
第45回土木計画学研究発表会（春大会） 詳細プログラム１【6月2日(土)】第45回土木計画学研究発表会（春大会） 詳細プログラム１【6月2日(土)】第45回土木計画学研究発表会（春大会） 詳細プログラム１【6月2日(土)】第45回土木計画学研究発表会（春大会） 詳細プログラム１【6月2日(土)】

第1日目：6月2日(土) 時間帯1 第1日目：6月2日(土) 時間帯1 第1日目：6月2日(土) 時間帯1 第1日目：6月2日(土) 時間帯1 

第1会場 (共北25） 第2会場 (共北26) 第3会場 (共北27） 第4会場 (共北28） 第5会場 (共西3１) 第6会場 (共西32) 第7会場 (共北31) 第8会場 (共北32) 第9会場 (共北37) 第10会場 (共東12)
時間 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30

セッション名 5a 災害情報 54a 人口減少下での実用型土地
利用モデル～政策提案に向けて
～

33a 地域計画のためのヴィジョン
形成と景観まちづくりを考える

20a 東アジア・環太平洋地域の
地域・経済統合と国際物流・港湾
政策

24a 道路の計画設計と交通運用
の新たな試み

31a LRTを活かしたまちづくり 27a 航空輸送の現状と課題：実
務および研究双方に関して

21a 地域における生活サービス
の提供とモビリティの役割

18a 生活交通確保に住民・地域
社会が果たす役割

39a 交通安全対策とその効果

オーガナイ
ザー・
司会者

畑山満則，梶谷義雄 北詰恵一 佐々木葉，岡田智秀 柴崎隆一,川崎智也 下川澄雄，内海泰輔 伊藤　雅，波床正敏 竹林幹雄 吉田 樹，柳原崇男 福本雅之，宮崎耕輔 高宮　進，渡邊政義

論文名 東日本大震災における支援物資
の流動実態の解明

住宅選択行動の連鎖における
ニーズ変化分析

歴史まちづくりにおける街並構成
と真正性イメージ

都市と地理的条件が内航海運輸
送のシェアに与える影響

道路の階層区分を考慮した性能
照査手法の意義と課題

ドイツ・カッセル都市圏における
既存インフラを活用したLRT整備
事例

関西の航空輸送の現状と課題 平成22年近畿圏パーソントリップ
調査から見た移動困難者の移動
実態

広島市郊外の住宅団地における
乗合タクシーの運行と住民・地域
社会との関係に関する一考察

高速道路走行時の降雨による認
知的影響に関する研究

発表者 宮下侑子 森田直貴 白柳洋俊 荒谷太郎 下川澄雄 遠藤俊太郎 花角英世 猪井博登 加藤博和 矢野伸裕
所属 東北大学大学院　情報科学研究科 関西大学 東北大学大学院　情報科学研究科 (財)運輸政策研究機構 財団法人　国土技術研究センター カッセル大学 国土交通省大阪航空局 大阪大学 米子工業高等専門学校 科学警察研究所
連名者１ 福本潤也 北詰恵一 平野勝也 川崎智也 内海泰輔 山室良徳 森健二
連名者２ 高橋恵理 野中康弘 田中文彬 横関俊也
連名者３ 中村英樹 白水靖郎
連名者４ 大口敬
論文名 東日本大震災における救援物資

ニーズの時間的変化に関する研
究

選択型コンジョイントを用いた住
宅市場マッチングモデルの推定

函館市電沿線の街路景観の類
型化に関する検討

海運企業のパフォーマンス，生産
性とM&A

現状道路の問題点の体系的整
理と階層化による問題解決への
アプローチ

スペイン事例調査に基づくLRTプ
ロジェクトと公共空間デザインの
分析

ネットワークキャリアにおける今
後の事業戦略

高齢者の食料品購入と医療受診
における行動調査

住民主導型コミュニティ交通の立
ち上げに関する実証研究－徳島
市応神ふれあいバスの試み

保護者の注意が児童の交通安
全意識形成に与える影響

発表者 ブンポン健人 市川航也 山崎俊夫 松田琢磨 阿部義典 ペリー史子 河合　巌 天野圭子 加藤博和 伊豆原浩二
所属 東北大学 名城大学 函館工業高等専門学校 日本海事センター 国際航業（株） 大阪産業大学 ANAアジア戦略室 兵庫県立福祉のまちづくり研究所 名古屋大学大学院 名古屋産業大学
連名者１ 奥村誠 鈴木温 阿部泰成 川崎智也 柳沢敬司 花岡伸也 北川博巳 福本雅之 三村泰広
連名者２ 大窪和明 北詰恵一 高橋健一
連名者３ 宮本和明 渡部数樹
連名者４
論文名 東日本大震災における緊急支援

物資輸送の定量的評価：一次集
積所における搬入/搬出記録の
分析

地方都市中心部における業務用
地の低未利用地への転換に関す
る研究

電線類地中化事業に対する周辺
住民の意識と評価

2011年の東日本大震災及びチャ
オプラヤ川洪水が日本企業の国
際生産・物流チェーンに及ぼした
インパクトについて

道路階層の観点からみた中国地
方の道路ネットワークの現状

ビデオ調査に基づくトランジット
モールにおける歩行者のLRT軌
道横断に関する分析

関西の航空貨物輸送の現状と展
望

高齢者の心身機能に応じた生活
支援サービスの選択に関する考
察

使える公共交通をつくりたい　～
冥土の土産にまちづくりをする～

交差点での歩行者横断時におけ
る右左折車確認行動に関する研
究

発表者 桑原雅夫 阿部正太朗 岡田英哲 神田正美 内海泰輔 平山理恵 滝本哲也 大西健太 三谷裕子 羽賀研太朗
所属 東北大学大学院 情報科学研究科 京都大学大学院 政策研究大学院大学 三井物産戦略研究所 株式会社　長大 大阪産業大学大学院工学研究科 株式会社南海エクスプレス 鳥取大学大学院 みんなの公共交通を考える会 秋田大学工学資源学部土木環境工学科

