
第41回土木計画学研究発表会（春大会） 詳細プログラム１【6月5日(土)】

第1日目：6月5日(土) 時間帯1 
第1会場（0211教室） 第2会場（0221教室） 第3会場（0222教室） 第4会場（0231教室） 第5会場（0232教室） 第6会場（0111教室） 第7会場（0112教室） 第8会場（0113教室）

時間 8:45～10:45 8:45～10:45 8:45～10:45 8:45～10:45 8:45～10:45 8:45～10:45 8:45～10:15 8:45～10:45
セッション名 土木と学校教育

（ポスター併用）
モビリティ･マネジメント研究の新
展開

LRTを活かしたまちづくり 道路の計画設計と交通運用の新
たな試み

交通ネットワーク信頼性評価の
展開と課題
（ポスター併用）

都市交通における料金政策のあ
り方

人口減少時代のインフラ整備計
画のあり方(1)

都市鉄道～新しい研究課題を議
論する～

オーガナイ
ザー・
司会者

松村暢彦（大阪大学大学院） 藤井聡（京都大学），谷口綾子
（筑波大学）

塚本直幸（大阪産業大学），伊藤
雅（広島工業大学）

下川澄雄（（財）国土技術研究セ
ンター），森田綽之（社会システム
（株））

宇野伸宏（京都大学），倉内文孝
（岐阜大学）

奥嶋政嗣（徳島大学），秋山孝正
（関西大学）

北詰恵一（関西大学），植村哲士
（野村総合研究所），宇都正哲
（野村総合研究所）

岩倉成志（芝浦工業大学），轟朝
幸（日本大学），金子雄一郎（日
本大学）

論文名 小学校社会科におけるモビリ
ティ・マネジメント教育の可能性

池田市におけるモビリティ・マネジ
メントのパッケージ実施と環境・ま
ちづくり施策と連携した展開の取
り組み

交通サービスの多様性がコンパ
クトシティ形成に与える影響

これからの道路設計についての
一考察

選好意識調査と統合モデルに基
づく旅行時間変動価値の推計の
試み

プローブパーソン調査による都市
高速道路の料金調整実験時の
対応行動分析

人口減少時代のインフラ整備論：
計画と技術の観点から

都市鉄道研究の系譜と今後の課
題

発表者 唐木清志 神田佑亮 菊池光貴 柳沢敬司 高橋茜 進藤隆弘 植村哲士 金子雄一郎
所属 筑波大学大学院 （株）オリエンタルコンサルタンツ 室蘭工業大学 八千代エンジニヤリング株式会社 東京工業大学大学院理工学研究科 (株)商船三井 野村総合研究所 日本大学理工学部
連名者１ 松村暢彦 下夕村光弘 阿部義典 福田大輔 宇野伸宏 松岡未季 轟朝幸
連名者２ 岩嵜隆 内藤利幸 古沢茂 塩見康博 北詰恵一 岩倉成志  
連名者３ 土崎伸 田村亨 酒井哲夫 宇都正哲
連名者４ 藤原章正 渡部数樹
論文名 旅客船に関する学習機会提供の

組織的な取り組み事例
交通に関するイベント実施の態
度行動変容効果に関する研究

ＬＲＴの導入効果に関する利用
者・沿線住民の意識構造の分析

階層型道路ネットワーク実現に向
けた道路設計のあり方

Review of benefit evaluation
models for travel time reliability
improvements

都市高速道路の車種別料金体
系に関する検討

建設業労働者の産業間移動の
不完全性を考慮した公共投資に
関する一考察

都市鉄道を対象とした経路配分
手法の時間移転性に関する検討

発表者 宮地岳志 大井元揮 松田南 山川英一 Wahaballa Amr Mohamed 井ノ口弘昭 剣持健 井上真志
所属 (株)バイタルリード （社）北海道開発技術センター 神戸大学大学院 八千代エンジニヤリング株式会社 岐阜大学 関西大学 財団法人計量計画研究所 社会システム株式会社
連名者１ 藤井敬治 原文宏 小谷通泰 阿部義典 倉内文孝 秋山孝正 中前茂之 金子雄一郎
連名者２ 山田雅之 高野伸栄 上園真 中村英樹 髙木明義 橋本幹雄 加藤浩徳  
連名者３ 赤穴真理 大口敬　 Ayman Mahmoud Othman 高坂登志子 
連名者４ 三上堂子
論文名 小学校における「交通・環境学

習」プログラムの効果的な進め方
マスメディアを活用したモビリ
ティ・マネジメントの手法及び効果
に関する研究

新たな交通システム導入を契機
とした魅力ある地方都市中心市
街地整備構想に関する方法論的
研究

交通円滑化対策の適切な評価の
ための区間設定及び評価指標算
定方法に関する研究

旅行時間の変動と管理者および
利用者からみた旅行時間信頼性
指標

高速道路料金施策評価のための
生活行動シミュレーションモデル
の構築
－Activity Based Approachに基
づく料金施策評価－

健康福祉都市における街路計画
と移動制約者に着目した交通調
査手法

年齢階層を考慮した都市鉄道需
要分析方法に関する研究

発表者 清水彰 酒井弘 山本喜満子 門間俊幸 堀江侑生 岡田直也 大村朋之 山下良久
所属 (株)まち創生研究所 (株)まち創生研究所 立命館大学大学院 国土技術政策総合研究所 名城大学大学院 京都大学大学院工学研究科 東京大学大学院工学系研究科 社会システム株式会社
連名者１ 酒井弘 宮川愛由 春名攻 上坂克己 若林拓史 菊池輝 羽藤英二 日比野直彦  
連名者２ 山口喜久治 藤井聡 銭学鵬 大脇鉄也 奥嶋政嗣
連名者３ 稲垣学 橋本浩良 藤井聡
連名者４ 松村暢彦 吉岡伸也
論文名 福山都市圏の学校ＴＦＰ展開に向

