会場＞
（203教室）

＜第4会場＞
（204教室）

＜第5会場＞
（301教室）

＜第6会場＞
（311教室）

＜第7会場＞
（305教室）

＜第8会場＞
（306教室）

時間

統一論題
ＩｏＴ時代の生産管理

生産マネジメント・モノづくり 生産マネジメント・モノづくり 人材育成・現場改善 企業経営・経営戦略 企業経営・経営戦略 その他 その他

1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1

15:00 タイトル 経営戦略にもとづくIoTとPLMの有
機的結合の具現化

高付加価値メーカーに共通する特
徴、調査研究のまとめ01

鉄道車両生産におけるプラット
フォーム化と生産習熟化に関する
研究

農商工連携商品開発人材育成プ
ログラムの開発

持続可能性の視点のグローバル
サプライマネジメント

社会環境変化の下での企業経営と
女性のキャリア開発

時間依存価格割引を考慮した非対
称情報サプライチェーン・コーディ
ネーションの解法

～ 研究者 愛知工業大学　福澤和久
愛知工業大学　石井成美

福井県立大学　佐武弘章 東京都市大学　阿部雅之
岡山大学　　　　村田厚生

創和マネジメント　梅村　彰 NPO)日本サプライマネジメント協
会
　　　　　　　　　　　　　　　上原　修

名古屋工業大学　大澤 美紀
名古屋工業大学　小竹暢隆

松本大学　田中正敏

15:30 司会 ㈱セキデン　坂倉貢司 八代技術士事務所 　八代　弘 金沢星陵大学　石川 敦夫 テクノバ㈱　弘中泰雅 岐阜女子大学　楓 森博 愛知工業大学　大平一哉 東海学園大学　山田裕昭
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2

15:30 タイトル IoT時代における光信号の遠隔監
視の実証研究

高付加価値メーカーに共通する特
徴、調査研究のまとめ02

製品プラットフォーム化におけるサ
プライチェーンに関する研究

日本サービス業における従業員の
問題意識に関する研究

IoTの活用による事業強化 機能性材料事業の技術経営 デジタルマニュファクチャリングの
生産業務における活用手法の検討

～ 研究者 太平洋工業㈱　原善一郎
愛知工業大学　石井成美

福井県立大学　佐武弘章 東京都市大学　阿部雅之
岡山大学　      村田厚生

愛知工業大学
                  アブリミテイ マイラー
愛知工業大学　史文珍
愛知工業大学　近藤高司

千葉工業大学　山本典生
千葉工業大学　森　雅俊

チカミミルテック㈱ 　近森洋二
高知工科大学　那須清吾

首都大学東京　李思雨
首都大学東京　渋谷正弘
北海道立総合研究機構 飯田憲一
北海道科学大学　三上行生

16:00 司会 ㈱セキデン　坂倉貢司 八代技術士事務所 　八代　弘 金沢星陵大学　石川 敦夫 テクノバ㈱　弘中泰雅 岐阜女子大学　楓 森博 愛知工業大学　大平一哉 東海学園大学　山田裕昭 ㈱アイリーシステム　入江安孝

1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-1
16:00 タイトル 画像処理を活用した包装工程の品

質向上
山林間伐材の回収および輸送を目
的としたロボティクス機械の開発

品質重視のものづくり経営に関す
る研究

中小企業における階層別人材育
成・教育プログラムの実行性・有用
性の検証

部分最適化を考慮したサプライ
チェーンの考え方について

短期的利益最大化戦略企業とプロ
セス思考企業の中長期的な利益に
関する小考

テキストマイニングを用いたアン
ケート分析

中国電子商取引の現状におけるア
リババの物流戦略に関する研究

～ 研究者 東京理科大学　藤川裕晃 広島工業大学　土井正好 愛知工業大学　汪　洋
愛知工業大学　史文珍
愛知工業大学　近藤高司
東海学園大学　山田裕昭

MOプランニング　大前 駿二 宇部工業高等専門学校 挾間雅義
松本大学                 　田中正敏

大阪学院大学　石倉弘樹 淑徳大学　齊藤鉄也 福岡工業大学　劉雅斐
福岡工業大学　李東祺
福岡工業大学　赤木文男

16:30 司会 愛知工業大学　石井成美 ドライM.O.　美濃浦比佐雄 福岡工業大学　小林　稔 テクノバ㈱　弘中泰雅 千葉工業大学　森　雅俊 愛知工業大学　大平一哉 高知工科大学　上村一平 関西学院大学　岡村俊一郎
1-4 2-4 3-4 5-4 7-4 8-2