連名者１ 和田健太郎 中川大 日比野直彦 小野憲司 北澗弘康 波床正敏 谷本圭志 宮崎耕輔 浜岡秀勝
連名者２ 松中亮治 森地茂 高木繁 ペリー史子
連名者３ 大庭哲治 手塚誠 吉川耕司
連名者４ 中村英樹 塚本直幸
論文名 震災時におけるガソリン販売政

策と消費者の殺到防止効果
都市計画への土地利用交通モデ
ルの利活用におけるデータ入手
可能性に関する基礎的検討

経路選択における交通行動目的
と色彩の影響に関する研究

非常時の対応を想定した際の階
層ネットワークの意義と課題

都市のスマートグロースを支える
交通結節点整備の在り方に関す
る一考察～広島市JR横川駅の
検証から～

国内航空路線の撤退・存続に関
する分析

生活サービスの調達手段に関す
る考察
－岩手県大船渡市の応急仮設
住宅を事例に－

沿線住民の意識に基づく地域公
共交通の利用価値とオプション
価値の分析

２車線道路におけるワイヤーロー
プ式防護柵の開発

発表者 大窪和明 阪田知彦 村瀬照寛 永井友子 牧野浩志 丹生清輝 吉田樹 加知範康 平澤匡介
所属 東北大学 国土技術政策総合研究所都市研究部 長崎大学大学院 （財）国土技術研究センター 東京大学生産技術研究所 国土交通省　国土技術政策総合研究所 福島大学 公益財団法人豊田都市交通研究所 （独）土木研究所寒地土木研究所
連名者１ 奥村誠 杉木直 坂本麻衣子 下川澄雄 平沢隆之 磯野文暁 山崎基浩 武本東
連名者２ 河本憲 西野仁 樋野義周 植原慶太 國定精豪 渡邊政義
連名者３ 山下大輔 井上岳
連名者４ 佐藤啓輔
論文名 震災時における給油利便性低下

の空間的要因分析
土地利用モデルによるマイクロシ
ミュレーションにおける並列処理
の枠組み

八戸三社大祭における場の関わ
りに関する語りと場のデザイン

海上コンテナ車の流動からみた
道路階層ネットワークの課題

軌道緑化による住民意識の変化
と社会的便益に関する研究

郊外住宅地における買い物困難
者への支援方法に関する研究

地域公共交通への住民参画の
促進方策に関する検討

発表者 岩坂友也 北詰恵一 福士薫 野平勝 伊藤雅 柳原崇男 福本雅之
所属 東北大学 関西大学 東京大学大学院工学系研究科 (財)国土技術研究センター 広島工業大学 近畿大学 名古屋大学大学院
連名者１ 奥村誠 井ノ口弘昭 羽藤英二 山内能章 澤康平 三宅翔太 加藤博和
連名者２ 大窪和明 和田卓
連名者３ 下川澄雄
連名者４
論文名 地方都市における個別建物更新

のメカニズムと景観まちづくり
―個々の住民の暮らしの総体的
方向性のマネジメントと町並の位
置づけー

発表者 佐々木葉
所属 早稲田大学
連名者１ 井下田渉
連名者２
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．
※ｾｯｼｮﾝ名の後ろの（P)はﾎﾟｽﾀｰ希望セッションを示す．
※「第○会場」の右側の（）内は京都大の教室番号を示す．



第1日目：6月2日(土) 時間帯2 第1日目：6月2日(土) 時間帯2 第1日目：6月2日(土) 時間帯2 第1日目：6月2日(土) 時間帯2 同時開催：公共政策デザインコンペ　プレゼンテーション（共北12）同時開催：公共政策デザインコンペ　プレゼンテーション（共北12）同時開催：公共政策デザインコンペ　プレゼンテーション（共北12）同時開催：公共政策デザインコンペ　プレゼンテーション（共北12）

第1会場 (共北25） 第2会場 (共北26) 第3会場 (共北27） 第4会場 (共北28） 第5会場 (共西3１) 第6会場 (共西32) 第7会場 (共北31) 第8会場 (共北32) 第9会場 (共北37) 第10会場 (共東12)
時間 10:45～12:15 10:45～12:15 10:45～12:15 10:45～12:15 10:45～12:15 10:45～12:15 10:45～12:15 10:45～12:15 10:45～12:15 10:45～12:15

セッション名 5b 災害情報 54b 人口減少下での実用型土地
利用モデル～政策提案に向けて
～

33b 地域計画のためのヴィジョン
形成と景観まちづくりを考える

20b 東アジア・環太平洋地域の
地域・経済統合と国際物流・港湾
政策

24b 道路の計画設計と交通運用
の新たな試み

31b LRTを活かしたまちづくり 27b 航空輸送の現状と課題：実
務および研究双方に関して

21b 地域における生活サービス
の提供とモビリティの役割

18b 生活交通確保に住民・地域
社会が果たす役割

39b 交通安全対策とその効果

オーガナイ
ザー・
司会者

畑山満則，梶谷義雄 北詰恵一 佐々木葉，岡田智秀 柴崎隆一,川崎智也 下川澄雄，内海泰輔 伊藤　雅，波床正敏 竹林幹雄 吉田 樹，柳原崇男 福本雅之，宮崎耕輔 高宮　進，渡邊政義