けた取り組みと有効性の検証
観光モビリティ・マネジメントにつ
いての技術開発: 京都・奈良での
取り組み事例

「歩くまち・京都」憲章ならびに「歩
くまち・京都」総合交通戦略策定
の取組

道路交通センサスデータを用い
た道路階層別交通性能照査法の
提案

高速道路における多頻度利用者
の見込み所要時間実証分析

観光を目的とした地域間交流モ
デルによる経済効果の計測

人口減少時代のインフラ整備論：
主体論とリスク分担の観点から

頻度ベース公共交通配分手法の
首都圏鉄道ネットワークへの適
用

発表者 金子俊之 宮川愛由 東徹 内海泰輔　 足立智之 三上千春 高橋玲路 柳沼秀樹 
所属 (株)福山コンサルタント 社団法人　システム科学研究所 社団法人　システム科学研究所 （株）長大 西日本高速道路(株) 徳島大学大学院 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京工業大学大学院
連名者１ 斎藤詩織 井尻憲司 木村裕 下川澄雄 藤川謙 近藤光男 赤羽貴 島野和樹
連名者２ 目山直樹 大路健志 田中均 中村英樹 朝倉康夫 奥嶋政嗣 植村哲士  福田大輔
連名者３ 栗原健二 藤井聡 大口敬 近藤明子 Schmöcker Jan-Dirk
連名者４ 藤井聡
論文名 福山都市圏のスパイラルアップさ

れた学校TFPとその実践効果
イベント型モビリティ・マネジメント
による任意活動の行動変容効果

阪堺線存続再生活動の現況～
堺市ＬＲＴ東西線の中止を受けて

性能照査型道路計画設計に基づ
く登坂車線の設計概念

高速道路の所要時間分布からみ
た信頼性情報のあり方に関する
研究

社会的価値と高速道路料金大幅
引き下げ政策の賛否意識の関連
分析

人口減少時代のインフラ整備論：
ファイナンスの観点から

所要時間不確実性下における出
発時刻決定行動に関する分析－
首都圏鉄道旅客を対象として－

発表者 斎藤詩織 日野陽介 工藤寛之 洪性俊 藤川謙 岡部翔太 木村耕平 横山茂樹
所属 (株)福山コンサルタント 西日本旅客鉄道 日本路面電車同好会関西支部 東京大学 (株)道路計画 首都高速道路株式会社 マッコーリーキャピタル証券会社 東京電機大学大学院理工学研究科

連名者１ 金子俊之 松村暢彦 伊藤雅 大口敬 森田綽之 谷口綾子 宇都正哲 高田和幸
連名者２ 目山直樹  福田敦 藤井聡 植村哲士  
連名者３ 石田東生
連名者４
論文名 交通環境教育への健康問題追

加による影響分析
協働型交通施策のための計画分
析ツールに関する一考察

LRT整備計画プロセスにおける
課題　－堺市の計画の推移に基
づいて

ミクロシミュレーションを用いた道
路空間再構築の効果評価

都市間高速道路の走行速度変
動要因に関する基礎的考察

地方都市における低料金バス運
行社会実験の効果分析

道路利用サービス低下に基づく
維持修繕事業の計画立案

列車運行シミュレーションを用い
た遅延の拡大メカニズムに関す
る研究

発表者 糟谷賢一 川口康弘 塚本直幸 木下立也　 杉本鉄平 奥嶋政嗣 桂謙吾 仮屋﨑圭司
所属 京都大学大学院 三菱重工業 大阪産業大学人間環境学部 国土技術政策総合研究所 京都大学 徳島大学大学院 株式会社　建設技術研究所 (財)運輸政策研究機構運輸政策研究所

連名者１ 谷口綾子 奥村誠 大脇鉄也 山崎浩気 近藤光男 藤本圭太郎 日比野直彦 
連名者２ 石田東生  濱本啓治 宇野伸宏 中原圭太 森地茂 
連名者３ 上坂克巳 塩見康博 日野伸一 
連名者４
論文名 まちづくりルールに基づいた都市

づくりゲームの開発と実践
かしこいクルマ利用を促す異なっ
た冊子の配布と 寄り駅からの
距離が行動意図へおよぼす影響

松江市におけるＬＲＴ導入に向け
た試みと今後の課題

PAVEMENT MARKING
TREATMENTS ON
INTERSECTION APPROACHES
WITH EXCLUSIVE RIGHT-TURN

阪神高速道路のインターネットに
よる所要時間信頼性情報の提供
に向けて

地方都市コミュニティバスの料金
政策に関する課題

首都圏鉄道網発展と駅内乗換歩
行距離の相関分析

発表者 松村暢彦 山口幸生 高田俊哉 Dang minh　Tan　 岩里泰幸 秋山孝正 張香織 
所属 大阪大学大学院 福岡大学 松江市都市計画部 名古屋大学大学院 阪神高速道路（株） 関西大学 東京理科大学大学院
連名者１ 武田典子 安立光陽 中村英樹 山本昌孝 寺部慎太郎
連名者２ 谷口守 浅野美帆 朝倉康夫 内山久雄 
連名者３ 菅芳樹
連名者４ 田名部淳
論文名 ＭＭによる交通手段転換が「主

