2019 年 6 月吉日
会員各位
一般社団法人日本開発工学会
第 2 回研究発表大会実行委員会
実行委員長 平田貞代

日本開発工学会 第２回研究発表大会のご案内 (第２報)
「新たな時代の“挑戦”と“創造”」
拝啓 入梅の候 会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、第２回研究発表大会を 2019 年 6 月 30 日(日) 14：00〜17：00 に芝浦工業大学芝浦キャ
ンパスにて開催することになりましたのでご案内申し上げます。
今回の統一テーマは「新たな時代の“挑戦”と“創造”
」とし、新たな時代に注目すべき 4 つの
サブテーマを設け、各 6 組・計 24 組の研究発表を予定しております。本大会が多様な情報交流の
場となることを期待し、会員の皆様のご参加をお待ち申し上げております。
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【総会・研究会会場】
芝浦工業大学
芝浦キャンパス

【懇親会会場】
上海難ダイニング田町店

休日入口

■交通 JR 山手線・京浜東北線「田町駅」芝浦口から徒歩３分
都営地下鉄・三田線・浅草線「三田駅」から徒歩５分

〒108-8548

東京都港区芝浦 3-9-14
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敬具

１. 研究発表者
・セッション A「ウェルビーイング経営」
座長

佐藤一弘

(東洋製罐グループホールディングス)

副座長 志手一哉 （芝浦工業大学）
発表１：
『秘書教育とウェルビーイング』
辻

恭 子 （東京立正短期大学）

発表２：
『Well-being 住宅開発戦略 － パワービルダーの生態学 ―』
吉池富士夫 （飯田グループホールディングス）
、西河洋一、小平和一朗
発表３：
『ロジスティクス事業の独自のポジショニング戦略 ～弊社のプラットフォーム
ビジネスの試み』
岸上 剛 （バンソーロジスティクス）
発表４：
『
“face-to-face”コミュニケーションでオープン・イノベーションを実践』
桑原 裕 （GVIN）
発表５：
『ビジネスエコシステムを促進するリーダーシップ ～製薬業界のオープンイノ
ベーション事例からの考察～』
松村幸一 （名古屋商科大学）
、矢本成恒
発表６：
『評価用語選定法を用いた新製品開発における潜在的要求の導出について』
青山早苗 （芝浦工業大学大学院理工学研究科）
、平田貞代

・セッション B「デジタルトランスフォーメーション」
座長

山中隆敏 (メディカルパーフェクト)

副座長 土山真由美（岩手大学）
発表１：
『製造業における Statistical process control（SPC）管理手法の開発』
泉

陽介 （産業リノベーション研究所）

発表２：
『需要表現過程における要求定義 －ソフトウェア開発手法を使ったマーケット
分析―』
山中隆敏 （メディカルパーフェクト）
、西河洋一、小平和一朗
発表３：
『土木業界における IT 活用』
小坂勇太 （小坂建設）
発表４：
『組織間連携を伴うシステム導入における課題 － 中小製造業２社の参与観察 －』
土山真由美（岩手大学）
発表５：
『プロジェクト管理ツールを利用した生産工程管理システムの提案』
岡崎大起 （ハマゴムエイコム）、熊澤一樹、土山真由美
発表６：
『通信設備保守でのウエアブル端末の可能性の検討』
越智 徹（NTT ファシリティーズ）
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・セッション C「ビジネスイノベーション」
座長

矢本成恒 （名古屋商科大学大学院）

副座長 永井明彦 （筑波大学）
発表１：
『ＲＥＡモデルの紹介と適用可能性』
小山武志 （駒澤大学）
発表２：
『受注品対応の新たなかんばん方式の提案 (第 2 報 ガントチャートを用いた設備
稼働率の考察)』
宮崎 卓 （名古屋大学大学院経済学研究科）
発表３：
『製品開発アイデア発想における非専門家の活用の有効性 －新製品アイデア実験から
の考察―』
矢本成恒 （名古屋商科大学ビジネススクール）
、北原康富、椿田貴史
発表４：
『中小企業における両利きの経営に関する考察』
青木広太郎 （名古屋商科大学）、矢本成恒
発表５：
『Deep Learning によるイノベーションの中小企業への影響』
渡井祥一 （俯瞰工学研究所）
発表６：
『サービスビジネスの創造と企業価値の再構築 - マルヨシイノベーション 100 -』
土田雄一郎（丸嘉工業）
・セッション D「地方創生」
座長