論文名 車載カメラ画像を用いた道路上
の災害・事故情報収集技術の課
題に関する考察

都市シミュレーションモデルを用
いた多様な政策手段の組合せ選
択と詳細設計

地域資産の継承とアイデンティ
ティ形成に関する基礎的考察

国際港湾から国内各地へ繋がる
輸送ネットワークのモード転換に
関する研究

交差形式に応じた階層型道路
ネットワーク性能に関するケース
スタディ

札幌市における路面電車延伸の
取組

マルチマーケットコンタクト効果と
合併：デルタ・ノースウエスト航空
合併のケース

高齢者の余暇活動の場における
サービス圏域の広がりと利用者
の評価

秋田市高齢者コインバス事業に
対する市民の受容意識

交通挙動分析による交通安全対
策効果の早期検証手法

発表者 鈴木彰一 大谷紀子 小谷仁務 大山洋志 浅野美帆 櫻井英文 朝日亮太 山田稔 鈴木雄 尾崎悠太
所属 国土交通省国土技術政策総合研究所 東京都市大学 京都大学大学院工学研究科 財団法人　運輸政策研究機構 名古屋大学大学院 札幌市市民まちづくり局 神戸大学大学院経営学研究科 茨城大学工学部都市システム工学科 秋田大学大学院工学資源学研究科 国土技術政策総合研究所
連名者１ 金澤文彦 杉木直 横松宗太 後藤梓 遠藤仁 村上英樹 原田彩 高宮進
連名者２ 元水昭太 宮本和明 内海泰輔 渡部遼 日野智 山口公博
連名者３ 前田武頼 中村英樹 木村一裕
連名者４ 中村悟 水野裕彰
論文名 防災の観点からみた大規模ター

ミナル駅周辺の地下通路等の現
況把握

人口減少下の都市総合計画にお
ける政策手段の再整理とその効
果判断指標

住民発意型の景観形成活動に
対する支援についての省察
：山の辺の道・奈良道におけるみ
ちづくりを通じて

日中間の貿易・国際物流に関す
る統計的現状分析
～輸送機関分担・トランシップ・通
関場所に着目して～

階層型ネットワークを考慮した広
域道路ネットワークのサービス水
準に関する研究

LRT導入による沿線の土地利用
変化に関する研究

Low Cost Carrier参入による国内
航空利用行動変化に関する研究

地域における介護予防と移動の
果たす役割に関する考察

地域交通の維持確保における交
通事業者の存在意義について

路面表示による交通安全対策の
効果持続性の検証

発表者 高橋幹人 杉木直 山口敬太 荒木大志 和田卓 鈴木一将 長谷川　輝之 北川博巳 大井尚司 木下康之
所属 株式会社日建設計シビル (株)ドーコン 京都大学大学院 パシフィックコンサルタンツ株式会社 財団法人国土技術研究センター 宇都宮大学大学院 北海道大学 兵庫県立福祉のまちづくり研究所 大分大学 株式会社エイテック
連名者１ 大森高樹 大谷紀子 片岡由香 柴崎隆一 岸田真 森本章倫 高野伸栄 荻野弘
連名者２ 澤田基弘 宮本和明 神波泰夫 丸山大輔 神田昌幸 仙石忠広
連名者３ 山内能章 濱口雅昭
連名者４ 辻光弘
論文名 群集シミュレーション手法を活用

した大規模ターミナル駅周辺の
避難誘導情報の施策検討

都市の将来像アセスメントツール
を用いた仮想都市におけるケー
ススタディの実施

小学校区における文化的景観保
全に関する実践－天草市崎津・
今富地区を事例として－

A Monthly Forecasting Model of
Container Movement on East
Asia to North America

都市間道路のサービス水準の実
態と道路階層性評価

大津・草津地域における新たな
交通システムの導入可能性につ
いて

地方空港を支える自治体財政の
将来予測－人口予測をもとにし
たシミュレーション－

地域力を活用した地方都市のモ
ビリティ確保に関する研究

都市交外部における路線バスの
サービス水準に関する研究

カラー舗装の基本性能持続性の
検証

発表者 印南潤二 西野仁 原嶋香菜子 川崎智也 橋本雄太 芝久生 竹本亨 樋口恵一 西脇美安 松井祐樹
所属 株式会社ベクトル総研 国土技術政策総合研究所 熊本大学大学院自然科学研究科 （公財）日本海事センター 国土技術政策総合研究所 滋賀県土木交通部交通政策課 帝塚山大学　経済学部 （公財）豊田都市交通研究所 大阪大学 （株）オリエンタルコンサルタンツ　中部支店

連名者１ 山田武志 阪田知彦 田中尚人 松田琢磨 上坂克巳 遠香尚史 藤井敬宏 猪井博登 浜口雅昭
連名者２ 大森高樹 木内望 岩田圭佑 花岡伸也 小林寛 中尾健良 仙石忠広
連名者３ 筧文彦 谷蘊 山本彰 広瀬研一郎 荻野弘
連名者４ 福井潔 泉典宏
論文名 東日本大震災における津波避難

行動に関する新聞記事データ
ベースの構築とそれに基づく考
察

広域調整手続きと連動した集約
型都市構造化評価の枠組み

都市臨海部における海辺まちづ
くり教育のあり方に関する研究
―東京都大田区臨海部を対象と
して―

三位一体の交通まちづくりをめざ
して
―阪堺線存続の取り組みから―

Influences of Airport
Construction on Urban Spatial：
Evolution Based on the Analyses
of Chinese Characteristics

屋代線廃止代替バス導入に伴う
アクセシビリティの変化

中山間地域における地域の持続
可能性を支える交通に関する検
討

長期供用後におけるコミュニティ
道路の実態と課題に関する研究

発表者 大野沙知子 馬場剛 首代佑太 池田昌博 Lv Xiaoyong 進藤魁仁 橋本成仁 山岡俊一
所属 岐阜大学大学院 一般財団法人計量計画研究所 日本大学大学院理工学研究科 都市創生交通ネットワーク＠関西 Harbin Institute of Technology 長野工業高等専門学校 岡山大学大学院 呉工業高等専門学校
連名者１ 高木朗義 鈴木通仁 横内憲久 ZhaoTianyu 柳沢吉保 松浦稔 廣長恵里菜
連名者２ 倉内文孝 樋野誠一 岡田智秀 ChengWen 加藤博和
連名者３ 出村嘉史 高砂子浩司 関奈穂 高山純一
連名者４ 大崎孝典 矢嶋宏光 大毛利亮
論文名 情報のノイズに着目した都市災

