１２月２１日（土）（第1日目）
時間

Ａ会場

９：００ (2)地域力の創造・再生における新結合・創造
地域力の創造・再生における新結合・創造(1)

Ｂ会場

Ｃ会場

Ｄ会場

Ｅ会場

Ｆ会場

Ｇ会場

(3)リスクマネジメントと経営高度化における新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(4)グリーンイノベーションにおける新結合・創造

(3)リスクマネジメントと経営高度化における新結合・創造

リーン生産・物流システムマネジメント

一般セッション

一般セッション

一般セッション

一般セッション

一般セッション

オーガナイザ：板倉宏昭（香川大学）

オーガナイザ：中島健一（神奈川大学）

1A-1-1
四国地域における環境経営に関する実証研究 ～組織能力を
手掛かりにして～

1B-1-1
トラック容量を考慮したアソシエーション分析による発注方式の
決定

1G-1-1
生産制御システムへのサイバー攻撃におけるソフトウェア対策
に関する研究

木全晃(香川大学)
板倉宏昭(香川大学)

長沢敬祐(上智大学)
伊呂原隆(上智大学)
的場洋輔(フェアウェイソリューションズ)
劉樹苓(フェアウェイソリューションズ)

川中孝章(東京大学)
松丸正延(神奈川大学)
六川修一(東京大学)

1A-1-2
1B-1-2
確率Weber問題に対する4つの基準を同時に考慮した対話型ア 多品種少量生産用の管理図
プローチ
川村大伸(筑波大学)
宇野剛史(徳島大学)
仁科健(名古屋工業大学)
片桐英樹(広島大学)
東出政信(ルネサスエレクトロニクス)
加藤浩介(広島工業大学)

1A-1-3
1B-1-3
地域の総意を形成する連携交流マネジメント ～復興推進の取 サプライチェーンの信頼性に関する一考察
り組みで見えてきた社会課題への対応策～
小島貢利(名古屋工業大学)
樋口邦史(富士ゼロックス)
中島健一(神奈川大学)

９：３０ 開始
1C-1-1
光トポグラフィーによる食品POP広告の効果分析
井上正男(北陸先端科学技術大学院大学)
碓井晋平(日立製作所)
吉村美奈(日立製作所)
白肌邦生(北陸先端科学技術大学院大学)

1C-1-2
視覚的類似ブランドの測定と判定方法

９：３０ 開始
９：３０ 開始
９：３０ 開始
1D-1-1
1E-1-1
1F-1-1
1G-1-2
学生の日々の活動状況を迅速かつ詳細に把握することを目指し 時間制約付きTSPに対する最適化手法の提案 ～弁当屋さんの 沼島プロジェクト ～離島・漁村における直流技術による自立分 風評被害による販売ネットワークの崩壊とレジリエンス
た学生行動情報生成システム-システムの開発方針配送スケジューリングを例に～
散エネルギーシステム技術の実証研究～
渋谷和彦(情報・システム研究機構)
大岡稜(香川大学)
水野信也(静岡産業技術専門学校)
玉置久(神戸大学)
上田智昭(香川大学)
八卷直一(静岡大学)
北村新三(兵庫県立工業技術センター)
八重樫理人(香川大学)

1D-1-2
1E-1-2
ブログ上の書き込みに見られる社会現象の大規模観測と数理モ 3次元情報を用いたTSP活用事例
デルの構築
窪田龍吾(静岡産業技術専門学校)
山田健太(早稲田大学)
水野信也(静岡産業技術専門学校)
佐野幸恵(日本大学)
八卷直一(静岡大学)
高安秀樹(ソニーコンピュータサイエンス研究所)
高安美佐子(東京工業大学)

里村卓也(慶應義塾大学)
Michel Wedel (University of Maryland)
Rik Pieters (Tilburg Unibersity)

時間
９：００

1F-1-2
1G-1-3
日本海地域におけるSmart Energy Combinationの提案 ～大盲 大規模災害時における空間情報の活用に関する一提案
点：火力発電の低温排熱利用と海面温度差発電の組合せ～
笠博義(安藤ハザマ)
外山咊之(アヴィクス)
伊東明彦(宇宙技術開発)
大山肇(アイ・エム・サービス)