観的幸福感」に与える影響分析
フランス事例調査に基づくLRTプ
ロジェクトと公共空間デザインの
分析

大橋ジャンクションにおける走行
支援策に関する検討

AVIデータを用いた一般道路にお
ける時間信頼性指標の算出方法
の検討

鉄道駅構内における混雑情況と
旅客流動の関係に関する研究

発表者 鈴木春菜 ペリー史子 増田智志 上坂克巳 中村泰広 
所属 京都大学 大阪産業大学 首都高速道路株式会社 国土技術政策総合研究所 鹿島建設株式会社
連名者１ 北川夏樹 波床正敏 須長順行 橋本浩良 日比野直彦
連名者２ 矢野晋哉 田中淳 吉岡伸也 森地茂 
連名者３ 藤井聡 後藤秀典 中西雅一
連名者４ 川崎洋輔
論文名 自転車に対する愛着意識と放置

駐輪行為に関する実証的検討
イギリスのLRTプロジェクトに見る
まちづくりとの関係性

山岳道路における時間信頼性の
低下要因と道路利用者の意識の
調査

鉄道事業の実務的観点からの研
究課題

発表者 羽鳥剛史 伊藤雅 原田優子 岩倉成志
所属 東京工業大学 和歌山工業高等専門学校 国土技術政策総合研究所 芝浦工業大学
連名者１ 福田大輔 橋本浩良 新倉淳史 
連名者２ 藤井聡 吉岡伸也 金子雄一郎
連名者３ 三木谷智 上坂克巳
連名者４
論文名 非重複経路を考慮したアクセシビ

リティ評価指標の構築

発表者 瀬戸裕美子
所属 京都大学大学院
連名者１ 宇野伸宏
連名者２ 塩見康博
連名者３
連名者４

※講演タイトル，発表者，連名者および発表者所属は，発表申し込み時の情報に基づきます．
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第1日目：6月5日(土) 時間帯2 
第1会場（0211教室） 第2会場（0221教室） 第3会場（0222教室） 第4会場（0231教室） 第5会場（0232教室） 第6会場（0111教室） 第7会場（0112教室） 第8会場（0113教室）

時間 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 11:00～12:00 10:30～11:30 11:00～12:00
セッション名 公共政策デザインコンペ

プレゼンテーション
沈黙の交通計画論 安心安全かつ持続可能な社会を

目指した都市物流システム
子育てバリアフリー 信号制御～データ革命後の新た

な展開～
人口減少時代のインフラ整備計
画のあり方(2)

途上国の社会基盤計画

オーガナイ
ザー・
司会者

久保田尚（埼玉大学）,藤井聡（京
都大学）

谷口栄一（京都大学），兵藤哲朗
（東京海洋大学）

大森宣暁（東京大学），谷口綾子
（筑波大学）

堀口良太（アイ・トランスポート・ラ
ボ）

北詰恵一（関西大学），植村哲士
（野村総合研究所）,宇都正哲（野
村総合研究所）

加藤浩徳（東京大学）

論文名 パーソントリップ調査の無回答へ
の対応方策に関する分析

プローブデータによる京阪神地域
貨物車交通の道路利用特性に関
する分析

就学前児童の保護者を対象とし
た幼稚園・保育園の選択行動に
関する研究

Data Fusion Prototype for
Dynamic Signal Coordination on
Urban Corridors

人口減少地区からの撤退のタイ
ミングと関連インフラ整備のあり
方

Estimation of BPR Function for
Dhaka City by Incorporating the
Influence of Illegal On-Street
Parking and Street-Occupancy

発表者 森尾淳 横田孝義 高瀬達夫 Farhana NAZNIN 佐藤徹治   Akimasa FUJIWARA
所属 財団法人計量計画研究所 京都大学 信州大学 The University of Tokyo 千葉工業大学 広島大学
連名者１ 平見憲司 玉川大 福澤大悟 Babak Mehran A.H.M. Mehbub ANWAR
連名者２ 高橋勝美 Masao Kuwahara 張峻屹
連名者３ 西野仁
連名者４ 松本正生
論文名 社会実験が交通まちづくり調査に

おけるサイレント層に及ぼす影響
に関する研究

高速道路の通行止がトラックの
都市内定期配送へ与える影響に
関する分析

保育所送迎の実態と事業所内保
育所のあり方に関する研究

プローブデータを用いた飽和交通
流率の推計手法

首都圏における人口の動向と市
街地整備・社会基盤施設のあり
方

Survey on Consumers’ Shopping
Behavior in Jakarta， Indonesia

発表者 小嶋文 玉川大 橋本まり 和田沙織 遠藤玲 加藤浩徳
所属 埼玉大学大学院 京都大学大学院 東京大学 警察庁 芝浦工業大学土木工学科 東京大学
連名者１ 久保田尚 横田孝義 大森宣暁 吉井稔雄 白川翔太 太田哲夫
連名者２ 前川和彦 高見淳史 花房比佐友 齋藤亮
連名者３ 原田昇 堀口良太 関永一起
連名者４
論文名 交通計画における「物語」の本質

的意義
DEAを応用した運輸部門におけ
るCO2削減可能量の推定及び削
減対策の検討

居住地周辺の子育て環境につい
ての意識と居住地選択

ユビキタス・センサ・ネットワーク
時代に向けた信号制御方式につ
いて

アポトーシス（プログラムされた細
胞死）を配慮した都市・地域計画

ANALYSIS OF BOTTLENECKS
IMPEDING STABLE SUPPLY OF
INTERNATIONAL INLAND
FREIGHT TRANSPORT

発表者 藤井聡 吉野大介 寺内義典 麻生敏正 氏原岳人 Tomoya KAWASAKI
所属 京都大学 復建調査設計（株） 国士舘大学理工学部 埼玉大学 岡山大学大学院環境学研究科 東京工業大学
連名者１ 羽鳥剛史 藤原章正 大森宣暁 長谷川孝明 谷口守   花岡伸也   
連名者２ 長谷川大貴 張峻屹 谷口綾子
連名者３ 澤崎貴則 真鍋陸太郎
連名者４
論文名 EXPLORING 24-HOUR