中村孝太郎（イークラフト）

副座長 平田貞代 (芝浦工業大学)
発表１：『コンパクト/スマートシティの時系列的比較考察

―スマートインフラ調査研究の

自治体事例調査から―』
名合牧人 （大成建設）
発表２：
『
「仕事付き高齢者住宅」 〜地域未活用資源（人材・住宅・サービス）のデザイン〜』
持田昇一 （さがし愛ネット）
発表３：
『住みたくなる地方都市づくり－ 地方創生の取り組み』
小坂哲平 （小坂建設）
、西河洋一、小平和一朗
発表４：
『地方の新たな可能性 パラレルキャリアとサードプレイス』
清水章代 （足立慶友リハビリテーション病院）
発表５：
『南総エリアで地方創生事業に取組む』
石井唯行 （ワンズディー）
発表６：
『廃校利用方法の新しい提案』
田中裕之 （BI 研究会）
・発表タイムテーブル
発表１ 14:00～

発表２ 14:30～

発表３ 15:00～

発表４ 15:30～

発表５ 16:00～

発表６ 16:30～

※各セクション同一・セクション間の移動自由
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２．日本開発工学会

第 2 回研究発表大会日程概要

■開催日 2019 年 6 月 30 日（日）
■ 開催地 芝浦工業大学芝浦キャンパス
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-9-14 TEL：03（6722）2600（代）
休日のため、正門は閉まっています。裏側の守衛所入口から入門してください。
（P1 地図参照）
■交通

JR 山手線・京浜東北線「田町駅」芝浦口から徒歩３分
都営地下鉄・三田線・浅草線「三田駅」から徒歩５分

■6 月 30 日（日）
【第１部】２０１９年度年次総会（代議員）
12：45 ～

受付開始

13：00～

年次総会

■【6 月 30 日（日）
【第２部】第 2 回研究発表大会
13:50～

受付：芝浦キャンパス３階 301、304、306、307 教室

14:00～
17:00

セッション A

セッション B

セッション C

セッション D

ウェルビーイング

デジタルトランス

ビジネス

地方創生

経営

フォーメーション

イノベーション

座長：佐藤一弘

座長：山中隆敏

座長：矢本成恒

座長：中村孝太郎

副座長：志手一哉

副座長：土山真由美

副座長：永井明彦 副座長：平田貞代

＊1 セッションあたり 6 件(発表 20 分、および、質疑応答 5 分)
（注）発表の各時間は２０分、質疑＆コメント５分で行います。
■懇親会
17:10～18:40

【会場】 上海灘ダイニング田町店 TEL ０３－６４５３－９３５５
港区芝浦 3-14-21 相鉄フレッサイン１F（地図は P1 参照）

■大会参加費等
＊当日会場受付でお支払い

会員

非会員

研究発表大会参加費

1,000 円

2,000 円

懇親会参加費

3,000 円

3,000 円（学生 1,500 円

＊ただし社会人学生を除く）

■第2回 研究発表大会実行委員会
実行委員長

平田貞代 (芝浦工業大学)

実行副委員長

佐藤一弘 (東洋製罐グループホールディングス)
渋谷加津美 (タムラ製作所)
越智 徹 （NTTファシリティーズ中央）
山中隆敏 (メディカルパーフェクト)

事務局長

持田昇一

(さがし愛ネット)

■ 日本開発工学会 研究発表大会本部事務局 連絡先
e-mail : office@jpmot.org
Tel :03-6276-6260 Fax ：03-6276-2424
所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-57-2 ドルミ代々木 704 号
一般社団法人アーネスト育成財団 事務局内 日本開発工学会事務局
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