１０：３０

１０：３０

時間

Ａ会場

１０：４０ (2)地域力の創造・再生における新結合・創造

Ｂ会場
(3)リスクマネジメントと経営高度化における新結合・創造

Ｃ会場

Ｄ会場

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造
一般セッション

地域力の創造・再生における新結合・創造(2)

経営高度化：企業マトリクスの適用

社会サービスと参加型シミュレーション

オーガナイザ：板倉宏昭（香川大学）

オーガナイザ：大場允昌（日本大学）

オーガナイザ：寺野隆雄(東京工業大学)

1A-2-1
認知的・情緒的要因が地域ブランドの評価過程に与える影響

1B-2-1
企業3M&I系のマトリックス法とポストERP/SCMへの道

1C-2-1
社会サービス向け大規模参加型シミュレーションの研究構想

閔庚炫(香川大学)

松井正之(神奈川大学)

寺野隆雄(東京工業大学)
兼田敏之(名古屋工業大学)
吉田健一(筑波大学)
倉橋節也(筑波大学)
津田和彦(筑波大学)
高橋大志(慶應義塾大学)

Ｅ会場

Ｆ会場

(8)新結合・創造のための人材育成

(7)ヒューマンインターフェイス/バーチャルリアリティにおける
新結合・創造
国際コンテストを通じた横断型人材育成 ～日本VR学会の取 一般セッション
り組み～
オーガナイザ：梶本裕之(電気通信大学)

1D-2-1
1E-2-1
産学連携特許と関連企業特許の明細書の自動解析による産学 La Beat ～愛が生まれる瞬間～
間の知識移転状況の評価
岩本拓也(リッチメディア)
細野光章(科学技術・学術政策研究所)
小坂崇之(神奈川工科大学)
中山保夫(科学技術・学術政策研究所)
中村達生(創知)
片桐広貴(創知)
峯尾 翔太(創知)

Ｇ会場
(1)特別セッション
産業社会を牽引する横幹人材の育成
オーガナイザ：舩橋誠壽(北陸先端科学技術大学院大学)

1F-2-1
動画の自由分類時における分類基準と印象評価の関連性

1G-2-1
統計家の人材育成と資格認証について

佐藤敬子(香川大学)
京屋郁子(立命館大学)
尾田政臣(立命館大学)

美添泰人(青山学院大学)

1G-2-2
大学教育を革新する「システム×デザイン」教育の創造と実践ー
学問分野横断型全体問題解決型学問システムデザイン・マネジ
メント学の過去と未来

1A-2-2
1B-2-2
1C-2-2
1D-2-2
農業分野における地域活性化のための双方向情報発信基盤の プログラムマネジメントへのマトリックスアプローチの適用につい 言語処理技術を用いた通信販売の注文者情報の名寄せ手法の 生命情報の統合解析によるバイオシステムマイニング
開発
て
一考察
福岡豊(工学院大学)
加島智子(近畿大学)
石井信明(文教大学)
津田和彦(筑波大学)
松本慎平(広島工業大学)
大場允晶(日本大学)
高橋雅和(山口大学)
松井正之(神奈川大学)

1E-2-2
Sense-Roid: 自己との触覚コミュニケーションへのアプローチ

1F-2-2
感性価値としての「かわいい」

高橋宣裕(電気通信大学)
山川隼平(任天堂)
岡崎龍太(電気通信大学)
梶本裕之(電気通信大学)
小池英樹(電気通信大学)

大倉典子(芝浦工業大学)

1A-2-3
企業間連携における 内示生産システムの特性

1E-2-3
1F-2-3
学生VRコンテストを起点としたVRエンタテイメントシステム開発 感性と進化が作り出す新しいシステム
とその報告
森直樹(大阪府立大学)
小出雄空明(神奈川工科大学)
上野未貴(大阪府立大学)
國富彦岐(神奈川工科大学)
藤村航(神奈川工科大学)
奈良優斗(神奈川工科大学)
白井暁彦(神奈川工科大学)