害時の帰宅時刻選択モデル
土地利用・交通・エネルギーモデ
ルの展望

小中学生を対象とした地域への
愛着醸成を目指す活動
－徳島県佐那河内村における
「言葉で風景スケッチワークショッ
プ」を事例として－

路面電車運賃低廉化に伴う利用
者意識の変化に関する研究　－
阪堺電車をケースとして

地方空港が地域に果たす役割と
効果に関する調査研究

発表者 植田綱基 山形与志樹 真田純子 張力太 波多野匠
所属 神戸大学大学院 国立環境研究所 徳島大学大学院 大阪産業大学大学院人間環境学研究科 国土交通省国土技術政策総合研究所

連名者１ 織田澤利守 瀬谷創 塚本直幸 今野水己
連名者２ 吉川耕司 土谷和之
連名者３ ペリー史子 牧浩太郎
連名者４ 大石礎
論文名 Natural Disaster Caused by

Heavy Rainfall in Japan: A Study
on Non-structural Measures in
Flood Control Management

ＬＲＴはまちづくりの切り札か Air Transport Liberalization and
Airport-Airline Cooperation: The
case of Southeast Asia
Transport Market

発表者 AhmedWahid Uddin 園部貴之 SaraswatiBatari 
所属 Kanazawa University 中国新聞社経営企画局 Tokyo Institute of Technology
連名者１ Jun-ichiTakayama HanaokaShinya
連名者２ ShoichiroNakayama
連名者３
連名者４



第1日目：6月2日(土) 時間帯3第1日目：6月2日(土) 時間帯3第1日目：6月2日(土) 時間帯3第1日目：6月2日(土) 時間帯3 同時開催：公共政策デザインコンペ　ポスターセッション（Bell Lounge）同時開催：公共政策デザインコンペ　ポスターセッション（Bell Lounge）同時開催：公共政策デザインコンペ　ポスターセッション（Bell Lounge）同時開催：公共政策デザインコンペ　ポスターセッション（Bell Lounge）

第1会場 (共北25） 第2会場 (共北26) 第3会場 (共北27） 第4会場 (共北28） 第5会場 (共西3１) 第6会場 (共西32) 第7会場 (共北31) 第8会場 (共北32) 第9会場 (共北37) 第10会場 (共東12)
時間 13:15～14:45 13:15～14:45 13:15～14:45 13:15～14:45 13:15～14:45 13:15～14:45 13:15～14:45 13:15～14:45 13:15～14:45 13:15～14:45

セッション名 1 東日本大震災を教訓とした公
共交通システムの課題

26 パーソナルトランスポーター SS3 土木計画学のあり方：今と
未来

19 インドネシアジャカルタ都市圏
の交通問題と日本の取り組み

23a 地域ITS SS5 暮らし創生ビジョン～人が変
わる、まちが変わる、暮らしが変
わる～

38a 混雑制御と自律分散的メカ
ニズムの設計： ゲーム理論・計
算機科学アプローチ

SS11 アイデンティティと計画 22 オールド・ニュータウンとモビ
リティ

17a 生活交通サービスを支えるし
くみと技術（P)

オーガナイ
ザー・
司会者

高田和幸 轟　朝幸，西内裕晶 西井和夫 黒水　健，川口裕久 金澤文彦，松本修一 浜田誠也，吉田　勲 宮城俊彦，赤松　隆 大西正光，鄭　蝦栄 藤原章正，力石真 喜多秀行，谷本圭志

論文名 東北地方太平洋沖地震における
三陸鉄道の被害・復旧・復興に
関する考察

セグウェイツアーの満足度向上
要因に関する研究

ジャカルタ首都圏における交通
計画と日本の支援

ITSスポットを活用した官民連携
による物流支援サービスの検討

費用関数が非単調な場合の進化
的混雑料金制度

高齢者モビリティの概念と計測：
潜在能力アプローチ

活動機会の保障水準に着目した
生活交通サービスの評価方法論
に関する研究

発表者 藤生慎 小林康之 輪千智一 元水昭太 長江剛志 力石真 四辻裕文
所属 東京大学生産技術研究所 日本大学 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 国土交通省国土技術政策総合研究所 電気通信大学 広島大学 山梨大学大学院医学工学総合研究部

連名者１ 高田和幸 西内裕晶 濱田俊一 藤原章正 喜多秀行
連名者２ 大原美保 轟朝幸 金澤文彦 張峻屹 岸野啓一
連名者３ 目黒公郎 澤田泰征 塚井誠人
連名者４ 岩崎健
論文名 東日本大震災直後における路線

バス事業者の対応に関する調査
研究

大学キャンパスにおける立ち乗り
型パーソナルモビリティ共同利用
実験

ジャカルタ首都圏における交通
調査と交通行動の変化

長崎EV&ITSにおける未来型ドラ
イブ観光の実現に向けた地域発
観光ITSコンテンツ・サービス提
供システムの開始

オンライン・メカニズムを利用した
駐車場予約システム

武蔵ヶ丘団地の開発経緯とOld
New-town問題の実態,
および意識に関する基礎調査

市町村合併による地方自治体の
公共交通関連施策への影響

発表者 星野雄二 剱持千歩 川口裕久 渡部康祐 金森亮 溝上章志 上畑雄太郎
所属 名古屋大学大学院 名古屋大学 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 日本工営株式会社福岡支店 名古屋工業大学 熊本大学大学院自然科学研究科 金沢大学大学院
連名者１ 福本雅之 森川高行 黒水健 鈴木高宏 伊藤孝行 石川琢也 高山純一
連名者２ 加藤博和 三輪富生 八木貞幸 松本修一 円山琢也 中山晶一朗
連名者３ 森田均 塩士圭介
連名者４
論文名 東日本大震災時におけるバス運