16:30 タイトル SCMにおけるケアレスミス低減 CFRP産業におけるクラスターと中
小企業に関する研究

部品仕込製品受注生産における生
産座席を用いた受注方法の提案

生産財部品メーカーの成長戦略 中山間地域における情報通信基盤
網の事業継続に関する一考察

観光産業のイノベーション

～ 研究者 ㈱セキデン　坂倉貢司 名古屋工業大学  都竹俊貴
名古屋工業大学  小竹暢隆

早稲田大学　翁嘉華
早稲田大学　赤坂信吾

広島市立大学　李在鎬 ダックケーブル㈱　上甲富士雄 中小企業診断士　國島正浩

17:00 司会 愛知工業大学　石井成美 ドライM.O.　美濃浦比佐雄 福岡工業大学　小林　稔 千葉工業大学　森　雅俊 高知工科大学　上村一平 関西学院大学　岡村俊一郎

※大学院は「〜大学」までの表記とした。また、法人は略称での表記とした。

日本生産管理学会第45回全国大会プログラム
3月4日（土）午後

'学会初心者・院生のための
　　　　特別講座

論文の要件
名古屋工業大学　小竹暢隆

英文論文のポイント
大阪学院大学　石倉弘樹

論文の体裁チェック
長崎園芸種苗㈱　渡瀬一紀



＜第1会場＞
（202教室）

＜第2会場＞
（201教室）

＜第3会場＞
（203教室）

＜第4会場＞
（204教室）

＜第5会場＞
（301教室）

＜第6会場＞
（311教室）

＜第7会場＞
（305教室）

＜第8会場＞
（306教室）

時間

統一論題
ＩｏＴ時代の生産管理

新しいコト・ヒト・モノづくりのイノ
ベーション

生産マネジメント・モノづくり 人材育成・現場改善 企業経営・経営戦略 企業経営・経営戦略 その他 その他

1-5 学会賞記念講演（1） 2-5 3-5 4-4 5-5 6-4 7-5 8-3

9:30 タイトル マッチング・ビジネスが変える企業
戦略-情報化社会がもたらす企業
境界の変化-

産業廃棄物処理業における環境配
慮の取組に関する基準の適用

動的セルスケジューリングにおける
グループ化の効果とグループ段取
りジョブ数の影響

発表会を利用して生産指向マイン
ドを作る

組織開発の代表的モデルによる実
施対象分野の特定因子の同定に
ついて

The Responsibility of Stakeholders
in Economic and Business Ethics

地域が主体となる木質バイオマス
エネルギー事業の導入と存続に向
けて

情報通信技術を活用した作業習熟
効果に関する研究

～ 研究者 国士舘大学　税所哲郎 八代技術士事務所 　八代　弘 大阪工業大学　角村優姫
大阪工業大学　本位田光重

テクノバ㈱　弘中泰雅 創価大学　河口真一郎 高松大学　岡本丈彦 名古屋工業大学　原田優花子
名古屋工業大学　小竹暢隆
名古屋工業大学　徳丸宣穂

東海学園大学　山田裕昭
名城大学　　　　福田康明

10:00 司会 ㈱経営技術研究所　藤井春雄 京都情報大学院大学　柏原秀明 ＳＤＣ検証審査協会 　鈴木宣二 SDC検証審査協会　石井敏夫 愛知工業大学　岡崎一浩 愛知工業大学　藤井勝紀 C.O.ジェイテス　大塚淳子
2-6 3-6 4-5 5-6 6-5 7-6 8-4

10:00 タイトル 在庫縮減とキャッシュフローの関係
についての一考察

ロットサイズスケジューリング問題
についての一考察

派遣サービスの今後の活用につい
ての考察

情報サービス企業の生存期間に関
する要因の検討

Corporate Social Responsibility
(CSR) and Shareholder’s Value
-Theoretical comparison between
stakeholder theory and positive
agency theory-