1G-2-3
産業指向型トランスファーラブルスキルのフレームワークについ
て

1E-2-4
ものづくり学習のために必要なことは何か？ ～VRコンテストを
通じた演習授業と経験の重要性～

1G-2-4
異分野連携による価値創造と産業・社会への貢献事例

上野信行(県立広島大学)

１２：１０ 終了

1B-2-3
1C-2-3
企業マトリックス：ポストERP/SCMへのもう一つのアプローチ ～ 企業の意思決定とステークホルダー
サプライチェーン管理へのマトリックスアプローチの適用～
高橋大志(慶應義塾大学)
藤川裕晃(東京理科大学)

1D-2-3
k-Medoids法の概念に基づくファジィ共クラスタリング
本多克宏(大阪府立大学)
Samy Tong (大阪府立大学)
野津亮(大阪府立大学)

1B-2-4
1C-2-4
1D-2-4
生産と保管と消費の相互関係を捉えた在庫のコスト評価モデル 空港におけるセルフサービス利用意思決定シミュレーションモデ 統計的検定法を用いた決定表からのルール導出法
～コストマトリクスを適用した生産コスト評価～
ル
水野祥太郎(島根大学)
神谷喜穂(青山学院大学)
倉橋節也(筑波大学)
加藤裕一(島根大学)
熊谷敏(青山学院大学)
上田圭一(筑波大学)
佐伯徹郎(山口大学)
大場允晶(日本大学)
中邨良樹（青山学院大学）

時間
１０：４０

前野隆司(慶應義塾大学)

１２：１０ 終了

六川修一(東京大学)
佐藤千恵(ビズテック)

仲田隆一(東芝)
安藤英由樹(大阪大学)

１２：４０
１２：４０

１２：４０
１２：４０
昼休み

１３：４０

１３：４０
時間

S会場

時間
１３：４０

１３：４０

パネルディスカッション「地域を越える地域ブランド ～地域ブランド創造についての課題と戦略～」
パネリスト：西澤隆(野村アグリプランニング&アドバイザリー取締役社長)、岡輝人(香川県観光局長)、近藤浩三(レアスウィート社長)、他、コーディネータ:閔庚炫(香川大学)

１５：１０
時間

Ａ会場

１５：２０ (2)地域力の創造・再生における新結合・創造

Ｂ会場

Ｃ会場

Ｄ会場

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(8)新結合・創造のための人材育成

ICTを活用した地域イノベーションの可能性

企業リスクマネジメントの対応

マーケティングにおけるビッグデータ活用の周辺

一般セッション

オーガナイザ：有馬昌宏(兵庫県立大学)

オーガナイザ：森雅俊(千葉工業大学)

オーガナイザ：佐藤忠彦（筑波大学）

1A-3-1
1B-3-1
1C-3-1
東北復興に向けたｅビジネスモデルの構築 ～フードビジネスを リスクマネジメントと経営高度化に向けた調査研究会の活動 ～ ビジネス領域におけるデータサイエンティストの今とこれから
中心に～
ＥＲＭ適用への取り組み事例～
佐藤洋行(ブレインパッド)
藤原正樹(宮城大学)
森雅俊(千葉工業大学)
高力美由紀(宮城大学)

1D-3-1
サブミクロンアルミナ微粉体の常温衝撃固化現象を利用したマ
イクロ3Dプリンタ開発のための基礎検討

1A-3-2
1B-3-2
地域イノベーション成功の本質 ～地域におけるＩＴ活用とエクイ 洗剤メーカーにおける経営とリスクマネジメントに関する課題
ティ文化～
雜賀努(ニイタカ)
榎並利博(富士通総研)

1C-3-2
リクルートグループにおけるビッグデータ活用事例紹介
青柳憲治(リクルートテクノロジーズ)

1A-3-3
地方自治体の情報化成熟度と地域活性化に関する考察
吉田健一郎(麗澤大学)

1A-3-4
地域情報化による地域活性化の可能性と問題点
有馬昌宏(兵庫県立大学)
吉田健一郎(麗澤大学)

1B-3-3
1C-3-3
経営戦略のリスクマネジメント 研究成果中間報告 ～リスク選 メディア環境が多様化する時代の広告効果測定の試み ～大規
好を使った経営戦略に係るバランスアプローチ構築の試み～
模データで解決できるのか？ 他のアプローチが有効なのか？
～
田中久司(アークス研究所)
日高徹司(博報堂)

