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（注釈追記） 
この論文は、JEITA制御・エネルギー管理専門委員会 WG3が執筆し、サービ

ス学会 2回国内大会（平成 26年 4月に公立はこだて未来大学で開催）に採択

されたものです。 

論文の著作権はサービス学会（Society for Serviceology）に帰属します。 
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制御・エネルギー管理専門委員会 

委員長 中島嘉秀 
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調査・検討ﾜｰｷﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
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	【OP-A8】Usage Pattern Analysis for Android Applications: Classification and Measurement
	【OP-A9】 米国の患者体験をめぐる構造探索と価値共創支援

	口頭発表　パート2
	口頭発表　中表紙 OP1-3
	【OP-B1】高級消費財購買意思決定における Image in Useの脳活動分析
	【OP-B2】経験価値見える化のための満足感計 測法の実験的検証
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	P2-3　SAVサービス実践への取り組み〜サービスデザインを目的とした空車の配置戦略シミュレーション 〜
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