富山市の公共交通政策に関する
研究

中国における新エネルギー自動車
に関する研究

～ 研究者 愛知工業大学　田村隆善 福岡工業大学　劉超
福岡工業大学　小林　稔
福岡工業大学　宋宇

法政大学　池内文枝 宇部工業高等専門学校 松野成悟
宇部工業高等専門学校 挾間雅義
宇部工業高等専門学校 内田保雄
広島大学　　　　　　　　　伊藤孝夫

関西学院大学　岡村俊一郎 名古屋工業大学　菊永将俊
名古屋工業大学　徳丸宣穂

愛知工業大学　汪洋
愛知工業大学　郝鶴立
愛知工業大学　史文珍
愛知工業大学　近藤高司
東海学園大学　山田裕昭

10:30 司会 千葉工業大学　久保裕史 ㈱経営技術研究所　藤井春雄 京都情報大学院大学　柏原秀明 ＳＤＣ検証審査協会 　鈴木宣二 SDC検証審査協会　石井敏夫 愛知工業大学　岡崎一浩 愛知工業大学　藤井勝紀 C.O.ジェイテス　大塚淳子
1-6 学会賞記念講演（2） 2-7 3-7 4-6 5-7 6-6 7-7 8-5

10:30 タイトル アメリカ大リーグにおけるイノベー
ションの系譜

新しいコト・ヒト・モノづくりのイノ
ベーション

見込み生産における内示情報の精
度による生産計画への影響分析

技能実習生制度に関する研究 限定正社員制度の実態と意識に関
する研究

How does Auditor determine the
Sample Size?

日印ビジネスの現状と課題 日本企業の収益性の分析

～ 研究者 関西学院大学　福井幸男 ㈱経営技術研究所　藤井春雄 東京都市大学　大久保寛基 名古屋工業大学　池谷　淳
名古屋工業大学　陳　婕
名古屋工業大学　小竹暢隆

名古屋工業大学　眞榮田勝太
名古屋工業大学　徳丸宣穂

関西学院大学　川端千暁 高知工科大学　板原慶典
高知工科大学　桂信太郎
高知工科大学　井形元彦

淑徳大学 　山田仁志

11:00 司会 愛知工業大学　田村隆善 ㈱日進システムズ　岩本隆志 SDC検証審査協会　宮野正克 高度生産研究所　和澤 功 愛知工業大学　岡崎一浩 ＢＥＭＩコンサルティング　熊澤大五 C.O.ジェイテス　大塚淳子
2-8 3-8 4-7 5-8 6-7 7-8 8-6

11::00 タイトル 職場リーダーへのヒトづくりの提案 生産マネジメントの非計画的アプ
ローチ

成果がでるいきいき職場づくり 技術蓄積を新事業展開に応用する
組織能力に関する研究－情報機
器メーカーB社を事例に－

起業リスク低減によるイノベーショ
ンの活性化

中国の養老ビジネスに関する一考
察

監査調書の査閲を通じた職業的懐
疑心の涵養

～ 研究者 創和マネジメント 　梅村　彰 職業能力開発総合大学校
　　　　　　　　　　　　　　平野健次
（NPO）技術データ管理支援協会
　　　　　　　　　　　　　　手島歩三

（NPO）ＳＤＣ検証審査協会
　　　　　　　　　　　　　鈴木宣二

名古屋工業大学　神田知香
名古屋工業大学　徳丸宣穂

高知工科大学　難波和秀 愛知工業大学　史文珍
愛知工業大学　スチントヤ
愛知工業大学　袁易洋子
愛知工業大学　近藤高司

関西学院大学　堀古秀徳

11:30 司会 福岡工業大学　赤木文男 愛知工業大学　田村隆善 ㈱日進システムズ　岩本隆志 SDC検証審査協会　宮野正克 高度生産研究所　和澤 功 椙山女学園大学　石井圭介 ＢＥＭＩコンサルティング　熊澤大五 鹿島技術士事務所　鹿島 啓
1-7 2-9 3-9 4-8 5-9 7-9 8-7

11:30 タイトル アパレル産業における生産システ
ムの変遷

日本及び海外のモノづくり戦略 新興国日系製造企業における問題
発見能力と部門間連携

左官職人の技能継承に関する研
究

海運による物流を考慮したグロー
バル生産計画に関する研究

高度経済成長と福島原発事故によ
る生物学的パラメーターのリスク分
析

一対比較を用いた観光地の評価

～ 研究者 千葉工業大学　葛西恵里子
千葉工業大学　久保裕史

ドラィ・マネジメントオフィス
　　　　　　　　　　　美濃浦比佐雄

名古屋工業大学　足立明稔
名古屋工業大学　徳丸宣穂

名古屋工業大学　宇野美紀
名古屋工業大学　小竹暢隆

早稲田大学　翁　嘉華
早稲田大学　黄　茜

会津大学短期大学部　渡部琢也
愛知工業大学　　　　 　藤井勝紀
名古屋経営短期大学 　早川健太郎
徳島大学　　　　　　　　小野覚久
流通経済大学         　　田中　光