1B-3-4
パネルディスカッション：リスクマネジメントと経営高度化におけ
る新結合・創造

Ｆ会場

Ｇ会場

一般セッション

(7)ヒューマンインターフェイス/バーチャルリアリティにおける
新結合・創造
一般セッション

システム構築型イノベーション

1E-3-1
地域における理科好きの人材育成の試み

1F-3-1
遠隔音楽ライブにおけるインタラクション支援の試み

1G-3-1
システムを構築することによって実現するイノベーション

(1)特別セッション

石原秀則(香川大学)

星加百合絵(香川大学)
赤澤慶一(香川大学)
田邊浩之(香川大学)
Sarah AIT HADDOU MOULOUD (L'Universite de Savoie)
垂水浩幸(香川大学)
林敏浩(香川大学)

木村英紀(科学技術振興機構)

1D-3-2
３次元プリンティング技術と３次元データの流通

1E-3-2
携帯型ゲーム機を用いた大学生の英語学習

1F-3-2
選択および目的の多様性を考慮した対話型進化計算法による
キャラクタ作成支援法

1G-3-2
システム構築型イノベーションに向けた参画型の環境・エネル
ギー・経済シミュレーションプラットフォームの提案

鈴木一史(放送大学)

伴浩美(福井工業大学)
皆川順(山陽学園短期大学)

久保康祐(和歌山大学)
永成海里(和歌山大学)
角谷架伊(和歌山大学)
宮脇菜緒(和歌山大学)
島田哲夫(和歌山大学)

舩橋誠壽(科学技術振興機構)

1F-3-3
展示を通じた新しい体験のインタフェースの評価

1G-3-3
人間行動のネットワーク情報にもとづく社会的健康保持システム
の構築

大上祐司(香川大学)

1D-3-3
1E-3-3
確率的ポイントレンダリングを利用した，大規模レーザ計測デー 複数の学習内容の組み合わせによる講義コンテンツ自動生成
タの高精細半透明可視化
機能の開発

安藤英由樹(大阪大学)
田中覚(立命館大学)
長谷川恭子(立命館大学)
植村誠(立命館大学)
田中弘美(立命館大学)
小山田耕二(京都大学)

1C-3-4
ビッグデータ対応型消費者行動分析モデルとその応用

１６：５０ 終了

岸本眸(香川大学)
齋藤拓也(香川大学)
白神真登(香川大学)
林敏浩(香川大学)
八重樫理人(香川大学)

山本義春(東京大学)
中村亨(東京大学)

1F-3-4
1E-3-4
野球成績評価理論（セイバーメトリクス）に着想を得た大学にお 最小VRを考える
ける新しい成績評価指標について
長谷川晶一(東京工業大学)
奥田隆史(愛知県立大学)

1G-3-4
将来水問題の解決に向けた統合モデリングシステムの提案 ～
システム構築型イノベーションの具体化～
豊内順一(科学技術振興機構)
木村英紀(科学技術振興機構)
福田佳也乃(科学技術振興機構)
山下泉(科学技術振興機構)
増田耕一(海洋研究開発機構)
本間弘一(日立製作所)
１７：２０

１７：２０
時間

Ａ会場

１７：３０ (2)地域力の創造・再生における新結合・創造

Ｂ会場
(3)リスクマネジメントと経営高度化における新結合・創造

Ｃ会場
(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

Ｄ会場

Ｅ会場

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(8)新結合・創造のための人材育成

Ｆ会場
(4)グリーンイノベーションにおける新結合・創造

一般セッション

安心安全社会の実現を目指し、システム運用空間の電磁環境 データ中心社会科学：ビッグデータ分析とその応用
を考える
オーガナイザ：川瀬隆治（東急建設）、神徳徹雄（産総研）
オーガナイザ：佐藤彰洋(京都大学)

一般セッション

グローバル化・ICT化の進展による高等教育・専門家育成教 持続可能な社会に向けたグリーンイノベーションの可能性
育の改革 ～日本におけるオープンエデュケーショナルリソー
オーガナイザ：渡辺美智子（慶應義塾大学）
オーガナイザ：増井利彦(国立環境研究所)