DELIVERY THROUGH A FUZZY
COGNITIVE MAP MODEL-A
CASE STUDY OF PCHOME.COM

公共交通機関のこども連れ利用
における心理的バリアの軽減を
目的とした説得的コミュニケー
ションによる態度変容効果分析

Evaluation of Adaptive Group-
based Signal Control through
Field Operational Tests

詳細地区空間データを用いた居
住環境質評価システムによる街
区再構築デザイン検討

Current situation of Park & Ride
Rapid Transit in Bangkok

発表者 I-Wen WANG 柳田穣 Nan KANG 芹澤洋史 池下英典
所属 東北大学 筑波大学 名古屋大学大学院 名古屋大学 日本大学
連名者１ 奥村誠 谷口綾子 中村英樹 林良嗣 Isaret RATTANAPISIT
連名者２ 大窪和明 石田東生 浅野美帆 加藤博和 福田敦
連名者３ 馮正民 唐克双 森田紘圭 有村幹治
連名者４ 黃昱凱 戸川卓哉 千葉正哉

第1日目：6月5日(土) 時間帯3
第1会場（0211教室） 第2会場（0221教室） 第3会場（0222教室） 第4会場（0231教室） 第5会場（0232教室） 第6会場（0111教室） 第7会場（0112教室） 第8会場（0113教室）

時間 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30
セッション名 途上国都市におけるエネルギー

消費と環境ガバナンス
市民参加・PI
（ポスター併用）

国際貨物輸送の現状と課題 平面交差部の安全・円滑 ss10.中央新幹線計画はどうすべ
きか？～磁気浮上か？ルート
は？駅は？アクセス交通は？ま
ちづくりは？～

地域ITS ss04.マクロ経済学と土木計画学
の政策的対話

ベイズ統計

オーガナイ
ザー・
司会者

張峻屹（広島大学） 矢嶋宏光（計量計画研究所），寺
部慎太郎（東京理科大）

竹林幹雄（神戸大学），柴崎隆一
（国土技術政策総合研究所）

鈴木弘司（名古屋工業大学），大
口敬（首都大学東京）

家田仁（東京大学） 金澤文彦（国総研），松本修一
（慶應義塾大学），片岡源宗（高
知工科大学）

中野剛志（経済産業省），藤井聡
（京都大学）

古谷知之（慶應義塾大学）

論文名 Analysis of Household out-of-
home energy consumption for
Jakarta City

道路事業の設計段階におけるPI
の導入方法とその効果

中国の国際貿易動向に関する統
計データ分析

利用者挙動から見た交差点コン
パクト化の影響分析

ITS社会実験から地域主体による
持続的運営への展開

階層ベイズモデルを用いた不動
産データの復元

発表者 S. B. Nugroho 中塚高士 荒木大志 山口大輔 鈴木達也 瀬谷創
所属 広島大学大学院 （財）計量計画研究所 パシフィックコンサルタンツ株式会社 名古屋工業大学 日本工営 筑波大学大学院
連名者１ 藤原章正 町田孝 柴崎隆一 鈴木弘司 赤羽弘和 堤盛人
連名者２ 張峻屹 山口順 神波泰夫 藤田素弘
連名者３ Saleh A. 荒井祥郎
連名者４
論文名 USAGE PATTERNS OF

HOUSEHOLD APPLIANCES AND
ENERGY-SAVING EFFECTS BY
REDUCING AIR-CONDITIONING
IN RESIDENTIAL BUILDINGS OF
MALAYSIA

オピニオンリーダーの福岡空港
PIに対する事後評価に関する分
析

西日本地域に発着する対中国コ
ンテナ貨物の国際海上輸送経路
の選択行動に関する分析

サイクル長に着目した信号現示
切り替わり時における車両挙動
解析

地方部でのバス案内システム
「chi-bus」の適用

MCMCを活用した企業組織立地
モデルによる地域格差分析

発表者 Tetsu KUBOTA 小川直裕 秋田直也 山内麻希 岡村健志 奥村誠
所属 広島大学大学院 東京電機大学 神戸大学 京都大学大学院 高知工科大学 東北大学
連名者１ 鄭祥祐 高田和幸 董昊洋 吉井稔雄 永原三博 高田直樹
連名者２ Hooi Chyee Doris Toe 小谷通泰 藤井聡 菊池豊 大窪和明
連名者３ Remaz Ossen Dilshan 熊谷靖彦
連名者４ 中川敏正
論文名 日本における都道府県エネル

ギー消費に関する経年分析
戦略的環境アセスメント導入に伴
う公共事業の計画プロセスの課
題

近海コンテナ貨物輸送市場にお
ける発着港湾選択に関する一考
察：日本発着アジア近海輸送市
場を対象として

信号切り替わり時のクリアランス
車両との交錯を考慮した交差側
車両の発進挙動

長崎EV&ITSプロジェクト(長崎エ
ビッツ)

ベイズ・マルチレベルモデルを用
いた観光交流人口に関する基礎
的分析

発表者 塚井誠人 岩佐賢治 石原圭 鈴木一史 鈴木高宏 古谷知之
所属 広島大学大学院 （財）計量計画研究所 神戸大学工学部建設工学科 名古屋大学大学院 長崎県産業労働部／東京大学生産技術研究所 慶應義塾大学
連名者１ 桑野将司 矢嶋宏光 竹林幹雄 後藤梓 上村昌博 大田ひとみ
連名者２ 高松由彦 荒井祥郎 中村英樹
連名者３ 張峻屹 遠藤園子
連名者４
論文名 Analysis of Ownership and Usage

of In-home Appliances and
Vehicles based on the Multiple
Discrete-Continuous Extreme
Value (MDCEV) model