鹿児島県立短期大学　倉重賢治 

12:00 司会 福岡工業大学　赤木文男 愛知工業大学　田村隆善 ㈱日進システムズ　岩本隆志 SDC検証審査協会　宮野正克 高度生産研究所　和澤 功 ＢＥＭＩコンサルティング　熊澤大五 鹿島技術士事務所　鹿島 啓

※大学院は「〜大学」までの表記とした。また、法人は略称での表記とした。

日本生産管理学会第45回全国大会プログラム
3月5日（日）午前

第2昼食会場



＜第1会場＞
（202教室）

＜第2会場＞
（201教室）

＜第3会場＞
（203教室）

＜第4会場＞
（204教室）

＜第5会場＞
（301教室）

＜第6会場＞
（311教室）

＜第7会場＞
（305教室）

＜第8会場＞
（306教室）

時間

統一論題
ＩｏＴ時代の生産管理

新しいコト・ヒト・モノづくりのイノ
ベーション

ＩＣＴ情報システム 技術マネジメント・ＭＯＴ  企業経営・経営戦略 企業経営・経営戦略 その他 その他

1-8 2-10 3-10 4-9 5-10 7-10 8-9

13:00 タイトル 生産管理資格制度の現在と今後
（3）

日本における民泊のビジネス的課
題

2種類のFIT＆GAPについて 管理栄養士教育と栄養学に見られ
るノーベル賞

中小事業者の価値創造・伝達と普
及への取組み

体重のMPV年齢から判断される初
経遅延判定のリスク分析

熊本地震直後のトラック輸送の一
例

～ 研究者 愛知工業大学　大平一哉
愛知工業大学　近藤高司

㈱日進システムズ　岩本隆志 北陸学園　正本順三 高知工科大学　稲垣祐輔
高知工科大学　桂信太郎
高知工科大学　井形元彦

愛知工業大学　糟谷浩輔
愛知工業大学　藤井勝紀
愛知工業大学　早川健太郎
愛知工業大学　可兒勇樹

コンサルティングOfficeジェイティス
　　　　　　　　　　　　　　　大塚淳子

13:30 司会 千葉工業大学　葛西恵里子 トラスコ中山株式会社　小西英一 福岡工業大学　宋宇 篭橋経営技術研究所　篭橋 正則 名城大学　福田康明 愛知工業大学　史文珍 高松大学　岡本丈彦
1-9 2-11 3-11 4-10 5-11 6-8 7-11 8-10

13:30 タイトル 不確実な近未来への対応（その１） 植物工場の展望 タブーサーチ法による総利益最大
化スケジューリングの一考察（その
３）

インターネット時代のオープンシス
テム開発における組織間関係の考
察

地域に根差した小さな会社のビジ
ネスモデル革新

訪日外国人観光客を取り込む 国防従事者における身体の最適妥
当性体力から判断される国防教育
の生産性

地方産業集積内中小企業における
課題解決と周辺組織が与える影響

～ 研究者 （NPO）技術データ管理支援協会
　　　　　　　　　　　　　　手島歩三
職業能力開発総合大学校
　　　　　　　　　　　　　　平野健次

ＪＡあいち経済連　深谷定弘 京都情報大学院大学　柏原秀明 高知工科大学　上村一平
高知工科大学　桂信太郎

高知工科大学　稲垣祐輔
高知工科大学　桂信太郎
高知工科大学　井形元彦

関西学院大学　太田侑樹
関西学院大学　福井幸男

愛知工業大学　早川健太郎
愛知工業大学　藤井勝紀
愛知工業大学　糟谷浩輔
東海学園大学　田中　望

名古屋工業大学　鈴木達朗
名古屋工業大学　徳丸宣穂

14:00 司会 千葉工業大学　葛西恵里子 トラスコ中山株式会社　小西英一 福岡工業大学　宋宇 篭橋経営技術研究所　篭橋 正則 名城大学　福田康明 椙山女学園大学　石井圭介 愛知工業大学　史文珍 高松大学　岡本丈彦
1-10 2-12 3-12 4-11 5-12 6-9 7-12 8-11