1A-4-1
うどんロボットによる街おこし

1B-4-1
1C-4-1
ロボット技術・情報通信技術の運用空間に関する検討 ～ロボッ 経済社会データおよび環境データを用いた空間リスク計量
ト化へ突き進む社会インフラストラクチャの課題～
佐藤彰洋(京都大学)
大川慶直(元日本原子力研究開発機構)
澤井秀文(情報通信研究機構)
赤尾伸一(三井住友建設)
川瀬隆治(東急建設)
泉敬介(関電工)
鍛治良作(産業技術総合研究所)
神徳徹雄(産業技術総合研究所)

1D-4-1
デザインと設計の異同～作り方の違いから～

1E-4-1
地域に広がるe-Learning

黒須誠治(早稲田大学)

森口博基(徳島大学)
小西健史(徳島大学)
中村陽子(徳島大学)
赤池雅史(徳島大学)

石原秀則(香川大学)

1A-4-2
観光情報ライフサイクルに基づく観光支援システムの開発
若狭亮司(香川大学)
上田智昭(香川大学)
林敏浩(香川大学)
垂水浩幸(香川大学)
八重樫理人(香川大学)

1A-4-3
ネットワーク構造と地域イノベーションの関係性
長尾敦史(香川大学)

1A-4-4
地域ブランド認証制度の役割と課題
都甲康至(九州大学)
権恵淑(九州大学)
戴于超(九州大学)

１９：３０ 終了

Ｇ会場
(1)特別セッション

オーガナイザ：平井千秋（日立製作所）

1F-4-1
1G-4-1
あたらしいものつくりと暮らし方のかたち ～ネイチャー･テクノロ マルチベンダ環境下におけるITアウトソーシングサービス運用の
ジー～
改善
石田秀輝(東北大学)

渡邊結(日立製作所)
田澤功(日立製作所)
関口知紀(日立製作所)

1E-4-2
MOOCとはなにか ～日本版MOOCの可能性を考える～

1B-4-3
1C-4-3
ロボット技術・情報通信技術の運用空間指針に関する検討 ～ 不動産市場におけるバブルの時空間構造の定量化
その２ 放射無線周波電磁界の実測結果と基準の提案～
大西立顕(東京大学)
川瀬隆治(東急建設)
水野貴之(国立情報学研究所)
泉敬介(関電工)
清水千弘(麗澤大学)
赤尾伸一(三井住友建設)
家富洋(新潟大学)
大川慶直(元日本原子力研究開発機構)
渡辺努(東京大学)
鍛冶良作(産業技術総合研究所)
神徳徹雄(産業技術総合研究所)

1D-4-3
製造支援のためのCADモデルへの図形情報付加

1E-4-3
統計数理研究所統計思考院における人材育成

乾正知(茨城大学)

中野純司(統計数理研究所)

松橋啓介(国立環境研究所)
田崎智宏(国立環境研究所)
村山麻衣(国立環境研究所)
栗島英明(芝浦工業大学)
中口毅博(芝浦工業大学)

1C-4-4
1B-4-4
ロボット技術・情報通信技術の運用空間に関する検討 ～その３ 金融ビックデータから読み解く金融市場への外生的ショック
鉄筋鉄骨の電磁的問題点とノイズ対策提案～
水野貴之(国立情報学研究所)
大西立顕(東京大学)
泉敬介(関電工)
渡辺努(東京大学)
赤尾伸一(三井住友建設)
川瀬隆治(東急建設)
大川慶直(元日本原子力研究開発機構)
鍛冶良作(産業技術総合研究所)
神徳徹雄(産業技術総合研究所)

1D-4-4
社会科学からみた技術進歩～合理性の追求～

1E-4-4
統計教育とリーダーシップスキル育成

高橋進(元東海大学)

山口和範(立教大学)

1F-4-4
1G-4-4
温室効果ガス排出削減目標の実現に向けた取り組みの先にあ 相殺可能債権の譲渡による貸し倒れリスク低減方式
るもの
馬場健治(日立製作所)
増井利彦(国立環境研究所)
日比野剛(みずほ情報総研)