行現況分析
-首都圏を対象として-

国立公園におけるセグウェイツ
アーの導入に関する研究

ジャカルタ首都圏交通庁の設立
省庁・自治体横断型の交通庁

ＩＴＳスポットサービスに関する一
般利用者へのニーズ調査とサー
ビスの方向性

浮動型予約システムのサービス
レベル設計問題とその安定性に
関する研究

活動交通シュミレータを用いた郊
外住宅地に居住する高齢運転者
の将来モビリティスタイルに関す
る研究

自治体バス運行における事業者
の役割と契約のあり方に関する
一考察

発表者 岩崎哲也 田中絵里子 濱田圭吾 佐藤章博 原祐輔 青野貞康 山崎基浩
所属 日本大学 日本大学理工学部 神戸市　都市計画総局 株式会社東京建設コンサルタント 東京大学大学院 東京大学大学院 （公財）豊田都市交通研究所
連名者１ 轟朝幸 藤井敬宏 牧野浩志 羽藤英二 原田昇 加知範康
連名者２ 西内裕晶 小川智寿 佐々木政秀 國定精豪
連名者３ 栗原和彦
連名者４ 礒邉達夫
論文名 計画停電が首都圏鉄道ネット

ワークの利便性に及ぼした影響
のモデル分析

高齢者の交通行動に基づく新し
いモビリティの可能性について

市民プローブを活用した交通安
全評価に関する研究

複数ボトルネックネットワークに
おけるMany-to-Many ODの出発
時刻選択問題

鉄道シニアパスが郊外住宅地の
高齢者の外出行動に与える影響

過疎地域におけるタクシー補助
制度の特徴とあり方

発表者 藤田亮祐 関根崇人 加藤秀樹 松田一輝 南愛 偉士大恵美
所属 東京工業大学大学院 茨城県 公益財団法人豊田都市交通研究所 東北大学大学院情報科学研究科 大阪大学 徳島大学
連名者１ 柳沼秀樹 岡本直久 安藤良輔 桑原雅夫 松村暢彦 山中英生
連名者２ 福田大輔 石田東生 小野剛史 天野圭子 真田純子
連名者３ 三村泰広
連名者４ 樋口恵一
論文名 大規模地震災害時における鉄道

の運行再開のあり方に関する一
考察

セグウエイの走行安全性の実験 交通需要マネジメントとまちの活
性化を両立する駐車場ITSのコン
セプト

A Payoff-Based Learning
Algorithm that Converges to
Nash Equilibrium in Traffic

多摩ニュータウン計画の変遷と
交通需要予測の事後評価

官民協働型公共交通の展開に
向けた住民組織の活用に関する
研究

発表者 高田和幸 大野寛 田中伸治 Genaro JrPeque 励瑩 安田悠治
所属 東京電機大学 日本大学大学院 東京大学生産技術研究所 Tohoku University 日本大学大学院 日本大学大学院
連名者１ 藤生慎 富永茂 牧野浩志 宮城俊彦 岸井隆幸 藤井敬宏
連名者２ 小野村広平 岡野道治 平沢隆之 大沢昌玄 樋口恵一
連名者３ 西内裕晶 片岡源宗 霜田宜久 田中絵里子
連名者４ 轟朝幸 三好孝明
論文名 電気自動車の普及と観光を支援

するITSの活用について～長崎エ
ビッツにおける実践より～

ソーシャルネットワークを考慮し
たPM普及要因分析

発表者 城所貴之 桑野将司
所属 財団法人道路新産業開発機構 神戸大学
連名者１ 鈴木高宏 岡田吉弘
連名者２ 牧野浩志 力石真
連名者３ 鎌田讓治 藤原章正
連名者４ 浜田誠也

大西正光（京都大学）

鄭蝦栄（京都大学）

山口敬太（京都大学）

鈴木春菜（山口大学）

話題提供者：

山中英生（徳島大学大学院）

田村　亨（室蘭工業大学）

コメンテータ：
　
久保田　尚（埼玉大学大学院）

谷口　守（つくば大学大学院）

毛利雄一（IBS）

白水靖郎（中央復建コンサルタン
ツ）

江守昌弘（建設技術研究所）

田名部　淳（地域未来研究所）

浜田 誠也（(財)道路新産業開発
機構）

吉田　勲（(株)建設技術研究所）

福田 裕恵（(株)建設技術研究所）

大西 康弘（(株)オリエンタルコン
サルタンツ）

玉岡 秀敏（パシフィックコンサル
タンツ(株)）

鈴木 葉子（(財)道路新産業開発
機構）

加藤 宣幸（(株)建設技術研究所）



第1日目：6月2日(土) 時間帯4第1日目：6月2日(土) 時間帯4第1日目：6月2日(土) 時間帯4第1日目：6月2日(土) 時間帯4 同時開催：公共政策デザインコンペ　ポスターセッション（Bell Lounge）同時開催：公共政策デザインコンペ　ポスターセッション（Bell Lounge）同時開催：公共政策デザインコンペ　ポスターセッション（Bell Lounge）同時開催：公共政策デザインコンペ　ポスターセッション（Bell Lounge）

第1会場 (共北25） 第2会場 (共北26) 第3会場 (共北27） 第4会場 (共北28） 第5会場 (共西3１) 第6会場 (共西32) 第7会場 (共北31) 第8会場 (共北32) 第9会場 (共北37) 第10会場 (共東12)
時間 15:00～16:30 15:00～16:30 15:00～16:30 15:00～16:30 15:00～16:30 15:00～16:30 15:00～16:30 15:00～16:30 15:00～16:30 15:00～16:30

セッション名 2a 総合災害リスクマネジメント 30a 道路交通データの収集・分
析の新たな展開

51a まちづくりと総合交通政策の
推進

9a　低炭素社会を実現する都市・
街区群のデザイン

23b 地域ITS 43 コンサーン・アセスメント 38b 混雑制御と自律分散的メカ
ニズムの設計： ゲーム理論・計
算機科学アプローチ

28a 今後の都市鉄道　－政策・
研究課題の議論

16a 平面交差部の安全・円滑 17b 生活交通サービスを支えるし
くみと技術（P)

オーガナイ
ザー・
司会者

髙木朗義，多々納裕一 上坂克巳，関谷浩孝 土井　勉， 正司健一 加藤博和，戸川卓哉 金澤文彦，松本修一 秀島栄三，羽鳥剛史 宮城俊彦，赤松　隆 日比野直彦，岩倉成志 鈴木弘司，米山 喜之 喜多秀行，谷本圭志