14:00 タイトル PMに求められるプログラミング能
力について

事例から学ぶ今後のヒトづくり 不正会計へのIT利用監査の適用
可能性

消費者の革新性がイノベーション
に与える影響

障がい者の選択肢ある就労へ向け
た企業経営の課題

主成分分析を用いた日本化粧品業
界の経営分析及び可視化について

高度経済成長と乳幼児身体発育
の経年的増大現象

訪日中国人における文化観光に関
する－考察

～ 研究者 ㈱日進システムズ　岩本隆志 ＢＥＭＩコンサルティング　熊澤大五 法政大学　石島隆 高知工科大学 　難波和秀 名古屋工業大学　草野圭一
名古屋工業大学　小竹暢隆

愛知工業大学　薛暁燕
愛知工業大学　近藤高司

愛知工業大学　　　　　　可兒勇樹
愛知工業大学　　　　　　藤井勝紀
愛知工業大学　　　　　　糟谷浩輔
会津大学短期大学部　 渡部琢也

愛知工業大学　劉暁文
愛知工業大学　史文珍
愛知工業大学　近藤高司

14:30 司会 国士舘大学　税所哲郎 創和マネジメント 　梅村　彰 東京都市大学　大久保寛基 中小企業診断士　國島正浩  （一財）.日本規格協会　星野 裕 名古屋工業大学　大澤 美紀 愛知工業大学　早川健太郎 高松大学　岡本丈彦
1-11 2-13 3-13 4-12 5-13 6-10 7-13 8-12

14:30 タイトル 生産管理の革新の3条件 流通業会の魅力あるコトづくり 情報化と組織活性化の関係性 再生可能エネルギーを用いた地域
活性化事業の研究

観光振興組織の財務面での健全
性の検証

中国の医薬品ビジネスの現状に関
する一考察

健康・体力増進のフィードバックシ
ステム構築への基礎的検証

ポイントプログラムにおける消費者
態度に関する研究

～ 研究者 ㈱O2O　村松健児 トラスコ中山株式会社　小西英一 名古屋工業大学　久留島一馬
名古屋工業大学　徳丸宣穂

大阪大学　三森八重子 淑徳大学　朝倉はるみ 愛知工業大学　袁易洋子
愛知工業大学　史文珍
愛知工業大学　近藤高司

東海学園大学　田中望
愛知工業大学　藤井勝紀

日本経済大学　寺地一浩

15:00 司会 国士舘大学　税所哲郎 創和マネジメント 　梅村　彰 東京都市大学　大久保寛基 中小企業診断士　國島正浩  （一財）.日本規格協会　星野 裕 名古屋工業大学　大澤 美紀 愛知工業大学　早川健太郎 澤田経営研究所　澤田善次郎
1-12 2-14 3-14 4-13 5-14 6-11 7-14 8-13

15:00 タイトル IoT時代の企業診断法（製造業）の
研究

アウトドア企業の新たなコトづくり BRMSによる製造業の企業価値最
大化に関する考察

観光産業論の体系とビジネス的課
題について

生き残るための中小企業戦略 中小企業の円滑な海外展開の促
進に関する研究

逆上がりマネジメント からくり」観点からみた「ものづくり
-創造的「人づくり」を中心に-

～ 研究者 （NPO）SDC検証審査協会
　　　　　　　　　　　　　　宮野正克

Linnovate 安田健一 愛知工業大学　青島弘幸
愛知工業大学　石井成美

愛知工業大学　大平一哉
愛知工業大学　近藤高司

（NPO）SDC検証審査協会
                                  石井敏夫

名古屋工業大学　戸田稔彦
名古屋工業大学　小竹暢隆

流通経済大学 　　　　　田中　光
愛知工業大学　　　　　 藤井勝紀
愛知工業大学　　　　　 可兒勇樹
会津大学短期大学部　渡部琢也

愛知工業大学　韓三澤
愛知工業大学　加藤里美

15:30 司会 国士舘大学　税所哲郎 創和マネジメント 　梅村　彰 東京都市大学　大久保寛基 中小企業診断士　國島正浩  （一財）.日本規格協会　星野 裕 名古屋工業大学　大澤 美紀 愛知工業大学　早川健太郎 澤田経営研究所　澤田善次郎
※大学院は「〜大学」までの表記とした。また、法人は略称での表記とした。

日本生産管理学会第45回全国大会プログラム
3月5日（日）午後

ドラィ・マネジメントオフィス

美濃浦比佐雄

SDC検証審査協会 鈴木宣二

中小企業診断士 佐藤俊一

東海学園大学 山田裕昭

澤田経営研究所 澤田善次郎

第2昼食会場
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