1B-4-5
ロボット技術・情報通信技術の運用空間に関する検討 ～悪意
無き電磁環境汚染による情報収集システムの誤作動実験～

１９：３０ 終了

１９：３０ 終了

山田恒夫(放送大学)

1E-4-5
統計教育に対する主体的学びの促進に向けたe-learningシステ
ムへの取り組み
下川敏雄(山梨大学)
佐藤眞久(山梨大学)

時間
１７：３０

企業向けITサービス構築の実践事例

1B-4-2
1C-4-2
1D-4-2
ロボット技術・情報通信技術の運用空間に関する検討 ～その１ 大規模企業財務データを用いた企業サイズ分布の地形学的導 デジタルスタイルデザインについて
提案指針の概要～
出
青山英樹(慶應義塾大学)
赤尾伸一(三井住友建設)
藤本祥二(金沢学院大学)
川瀬隆治(東急建設)
石川温(金沢学院大学)
泉敬介(関電工)
水野貴之(国立情報学研究所)
大川慶直(元日本原子力研究開発機構)
渡辺努(東京大学)
鍛冶良作(産業技術総合研究所)
神徳徹雄(産業技術総合研究所)

鍛冶良作、神徳徹雄、谷川民生、関山守(産業技術総合研究所)
川瀬隆治(東急建設)
泉敬介(関電工)
赤尾伸一(三井住友建設)
大川慶直(元日本原子力研究開発機構)
村上青児（筑波大学）

1F-4-2
1G-4-2
2050年の持続可能な社会像に基づく産業シナリオの立案に向け プロジェクトマネジメントにおけるナレッジマネージャの役割
て ～バックキャスティング・アプローチによる試み～
内田吉宣(日立製作所)
木下裕介(大阪大学)
松橋啓介(国立環境研究所)
水野有智(大阪大学)
村山麻衣(国立環境研究所)
三宅岳(大阪大学)
林和眞(国立環境研究所)
梅田靖(大阪大学)
原澤英夫(国立環境研究所)
1G-4-3
1F-4-3
早期災害状況把握システムの開発
地域の持続可能な発展を評価する体系の検討

１９：３０ 終了

谷本幸一(日立製作所)
今一修(日立製作所)
小笠原淳二(日立製作所)

1G-4-5
ソーシャルメディアデータ活用によるトレンド分析技術
親松昌幸(日立製作所)
早矢仕裕(日立製作所)
中尾早苗(日立製作所)
廣井和重(日立製作所)

１９：３０

１９：３０
時間

時間
１５：２０

オーガナイザ：木村英紀(科学技術振興機構)

石垣司(東北大学)
照井伸彦(東北大学)
佐藤忠彦(筑波大学)

大場允晶(日本大学)
石島隆(法政大学)
森雅俊(千葉工業大学)
雜賀努(ニイタカ)
田中久司(アークス研究所)

１５：１０

Ｅ会場

(3)リスクマネジメントと経営高度化における新結合・創造

行事

１９：４０

時間
１９：４０

懇親会(キャンパス内会議室)
２１：００

２１：００

１２月２２日（日）（第２日目）
時間

Ａ会場

９：００ (5)ライフイノベーションにおける新結合・創造

Ｂ会場

Ｃ会場

Ｄ会場

Ｅ会場

Ｆ会場

(3)リスクマネジメントと経営高度化における新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(8)新結合・創造のための人材育成

(4)グリーンイノベーションにおける新結合・創造

一般セッション

分野横断的リスク情報システム科学

データサイエンティストの育成

サービス価値創造とその応用(1)

文理融合を含む実践的な横型人材育成(1)

オーガナイザ：鈴木和幸(電気通信大学)

オーガナイザ：丸山宏(統計数理研究所)

オーガナイザ：小坂満隆(北陸先端科学技術大学院大学)

オーガナイザ：本多敏（慶應義塾大学）

観測・モデル化・予測・施策立案を含むイノベーションサイクル
の構成
オーガナイザ：安岡善文(国立環境研究所)