論文名 東日本大震災における被災企業
（製造業）の実態把握と交通イン
フラ被災の影響分析
～サプライチェーン被災による経
済間接被害に着目して～

道路交通センサス・一般交通量
調査の見直しと新たな展開

大阪・京都のベッドタウン長岡京
市への挑戦
～人材育成の場・再生塾による
都市・交通の政策提案～

低炭素性能評価システムによる
街区群再構築デザインの検討

協調ITSの国内外プロジェクト比
較分析からみた次世代ITS研究
開発に関する一考察

公的討議のプロセスデザイン Application of Semi-dynamic
Traffic Assignment Model-Case
study in Kanazawa City

東京都心部における年齢構造の
時系列分析

左折車に着目した信号交差点通
行時の心理的逼迫感の定量分
析

高齢者の身体能力を踏まえた公
共交通サービスの主観的抵抗に
関する考察

発表者 仲条仁 門間俊幸 谷口幸治 戸川卓哉 金澤文彦 秀島栄三 Pham Thi Thu Ha 牧村雄 山口大輔 谷本圭志
所属 (株)ケー・シー・エス 国土技術政策総合研究所 京都府文化環境部 名古屋大学 国土技術政策総合研究所 名古屋工業大学 Kanazawa University 政策研究大学院大学 名古屋工業大学大学院 鳥取大学大学院
連名者１ 藤井琢哉 松本俊輔 進士肇 加藤博和 鈴木彰一 NakayamaSho-ichiro 日比野直彦 鈴木弘司
連名者２ 長澤瑞子 橋本浩良 戸田靖子 林良嗣 若月健 TakayamaJun-ichi 森地茂 藤田素弘
連名者３ 石川良文 水木智英 高麗敏行 芹沢洋史 中村悟
連名者４ 上坂克巳 片岡伸吾
論文名 東日本大震災が企業の生産能

力に与えた影響に関する研究
交通調査基本区間標準及び基
本交差点標準の開発と活用事例

北近畿タンゴ鉄道の経営改善に
向けた政策提案
～再生塾での活動を通じて～

低環境負荷型地区開発の計画・
デザインの分析－ 越谷レイクタ
ウンとサウスイースト・フォルス・
クリークを事例として －

運転意思決定プロセスを考慮し
た交通事故多発区間における注
意喚起情報提供の効果

意思決定のマネジメントとコン
サーン・アセスメント

混雑した都市鉄道における出発
時刻選択モデルの構造推定：
ゲーム理論に基づいた実証研究

多世代ミックス居住型沿線まちづ
くりに関する研究

信号切り替わり時の交錯車両の
挙動に基づいたインターグリーン
設計に関する研究

身体的機能を考慮したアクセシビ
リティ指標の公共交通計画への
適用可能性

発表者 吉村勇祐 松本俊輔 大西友世 永田斎記 楠橋康広 鄭蝦榮 松村杏子 梶谷俊夫 太田代有紀子 岸野啓一
所属 京都大学大学院情報学研究科 国土交通省国土技術政策総合研究所 株式会社　計画情報研究所 名古屋大学大学院環境学研究科 広島大学大学院国際協力研究科 京都大学 東京工業大学社会理工学研究科 （財）運輸政策研究機構 東北大学大学院情報科学研究科 岸野都市交通計画コンサルタント株式会社

連名者１ 梶谷義雄 門間俊幸 児玉宜治 村山顕人 張峻屹 小林潔司 武藤滋夫 伊東誠 桑原雅夫 喜多秀行
連名者２ 多々納裕一 水木智英 中井雄作 宮田将門 谷本修一 福田大輔 森地茂 唐克双 小野祐資
連名者３ 橋本浩良 増馬武彦 SharifiAyyoob 力石真 柳沼秀樹 小田崇徳
連名者４ 上坂克巳 山本悟朗 藤原章正
論文名 前方連関効果を考慮した広域巨

大災害の産業への影響評価
交通量常時観測データの多角的
活用に向けた位置参照方式によ
るデータ連携の支援策

地方鉄道の再生に向けた取り組
みの提案～北近畿タンゴ鉄道を
事例として～

地区まちづくりにおける環境技術
の導入可能性に関する研究

生体反応を考慮した高速道路に
おける注意喚起情報提供の効果
の評価

Linked Open Dataを用いたコン
サーン・アセスメント支援機構の
開発

社会的ネットワークに基づく交通
需要の理論モデル分析

単身世帯の増加が都市内交通
に与える影響に関する基礎的研
究

注意喚起路面標示が及ぼす改
善効果に関する検証

中山間地域に求められるDRT
サービスについて

発表者 岡田有祐 有賀清隆 畑中則宏 鈴木雄三 谷本修一 白松俊 大平悠季 山下良久 田中翔太 古川のり子
所属 名古屋大学 国土交通省 国土技術政策総合研究所 NPO法人持続可能なまちと交通をめざす再生塾 名古屋大学大学院環境学研究科 日本工営株式会社 名古屋工業大学 神戸大学大学院 社会システム株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 株式会社バイタルリード
連名者１ 奥田隆明 小原弘志 辻堂史子 村山顕人 張峻屹 大囿忠親 織田澤利守 奥ノ坊直樹 荻野弘 西大介
連名者２ 林良嗣 今井龍一 辻寛 宮田将門 楠橋康広 新谷虎松 浜口雅昭 宮田勝志
連名者３ 加藤博和 重高浩一 合原収 藤原章正 仙石忠広 森山昌幸
連名者４ 林祐志 神田義則
論文名 ＩＲ情報に基づく東日本大震災が