インフラ整備を契機とした市民参
加とソーシャル・キャピタル醸成
の関係についての考察

国際物流モデルを用いたパナマ
運河拡張の影響シミュレーション

信号交差点における損失時間の
実証推定手法

ITS技術と既存安全施設が高速
道路利用者の安全走行に与える
影響：SP調査による評価

ベイズ型時系列モデルを用いた
高速道路利用者数の解析

発表者 Biying YU 辻喜彦 柴崎隆一 山口智子 楠橋康広 土屋香織
所属 広島大学大学院 宮崎大学大学院 国土技術政策総合研究所 首都大学東京 広島大学大学院国際協力研究科 山梨大学
連名者１ 張峻屹 吉武哲信 渡部富博 大口敬 張峻屹 中沢航太
連名者２ 藤原章正  出口近士 鹿田成則 藤原章正 佐々木邦明
連名者３ 松ヶ野佑子 小根山裕之
連名者４
論文名 中国における環境ガバナンスの

新展開-エネルギー消費の抑制と
交通部門の発展-

自由連想法とクラスター分析によ
る「合意形成」に対するイメージ
の研究

交差点構造の影響を考慮した左
折車両挙動のモデル化

公道小交差点での路上設置型警
告システムの効果分析

発表者 羅佳 松本美紀 勇川邦浩 三谷哲雄
所属 山梨大学大学院 国土技術政策総合研究所 奈良県 流通科学大学
連名者１ 李昂 高尾知佳 鈴木一史 須藤晃成
連名者２ 金基成  入江秀晃 浅野美帆 山中英生
連名者３ 中村英樹 明揚
連名者４
論文名 DPSIR Cフレームワークの提案と

交通部門環境管理の評価への
応用

発言録データに基づく文脈マイニ
ング手法の開発

発表者 張峻屹 難波雄二
所属 広島大学大学院 広島大学大学院
連名者１ 藤原章正 塚井誠人
連名者２ 桑野将司
連名者３
連名者４

第1日目：6月5日(土) 時間帯4（若手セッション）
第1会場（0211教室） 第2会場（0221教室） 第3会場（0222教室） 第4会場（0231教室） 第5会場（0232教室） 第6会場（0111教室） 第7会場（0112教室） 第8会場（0113教室）

時間 14:45-15:45 14:45-15:45 14:45-15:45 14:45-15:45 14:45-15:45 14:45-15:45 14:45-15:45 14:45-15:45
論文名 The relationship between

transport infrastructure and
regional economic growth: A case
study of China

Learning From London and Seoul
Experiences in Public Transport
Reform

Webベースのアクティビティ・シミュ
レーターを用いた時差勤務制度
に対する意向分析

東京の繁華街における街路の空
間構成とその特徴に関する研究

発表者 Xiao LUO Emri JULI　HARNIS 有賀敏典 玉那覇綾子
所属 名古屋大学 熊本大学 国立環境研究所 東京大学
連名者１ 加藤博和 溝上章志 青野貞康 堀繁
連名者２ 林良嗣 大森宣暁
連名者３ 原田昇
連名者４
コメンテータ 小林潔司（京都大学） 喜多秀行（神戸大学） 佐々木邦明（山梨大学） 平野勝也（東北大学）
論文名 2次元Core-Peripheryモデルにお

ける人口集積・分散パターン
Performance evaluation of
subway lines with data
envelopment analysis and
geographic information systems,
a case study of Beijing, China

Estimation of optimal refund
level of parking deposit system

発表者 高山雄貴 Yunjing WANG Zhi ZUO
所属 東北大学 名古屋大学 名古屋大学
連名者１ 赤松隆 加藤博和 金森亮
連名者２ 林良嗣 三輪富生
連名者３ 森川高行
連名者４
コメンテータ 小池淳司（鳥取大学） 加藤浩徳（東京大学） 秋山孝正（関西大学）

オーガナイザー　家田　仁　（東
京大学）

佐々木　良　（国土交通省鉄道
局）　「中央新幹線の計画経緯と
超電導リニアの開発経緯（仮）」
宇野　護　（JR東海　東海道新幹
線21世紀対策本部）
　「東海道新幹線にとっての中央
新幹線（仮）」
村上清明　（三菱総合研究所　科
学技術部門統括室）
　「中央新幹線の国民的・国家的
意味と課題（仮）」
井口裕之　（長野県）
　「地域から見た中央新幹線への
期待と課題（仮）」

（話題提供）
「社会資本整備の経済政策的意
義の再考」
中野剛志（経済産業省・経済産
業政策局）
「社会資本整備のマクロ経済効
果と政策的含意」
樋野誠一（(財)計量計画研究
所），門間俊幸（国土技術政策総
合研究所），毛利雄一（(財)計量
計画研究所），久家淳（(財)計量
計画研究所）

（指定討論）
小池淳司（鳥取大学・工学部）

（司会）
藤井　聡（京都大学・大学院工学
研究科）

もてなしの道づくり～鶴岡市温海
地区かじか通りを対象として～
(玉那覇綾子，田代展子）
阿波の水運の復興
(井上賢，東原正樹，亀谷友紀）
京都市放置駐輪抑制プロジェクト
～みられるポスター～
(阿部正太朗，周婉嬌，幹拓也，
山根和人，米澤裕之）
熊電沿線まるごと公園化計画
(梶原康至，田代達郎，平田晃
久，藤田将史，森永咲）
交通まちづくりにおけるモビリティ
デザイン手法の実践 ～世田谷区
三軒茶屋駅周辺を題材として～
(森和也，金子祐太朗，長田千絵
美，嶋田雄介，清水和弘）
地域住民も通うキャンパス～地
域を豊かにする大学へ！～
(市橋祐希，永田史孝，萩田隼
平，山口大輔，横山裕章）
通勤時間も稼ごうや！！～通勤
を対象とした公共交通機関の利
用促進～(岡本昌晃，草野優太，
清水嵩士，森本将太，米田正人）
岐阜県恵那市明智地域―地域
別景観計画を中心としたまちづく
りの一方策―
(並木義和，小林徹平，古川日出
雄）
嵐山地区におけるパークアンドサ
イクルライドの提案 -観光・交通
アンケートに基づいて-
(大原一也，加地淳志，長尾基
哉，濱名智，牧野夏樹）