2A-1-1
バイオメカニクスに基づく大腿義足の慣性特性の設計

2B-1-1
横断的リスク科学の必要性

2C-1-1
「データサイエンティスト育成ネットワークの形成」事業の概要

2D-1-1
サービスシステムと横幹技術

2E-1-1
政府・国際機関における統計リテラシーの向上

井上恒(香川大学)
保原浩明(産業技術総合研究所)
和田隆広(立命館大学)

宮本定明(筑波大学)

丸山宏（統計数理研究所）
樋口知之（統計数理研究所）
竹村彰通（東京大学）

舩橋誠壽(北陸先端科学技術大学院大学)

川崎茂(日本大学)

2A-1-2
子供の遠見視力低下の防止のための保健モデルの構築

2B-1-2
リスクモードに着目した分野横断的リスク情報システム科学

2C-1-2
データサイエンティストの現状と課題

2D-1-2
地域社会サービスシステム構築論

石井明(香川大学)
樋口亮(香川大学)
清國祐二(香川大学)
大西美智恵(香川大学)
中西美恵子(関西福祉大学)
眞鍋洋一(まなべ眼科クリニック)

鈴木和幸(電気通信大学)

井川甲作(東京工業大学)
丸山宏(統計数理研究所)
藤田茂(統計数理研究所)
藤原海世(東京工業大学)

中森義輝(北陸先端科学技術大学院大学)

2A-1-3
作業への集中に着目した知的生産性の定量評価法

2B-1-3
リスク科学における統計・数理科学の横断的役割

2E-1-3
2F-1-3
産業技術総合研究所における博士人材育成の取り組み ～イノ SATREPS:大気汚染物質生成機構の解明と対策シナリオ提言共
ベーションスクール第７期生の活動紹介～
同研究プロジェクト（メキシコ）

下田宏(京都大学)
宮城和音(京都大学)
内山晧介(京都大学)
大石晃太郎(日本ヒューレット・パッカード)
石井裕剛(京都大学)
大林史明(パナソニック)
岩川幹生(パナソニック)

山下智志(統計数理研究所)

2C-1-3
2D-1-3
産業界におけるデータサイエンティストの育成 ～ビジネス・イノ 企業成長パス分析における飛躍的成長に関する考察
ベーションをリードするデータデータサイエンティストの創出～
辻洋(大阪府立大学)
仲田聰(Pivotalジャパン)

2C-1-4
データサイエンティストのスキルと定義について

2D-1-4
「サービス場」理論に基づく観光都市のサービス価値創造

宍倉剛(データサイエンティスト協会)

小坂満隆(北陸先端科学技術大学院大学)

2F-1-4
2E-1-4
専門職大学院大学におけるPBL型演習による横断型人材育成 新たな国際研究プログラムFuture Earth における新結合
～産業技術大学院大学における事例～
安成哲三(総合地球環境学研究所)
川田誠一(産業技術大学院大学)

2A-1-4
2B-1-4
GISを用いた病診連携患者（紹介患者）及び救急患者の空間分 医療におけるリスク検知のためのデータマイニング
布図分析
津本周作(島根大学)
弘田雅美(横浜南共済病院)
平野章二(島根大学)
松岡博(横浜南共済病院)
岩田春子(島根大学)
久保田宣克(横浜南共済病院)
石井儀光(建築研究所)
鈴木久敏(元筑波大学)
猿渡康文(筑波大学)

１１：００ 終了

１１：００ 終了

Ｇ会場

時間
９：００

2F-1-1
グリーンイノベーションにおける新たな結合を生み出す３つのサ
イクル
安岡善文(国立環境研究所)

１１：００ 終了

2C-1-5
パネル討論：データサイエンティストの育成

2E-1-2
2F-1-2
文理融合の人材育成と体験 ～メーカーにおける個別人材育成 地球環境政策に衛星観測が及す効果の定量的評価
計画と文理融合～
笠井康子(情報通信研究機構)
大場允晶(日本大学)
青木節子(慶応義塾大学)
飯島俊文（Q&Tマネジメント研究所）
小野田勝美(地球環境戦略研究機関)
亀山康子(国立環境研究所)
沖理子(宇宙航空研究開発機構)

神徳徹雄(産業技術総合研究所)
東宮昭彦(産業技術総合研究所)
佐藤稔久(産業技術総合研究所)
金沢康夫(産業技術総合研究所)