東証一部上場企業に与えた被害
の分析

距離画像センサを用いた新たな
交通流計測手法の提案

総合交通政策推進へ向けた「地
域力」による人材育成について
―九州における「Ｑサポネット」の
取り組みから―

街区群の低炭素性能向上に向け
た住宅ストック形成に関する研究

ロジックモデルに基づくITSの評
価

公的討論の規範的評価とコン
サーンアセスメント

輸送市場を考慮した都市集積モ
デルの分岐解析

鉄道駅の混雑状況と施設容量に
関する研究

大都市における歩行者の幹線道
路横断特性に関する実態調査

運行記録を用いた利用者の行動
特性がDRTシステムの運行効率
に及ぼす影響分析―茨城県阿見
町をケーススタディとして―

発表者 古橋隆行 一見健太 竹隈史明 藤崎浩太 岡村健志 羽鳥剛史 山本誠也 鈴木章悦 竹平誠治 塩濱慶之
所属 京都大学 日本大学大学院理工学研究科 復建調査設計株式会社 慶應義塾大学大学院 高知工科大学 愛媛大学大学院理工学研究科 愛媛大学大学院 東京地下鉄株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 茨城大学大学院理工学研究科
連名者１ 多々納裕一 佐田達典 神谷翔 伊香賀俊治 那須清吾 小林潔司 高山雄貴 日比野直彦 大口敬 山田稔
連名者２ 梶谷義雄 石坂哲宏 金丸晃大 富越大介 倉内文孝 鄭蝦榮 吉井稔雄 森地茂 泉典宏
連名者３ 西村泰紀 千葉史隆 梶田佳孝 川久保俊 松沼猛
連名者４ 大井尚司 佐藤貴行
論文名 東日本大震災の被災地域に立

地する企業における生産機能の
再配置

画像センサの活用方法に関する
提案

市民連携による交通・観光まちづ
くり

最大建物高さが街区スケールの
風環境に及ぼす影響評価シミュ
レーション

ITSスポットにより取得したプロー
ブ情報による分析例と今後の活
用方法

都心の都市開発に伴う鉄道駅の
混雑に関する研究

簡易バスロケーションシステムに
よる地域活性化の可能性

発表者 中野一慶 泉典宏 清水彰 加藤隆矢 若月健 森田泰智 坂田暁彦
所属 財団法人電力中央研究所 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 合同会社　京都まちづくり交通研究所 名古屋大学大学院環境学研究科 国土技術政策総合研究所 （財）運輸政策研究機構 名城大学　理工学部
連名者１ 田頭直人 牧野浩志 宇津克美 飯塚悟 金澤文彦 森地茂 松本幸正
連名者２ 人見和美 上條俊介 中川大 ブイマンハー 澤田泰征 伊東誠 鈴木秀和
連名者３ 竹平誠治 近藤亮彦 岩崎健 杉山武彦
連名者４ 田中淳
論文名 東日本大震災後の電力供給不

足に対する産業部門のレジリエ
ンスの分析

バスレーンの輸送能力への影響
要因に関する研究

観光ピーク時における奈良中心
市街地の渋滞緩和のための
P&BR施策の検討

都市・街区群スケールのヒートア
イランド緩和とCO2排出削減のシ
ミュレーション

鉄道駅における乗換時の階段利
用促進を呼びかけるポイント制度
導入の基礎的実験

発表者 梶谷義雄 王鋭 菊池友希 平野勇二郎 張香織
所属 京都大学防災研究所 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 ㈱建設技術研究所 独立行政法人国立環境研究所 元東京理科大学大学院
連名者１ 横松宗太 中村文彦 井上幸治 藤田壮 寺部慎太郎
連名者２ 多々納裕一 竹林弘晃 内山久雄
連名者３ 安田成夫 吉岡正樹 葛西誠
連名者４ 新田保次
論文名 千葉県柏市域における携帯電話

を用いたプローブパーソン調査
結果と今後の活用

“駅”視点での公共交通利用促進
と情報提供の重要性の検証

QOL指標の最適化による中山間
集落の集約シナリオ評価

高頻度運行に伴う列車遅延の回
復方策に向けたシミュレーション

発表者 戸谷奈穂子 土屋樹一 長尾征洋 仮屋崎圭司
所属 八千代エンジニヤリング株式会社 株式会社ジェイアール西日本コミュニケーションズ 名古屋大学 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

連名者１ 牧野浩志 西田純二 水野孝泰 日比野直彦
連名者２ 佐々木政秀 土井勉 宮田将門 森地茂
連名者３ 栗原和彦 加藤博和
連名者４ 礒邉達夫 佐野充
論文名 歩行者行動の収集・分析機能を

備えたインタラクティブミュージッ
クシステムの開発とその活用

鉄道の運転見合わせ時における
利用者の情報取得行動

発表者 久保雄登 武藤智義
所属 群馬工業高等専門学校電子情報工学科 日本大学理工学部土木工学科
連名者１ 大野誠 金子雄一郎
連名者２ 牛田啓太
連名者３ 岡田滉志
連名者４ 森田哲夫
論文名 混雑列車車両への課金による利

用者の列車選択行動に関する研
究

発表者 小林聡一
所属 日本大学　理工学部　社会交通工学科

連名者１ 西内裕晶
連名者２ 轟朝幸
連名者３ 藤生慎
連名者４



第1日目：6月2日(土) 時間帯5第1日目：6月2日(土) 時間帯5第1日目：6月2日(土) 時間帯5第1日目：6月2日(土) 時間帯5

第1会場 (共北25） 第2会場 (共北26) 第3会場 (共北27） 第4会場 (共北28） 第5会場 (共西3１) 第6会場 (共西32) 第7会場 (共北31) 第8会場 (共北32) 第9会場 (共北37) 第10会場 (共東12)
時間 16:45～18:15 16:45～18:15 16:45～18:15 16:45～18:15 16:45～18:15 16:45～18:15 16:45～18:15 16:45～18:15 16:45～18:15 16:45～18:15