1



第1日目：6月5日(土) 時間帯5
第1会場（0211教室） 第2会場（0221教室） 第3会場（0222教室） 第4会場（0231教室） 第5会場（0232教室） 第6会場（0111教室） 第7会場（0112教室） 第8会場（0113教室）

時間 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30
セッション名 低炭素社会を支えうる都市・交通

システム(1)
（ポスター併用）

市民参加型計画とまちづくり(1) 転換期における航空・空港政策
の課題と展望(1)

交通事故対策（1） 景観を活用した地域連携方策を
考える

ss06.もっと使えるITSへ 地方自治体行政の技術経営(1) 都市間旅客交通の調査方法・分
析方法の開発

オーガナイ
ザー・
司会者

加藤 博和（名古屋大学） 大島明（国際航業），森本章倫
（宇都宮大学）

平田輝満（財団法人運輸政策研
究機構）

藤田素弘（名古屋工業大学），荻
野弘（豊田工業高等専門学校）

佐々木葉（早稲田大学），岡田智
秀（日本大学）

山田晴利（東京大学） 谷本圭志（鳥取大学），秀島栄三
（名古屋工業大学）

奥村誠(東北大学)

論文名 勾配などを考慮した電気自動車
の 適経路問題とその近似解法

国内訴訟事例からみた住民・市
民参加に関する制度･仕組みの
課題と方向性について

世界の24時間空港へのアクセス
交通手段の調査

路面のカラー舗装化が運転者の
視覚挙動に与える影響分析

地域交流機関としての明知鉄道
の可能性

都市分散型水資源に関する一般
市民と行政担当者の選好（意識）
の比較検討

マルムキスト指数を用いた都市
間公共交通のモビリティ分析

発表者 清水太朗 渡辺茂樹 藤生慎 荻野弘 出村嘉史 都筑良明 荒谷太郎
所属 慶應義塾大学 （株）オリエンタルコンサルタンツ 東京大学大学院 豊田工業高等専門学校 岐阜大学 東洋大学 日本大学大学院
連名者１ 國府方久史 今林周次 高田和幸 野田宏治 佐々木葉 荒巻俊哉 轟朝幸
連名者２ 松本修一 鈴木義康 北畠正巳  岡田智秀
連名者３ 川嶋弘尚 藤田章弘 山口敬太
連名者４ 藤善隆次
論文名 電動バスを用いた低炭素型観光

交通システムによる二酸化炭素
削減評価

計画実務におけるコミュニケー
ション手法の柔軟な適用について

空港ターミナル内旅客移動の動
線評価に関する基礎的研究

後席シートベルトの着用義務化
の効果

拠点分散地域における交流型景
観まちづくりに関する考察ー岐阜
県恵那市山岡町における景観ま
ちづくりワークショップの取り組み
からー

市民参加型計画策定における協
議過程のテキスト分析

都市間業務ネッ トワークの経年
変化に関する実証分析

発表者 宇野元浩 松本好史 松尾誠太郎 萩田賢司    川島正嵩 榊原弘之 重白結一
所属 (株)ニュージェック　 （株）ケー･シー･エス 東京工業大学大学院 科学警察研究所 日本大学 山口大学大学院 広島大学大学院
連名者１ 鈴木直司 今井稔 羽鳥剛史 岡田智秀 長曽我部まどか 桑野将司
連名者２ 紙屋雄史 倉田糧造 福田大輔 朽木健二 宮地岳志 塚井誠人
連名者３ 石太郎 山崎俊和 島田かおり 西村智明 奥村誠
連名者４ 出井惣太 大西慧
論文名 交通環境の利便性が居住地選

択及び自動車保有に与える影響
大学における継続的市民参加計
画を支える技術者育成の取り組
み

アジアのハブ空港におけるトラン
ジット旅客の流動特性に関する
分析

２車線道路におけるワイヤーロー
プ式防護柵の開発

鉱山都市足尾の歴史的景観特
性に関する研究―足尾地域の景
観計画策定を目指して―

「地域力」を活かした行政経営の
基礎的研究

期待一般化費用に基づく幹線鉄
道網の 適化研究

発表者 伊地知恭右 江守央 大井輝夫 平澤匡介 澄田高宏 山本幸 波床正敏
所属 (社)北海道開発技術センター 日本大学理工学部 パシフィックコンサルタンツ（株） （独）土木研究所寒地土木研究所 宇都宮大学工学部 熊本県上益城振興局 大阪産業大学
連名者１ 新森紀子 伊澤岬 屋井鉄雄 武本東 青木達也 柿本竜治 中川大
連名者２ 原文宏 高田和幸 葛西聡 永井護 山田文彦
連名者３ 金賢 山口健悟
連名者４
論文名 地域の特徴を考慮した、ガソリン