若松伸司(愛媛大学)
神田勲(愛媛大学)
岡﨑友紀代(愛媛大学)

2E-1-5
大学院副専攻制度による横型人材育成

１１：００ 終了

鎌倉稔成(中央大学)

丸山宏(統計数理研究所)
井川甲作(東京工業大学)
藤田茂(統計数理研究所)
仲田聰(Pivotalジャパン)
宍倉剛(データサイエンティスト協会)

１１：００

１１：００
時間

時間

S会場

１１：１０

１１：１０
Ｓ会場 基調講演「タイトル未定」 獅山有邦氏（名古屋大学教授、前四国経済産業局長）

１２：１０
１２：１０

１２：１０
１２：１０

昼休み
会長懇談会(キャンパス内会議室)

１３：１０
時間

１３：１０
時間

S会場

１３：１０

１３：１０
Ｓ会場 記念講演「タイトル未定」 吉川弘之氏（科学技術振興機構研究開発戦略センター長、横幹連合名誉会長）

１４：１０

１４：１０

時間

Ａ会場

１４：２０ (3)リスクマネジメントと経営高度化における新結合・創造
一般セッション

Ｂ会場

Ｃ会場

Ｄ会場

Ｅ会場

Ｆ会場

(3)リスクマネジメントと経営高度化における新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(6)システム科学フロンティアにおける新結合・創造

(8)新結合・創造のための人材育成

(4)グリーンイノベーションにおける新結合・創造

一般セッション

一般セッション

サービス価値創造とその応用(2)

文理融合を含む実践的な横型人材育成(2)

一般セッション

オーガナイザ：小坂満隆(北陸先端科学技術大学院大学)

オーガナイザ：本多敏（慶應義塾大学）

2A-2-1
2B-2-1
2C-2-1
2D-2-1
2E-2-1
第３セクタ鉄道沿線地域を対象とした災害耐力向上に関する検 金融機関のビジネスモデルとリスクマネジメントに関する情報開 要求間の多様な関連の表現を志向した要求管理システムの開 ビデオゲーム・ソフトウェア開発における因果関係分析とゲーム リーディング大学院における人材育成の取り組み例
討における各種空間情報の融合利用
示～リスクガバナンスとリスクアペタイトの観点から～
発
市場に対する考察
大西公平(慶應義塾大学)
桑原祐史(茨城大学)
石島隆(法政大学)
佐々木健太(香川大学)
国本陸斗(大阪府立大学)
黒台昌弘(安藤ハザマ)
福武久史(香川大学)
佐賀亮介(大阪府立大学)
伊東明彦(宇宙技術開発)
佐藤久仁哉(香川大学)
宮本貴朗(大阪府立大学)
大羽正浩(香川大学)
八重樫理人(香川大学)

時間
１４：２０

2F-2-1
階層化モデル予測制御～状態依存階層化とノートPCバッテリシ
ステムへの応用～
屋並仁史(富士通)
佐々木智丈(富士通)
金児純司(富士通)
岩根秀直(国立情報学研究所)
森山学志(東京大学)
岡嶋崇(東京大学)
原辰次(東京大学)

2A-2-2
深層崩壊危険箇所抽出手法の検討

2B-2-2
原価計算特化型言語に内部モデルを適用する妥当性

2C-2-2
大学情報基盤とSLAの活用

2D-2-2
ネットワーク可視化による価値差分抽出の試み

2E-2-2
信頼性工学で解き明かす平家一門の衰退

2F-2-2
極微量潤滑による環境に優しいニアドライ加工

野々村敦子(香川大学)
長谷川修一(香川大学)

福山倫基(一橋大学)

長谷川孝博(静岡大学)
松村宣顕(静岡大学)
八卷直一(静岡大学)

佐賀亮介(大阪府立大学)

眞田克(高知工科大学)

若林利明(香川大学)

１５：２０

１５：２０
時間

Ｇ会場

行事

１５：３０

時間
１５：３０

エクスカーション： うどん打ち体験コース
１７：２０

１７：２０

１２月２３日（月）（第３日目）
時間

行事

９：１５

時間
９：１５

エクスカーション： 直島コース
１５：１０

１５：１０