セッション名 2b 総合災害リスクマネジメント 30b 道路交通データの収集・分
析の新たな展開

51b まちづくりと総合交通政策の
推進

9b　低炭素社会を実現する都市・
街区群のデザイン

SS1 ITSのこれからを考える 41 会話・対話の解析とマネジメン
ト

SS6　交通まちづくりの計画手法
－都市構造に関わる制度から考
える－

28b 今後の都市鉄道　－政策・
研究課題の議論

16b 平面交差部の安全・円滑 SS2 京都から安寧の都市を考え
る．その意義と展望について

オーガナイ
ザー・
司会者

髙木朗義，多々納裕一 上坂克巳，関谷浩孝 土井　勉， 正司健一 加藤博和，戸川卓哉 松本修一 佐々木邦明，榊原弘之 原田昇，谷口　守 日比野直彦，岩倉成志 鈴木弘司，米山 喜之 安東直紀

論文名 被災地域の復興プロセスと地域
住民の評価

常時観測道路交通データを用い
た渋滞状況の動的変化に関する
分析

パーソントリップ調査から見た交
通行動の変化と交通計画の課題
～近畿圏PT調査を題材として～

産業拠点地区を中核とする地域
循環圏形成による低炭素効果

ディスカッションの時系列的内容
変化における参加者とファシリ
テーターの発言の役割

途上国における都市鉄道の持続
可能な運営実現のために必要な
経営ノウハウの分析

安全横断支援のためのLED発光
式道路鋲による横断歩行者注意
喚起システムに関する検証

発表者 照本清峰 水木智英 土井勉 大西悟 佐々木邦明 小野智広 鈴木一史
所属 和歌山大学防災研究教育センター 国土交通省 国土技術政策総合研究所 京都大学大学院 独立行政法人国立環境研究所 山梨大学 独立行政法人 国際協力機構 国土交通省国土技術政策総合研究所

連名者１ 石川永子 門間俊幸 白水靖郎 藤田壮 飯島陽介 古市正彦 田中淳
連名者２ 星野晃男 橋本浩良 藤井実 泉典宏
連名者３ 春日惇也 松本俊輔 金澤文彦
連名者４ 定池佑季 上坂克巳
論文名 災害弱者に着目した避難しやす

い地域づくり－東日本大震災を
事例として－

生活道路におけるプローブデー
タに関する一考察

東京都市圏PT調査を活用した移
動不便者の抽出

名古屋圏を対象としたエネル
ギー消費の推計と街区群設計に
関する検討

地域コミュニティの集団的意思決
定のための討議円滑化策に関す
る一考察

都市鉄道の整備手法の活用促
進方策についての研究

ラウンドアバウトにおける安全確
認動作と車両挙動に関する分析

発表者 森田哲夫 本田肇 小林寛 杉本賢二 河原健太郎 横田茂 森本清誠
所属 群馬工業高等専門学校 国土交通省国土技術政策総合研究所 国土交通省国土技術政策総合研究所 名古屋大学大学院環境学研究科 名古屋工業大学大学院 財団法人運輸政策研究機構 名古屋工業大学大学院
連名者１ 藤井美久 沖本洋人 山本彰 谷川寛樹 藤澤徹 伊東誠 鈴木弘司
連名者２ 三上卓 高宮進 橋本雄太 成瀬一郎 鈴木亮平 藤田素弘
連名者３ 後藤洋三 吉田貴博 上坂克巳 加藤丈佳 秀島栄三
連名者４ 橋本隆 小林敬幸
論文名 津波発生時を想定した避難行動

調査手法の開発
プローブデータを用いた交差点
における交通動向分析のケース
スタディ

都市における総合交通計画の策
定状況に関する特性分析

郊外街区群の分散集中化による
住宅用太陽光発電システムの実
質的省エネ性向上

ワークショップ討議の質的評価に
関する研究

都市鉄道における今後取り組む
べき課題

ラウンドアバウト流入交通容量推
定のための車両挙動分析

発表者 吉田麻由美 橋本浩良 谷内久美子 加藤丈佳 長曽我部まどか 関聡史 康楠
所属 東京工業大学 国土技術政策総合研究所 大阪大学大学院 名古屋大学 山口大学大学院 東京急行電鉄株式会社 名古屋大学大学院
連名者１ 日下部貴彦 水木智英 新田保次 小林敬幸 榊原弘之 横内稔充 中野祥平
連名者２ 朝倉康夫 門間俊幸 守屋智貴　 谷川寛樹 中村英樹
連名者３ 上坂克巳 成瀬一郎 浅野美帆
連名者４ 田名部淳
論文名 東日本大震災を踏まえた道の駅

の防災機能に関する研究
プローブデータを含む多様なセン
シングデータを融合した面的な車
両軌跡の推定

コンパクトシティ富山の「お団子」
の整備方針と課題

消費エネルギー削減の視点から
見た都市圏のコンパクト化の効
果と費用

政策代替案の検討を行う討議に
関する統計的分析

関西圏における鉄道事業の現況
について

日本初となる信号交差点からラ
ウンドアバウトへの改良に際して
の計画と設計方法と交通運用

発表者 秋山聡 小林桂子 片岸将広 相川航平 難波雄二 前田勝 米山喜之
所属 財団法人国土技術研究センター 東北大学大学院情報科学研究科 株式会社日本海コンサルタント 熊本大学大学院自然科学研究科 広島大学大学院工学研究科 京阪電気鉄道株式会社 株式会社　長大
連名者１ 林隆史 桑原雅夫 谷口守 溝上章志 塚井誠人 吉岡慶祐
連名者２ 谷口宏 金山英樹 YinYanhong 森崎孔太 田代義之
連名者３ 竹本由美 小滝省市 円山琢也 中村英樹
連名者４ 藤村万里子 鋤柄寛
論文名 被災者のQOL水準に基づく小地

区単位の災害影響時系列評価シ
ステム

プローブデータの車両軌跡分析
による停止領域の推定手法に関
する研究

地方都市圏におけるモビリティ・
マネジメント施策の継続効果の
分析

既成市街地を対象とした次世代
エネルギーの普及展開モデルに
関する検討

討議中の認識と討議評価要因の
分析

阪神電鉄における実施事業報告
と課題
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