価格の変動が交通行動に与える
影響の実証分析

交通バリアフリー基本構想から住
民主導のまちづくりへの展開～
倉敷市の取り組みを事例に～

国際ビジネス航空旅客流動の実
態分析

路肩幅員に着目した二輪車のす
り抜け挙動解析

水防に着目した農村における地
域コミュニティの体制に関する研
究

地方自治体による行政サービス
の品質に対する要求レベルに関
する考察

社会・環境を考慮した都市間交
通ネットワークの運用に関する研
究

発表者 藤崎耕一 藤田智司 三輪英生 河西秀彦 岩田圭佑 山岡泰幸 長谷部知行
所属 運輸政策研究機構 倉敷市建設局 東京工業大学／株式会社ニュージェック 京都大学 熊本大学大学院 名古屋工業大学大学院 日本大学大学院
連名者１ 森地茂 濱元豊明 屋井鉄雄 吉井稔雄 田中尚人 秀島栄三 下原祥平
連名者２ 伊東誠 石塚裕子 大井輝夫  藤井聡 松元里紗 金子雄一郎
連名者３ 新田保次 島崎敏一
連名者４
論文名 カーシェアリングと公共交通との

連携を考慮した周遊観光交通シ
ステムの提案

計画から事後評価まで～市民参
加で進める豊中市の交通バリア
フリー～

日本発着のアジア内国際航空
チャーター輸送市場の時系列分
析

首都高速のジャンクション合流部
における区画線改良による走行
安全性の評価手法

テキストマイニングによる都市・景
観イメージ分析－水・緑環境に着
目して－

自治会分権型の生活道路維持
管理システムに関する研究

交通事業者の会員施策が都市
間交通旅客の交通機関選択に与
える影響

発表者 井田直人 高橋冨美 向井尋明 嶋澤隆介 大塚裕子 灘英樹 柴田宗典
所属 北海道工業大学 （株）建設技術研究所 神戸大学工学部 首都高速道路株式会社 (財)計量計画研究所 境港市 財団法人鉄道総合技術研究所
連名者１ 鈴木裕二 大喜多梨加 竹林幹雄   内海和仁 森田哲夫 谷本圭志 寺部慎太郎
連名者２ 田村亨 山本幸久 割田博 吉田朗 村田博美 内山久雄
連名者３ 新田保次 中村司 小島浩 新槙広樹 
連名者４ 高田潤一郎 塚田伸也
論文名 A Model to Evaluate Energy

Efficiency from the Viewpoint of
Individual Quality of Life

地域参画型コミュニティバス事業
の持続性に関する実証的検討－
春日井西部コミュニティバスを例
として－

東アジア国際航空旅客輸送市場
へのLCC参入の影響分析

トルコのカウントダウン式車両用
信号機における車両挙動分析

病院受療動向分析を通じた天草
市の公的病院の統廃合問題の
検討

発表者 Yanhong YIN 福本雅之 竹林幹雄 于柯 長谷部俊之
所属 Kumamoto University 名古屋大学大学院環境学研究科 神戸大学大学院 名古屋工業大学 熊本大学政策創造研究教育センター

連名者１ Shoshi MIZOKAMI 加藤博和 石倉智樹  藤田素弘 柿本竜治
連名者２ Risa MURAKAMI 黒坂俊樹 鈴木弘司 森顕信
連名者３ ユルマズジハット 上野眞也
連名者４
論文名 環境・経済・社会のトリプル・ボト

ムラインに基づく都市持続性評価
システム

郊外型新興住宅地におけるソー
シャル・キャピタルとバス運営へ
の参加意向との関連性分析

ACCIDENT PREDICTION
MODELING OF FEDERAL
ROUTE F050 MALAYSIA

発表者 戸川卓哉 谷内久美子 Mustakim FAJARUDDIN
所属 名古屋大学大学院 大阪大学大学院 名古屋工業大学
連名者１ 小瀬木祐二 新田保次 藤田素弘
連名者２ 鈴木祐大 角田直毅
連名者３ 加藤博和
連名者４ 林良嗣

第1日目：6月5日(土) 時間帯6
第1会場（0211教室） 第2会場（0221教室） 第3会場（0222教室） 第4会場（0231教室） 第5会場（0232教室） 第6会場（0111教室） 第7会場（0112教室） 第8会場（0113教室）

時間 17:45-18:45 17:45-18:45 17:45-18:45 17:45-18:45 17:45-18:45 17:45-18:45 17:45-18:45 17:45-18:45
セッション名 低炭素社会を支えうる都市・交通

システム(2)
（ポスター併用）

市民参加型計画とまちづくり(2) 転換期における航空・空港政策
の課題と展望(2)

交通事故対策（2） 景観を活用した地域連携方策を
考える

流入制御　～理論と実務の次な
るステージ～

地方自治体行政の技術経営(2) 生物・活動多様性保全と都市・地
域計画

オーガナイ
ザー・
司会者

加藤 博和（名古屋大学） 大島明（国際航業），森本章倫
（宇都宮大学）

高田和幸（東京電機大学） 藤田素弘（名古屋工業大学），荻
野弘（豊田工業高等専門学校）

岡田智秀（日本大学），佐々木葉
（早稲田大学）

吉井稔雄（愛媛大学），割田博
（首都高速道路株式会社）

谷本圭志（鳥取大学），秀島栄三
（名古屋工業大学）

谷口守（筑波大学）

論文名 地域間超高速旅客・貨物輸送シ
ステムのLCAを用いた評価

大阪の区画整理事業の実践にお
ける課題と展望

ASSET MANAGEMENT
STRATEGY OF A REGIONAL

生活道路における狭さくの速度
抑制効果に関する研究

景観計画における地域資源図の
特徴と表現

首都高速道路における入口交通
量変動要因に関する分析

既成市街地における土地区画整
理事業の地区間比較について

一様なる多様性：その実際と課題

発表者 服部有里 金城昌幸 Daniel MABAZZA 伊藤克広 川田武尊 田村勇二 西野仁 谷口守
所属 名古屋大学大学院 財団法人大阪府都市整備推進センター 室蘭工業大学 国土技術政策総合研究所 早稲田大学 パシフィックコンサルタンツ株式会社 国土政策技術総合研究所 筑波大学
連名者１ 森本涼子 藤井純二 塩谷賢平 本田肇 佐々木葉　 割田博
連名者２ 柴原尚希 則武利昭 有村幹治 簑島治 桑原雅夫
連名者３ 加藤博和 石塚裕子 田村亨 金子正洋 佐藤光
連名者４ 伊藤友佳
論文名 ELCELによる東南アジア諸都市

におけるBRT導入によるCO2排
出削減効果の比較分析

参加型の社会資本整備事業にお
ける継続活動の要因分析に関す
る研究

空港の立地が地域の社会経済に
与える影響に関する考察

シケイン・スラロームによる速度
抑制効果に関する研究

岐阜県恵那市岩村城下地区にお
ける景観特性と景観まちづくり
ワークショップの成果

都市高速道路における緊急時流
出制御　－理論的構築と実現に
向けた考察－

送迎活動の定量的評価手法の
提案

環境多様性に着目した生活の質
の評価構造に関する研究

発表者 福田敦 伊藤将司 山崎俊夫 本田肇 高村匡佑 吉村敏志 山下和哉 森田哲夫
所属 日本大学理工学部 （株）福山コンサルタント 財団法人中部空港調査会  国土技術政策総合研究所 岐阜大学 阪神高速道路株式会社 広島大学大学院 群馬工業高等専門学校
連名者１ 有村幹治 森本章倫 秀島栄三 金子正洋 出村嘉史 大藤武彦 塚井誠人 杉田浩
連名者２ 石坂哲宏 簑島治 田中利明 宇野伸宏 桑野将司 馬場剛
連名者３ 池下英典 伊藤克広 清水勇介 塚田伸也
連名者４
論文名 開発途上都市において低炭素交

通システムを実現するための支
援制度に関する検討

道路利用者・沿道住民の意見を
取り入れた道路維持修繕計画策
定に関する一考察

羽田空港到着機を対象とした出
発制御の実態に関する基礎的分
析

通学路状況が交通事故発生に与
える影響に関する研究

岐阜県恵那市岩村富田地区にお
ける景観特性と景観まちづくり
ワークショップの成果

ネットワーク形状と交通状況に適
応したランプ流入制御手法

地方自治体におけるＣＭ方式の
適用について

生物多様性オフセットの導入を見
据えた公共事業の計画策定プロ
セスの再検討

発表者 福田トウェンチャイ 藤本圭太郎 三村大地 末益元気 山口敬太 遠藤皓亮 多田寛 福本潤也
所属 日本大学 建設技術研究所 東京工業大学 九州大学 京都大学 京都大学 国土技術政策総合研究所 東北大学
連名者１ 福田敦 桂謙吾 平田輝満 松永千晶 出村嘉史 吉井稔雄 宮武一郎 大石史哉
連名者２ 白川泰樹 中原圭太 清水吾妻介 角知憲 田中倫希 藤井聡 馬場一人
連名者３ ゴジャシウティクル 日野伸一 屋井鉄雄 安食典彦
連名者４ 笛田俊治
論文名 アジア途上国大都市におけるパ

ラトランジットを活用した低炭素交
通施策の検討

ローカル・ガバナンス・システムと
しての総合計画策定のあり方

羽田空港再拡張後の新規滑走
路整備による容量拡大方策と騒
音影響に関する検討

眼球運動による生活道路の安全
性評価指標の構築に関する基礎
的研究

岐阜県恵那市山岡町地区におけ
る景観特性と景観まちづくりワー
クショップの成果

首都高速道路における集計QKを
用いたエリア流入制御の適用に
向けた検討

技術開発・工事一体型調達方式
に関する研究

東京都区部における産業構造・
分布の変化と市街地再編

発表者 矢尾和也 久隆浩 平田輝満 三村泰広 島田かおり 稲富貴久 塚原隆夫 宮下奈緒子
所属 名古屋大学大学院 近畿大学 運輸政策研究機構 財団法人　豊田都市交通研究所 日本大学 パシフィックコンサルタンツ株式会社 国土技術政策総合研究所 政策研究大学院大学
連名者１ 伊藤圭 清水吾妻介 稲垣具志 岡田智秀 割田博 笛田俊治 森地茂
連名者２ 沢山愛 屋井鉄雄  荻野弘 横内憲久 桑原雅夫 山下尚 稲村肇
連名者３ 加藤博和 野田宏治 朽木健二 佐藤光 増本みどり
連名者４ 林良嗣 川島正嵩 山口英樹
論文名 公共空間の計画策定過程におけ

る各主体の連携と分担に関する
研究-大阪府吹田市「東部拠点
のまちづくり市民フォーラム」を事

地域と人をつなぐ明智鉄道駅と
駅前広場のデザイン提案

調査・設計等業務の総合評価落
札方式における低入札対策

発表者 田中晃代 吉谷崇 服部司
所属 近畿大学総合社会学部 （株）設計領域 国土技術政策総合研究所
連名者１ 新堀大祐 榊陽一
連名者２ 篠原修 野口浩
連名者３
連名者４

（司会）
家田仁（東京大学）

（話題提供）
「実践的ITSからの提言（中間報
告）」池田朋広（三菱総研）
「コンテクスト応答型警告システ
ムの導入効果：広島ＩＴＳ公道実
証実験からの教訓」藤原章正（広
島大学）
「NPOによるITS推進と新しい公
共のあり方について」葛西章史
（NPO法人青森ITSクラブ）
「地域ITS的な開発戦略の国際動
向（仮）」山田晴利（東京大学）
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