
第51回土木計画学研究発表会（春大会） 詳細プログラム2【6月7日(日)】

第2日目：6月7日(日) 時間帯1 

第1会場 (総合学習プラザ：第５
講義室）

第2会場 (総合学習プラザ：第６
講義室)

第3会場 (総合学習プラザ：第８
講義室）

第4会場 (総合学習プラザ：第９
講義室）

第5会場 (総合学習プラザ：第12
講義室)

第6会場 (総合学習プラザ：第13
講義室)

第7会場 (総合学習プラザ：第15
講義室)

第8会場
 (西講義棟：講義室１)

第9会場
 (西講義棟：講義室２)

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
セッション名 道路の階層区分を考慮した交通

性能照査手法の提案
高齢者にとって健康な移動とは
－様々な側面から高齢者の移動
を考える－

マイクロデータを用いた都市分
析・政策評価

総合減災計画 健康まちづくりのためのソーシャ
ルデザイン

地域景観まちづくりの役割と手法
を考える

物流ネットワークと港湾・海運 道路インフラマネジメントの展開
と国内外への実装

ＳＳ１：九州における地域交通問
題と人材育成について考える

オーガナイ
ザー・
司会者

下川澄雄 北川博巳 鈴木温 高木朗義 奥嶋政嗣 佐々木葉 柴崎隆一 小林潔司 大井　尚司

論文名 "コンパクト+ネットワーク"型国土
構造に向けての道路機能の再生
法：　性能照査型道路計画設計
の意義と概要

高齢社会におけるモビリティの役
割とその実践

世帯マイクロシミュレーションを用
いた将来人口分布予測

地区防災力向上のためのワーク
ショップとその効果に関する考察

健康医療のまちづくりの構想実
現に向けた関係者の協働の進め
方

地域認識の把握手法に関する研
究レビュー

北極海航路活用による欧州と北
海道間の戦略的補完性の創出

統計的変化点検出に基づく社会
基盤施設の早期異常検知

発表者 中村 英樹 北川 博巳 鈴木 温 中山 貴喜 盛岡 通 西村 奏絵 田村 亨 数実 浩佑 
所属 名古屋大学大学院 兵庫県立福祉のまちづくり研究所 名城大学 琉球大学大学院 関西大学 早稲田大学大学院創造理工学研究科建設工学専攻 北海道大学大学院 大阪大学大学院
連名者１ 下川 澄雄 鈴木 健文 神谷 大介 佐々木 葉 笹島 ?彦 水谷 大二郎 
連名者２ 大口 敬 長曽我部 まどか 大塚 夏彦 貝戸 清之 
連名者３  野中 康弘 榊原 弘之 小林 潔司
連名者４ 山中 亮
論文名 道路階層の組み合わせを考慮し

た適切な道路整備に関する研究
盛岡市における買い物不便と買
い物環境の変遷の関連の検討

マイクロシミュレーションによる都
心居住誘導政策評価

コミュニティ防災計画における
ワークショップ討議分析

健康まちづくりにおける住民の役
割

地域の「経験資源」の顕在化手
法に関する実践的研究

北極海航路及び競合ルートによ
るLNG海上輸送路の経済的
フィージビリティーの分析

長期記憶モデルを用いた高速道
路橋継手の時系列劣化予測

発表者 浜岡 秀勝 平井 寛 金崎 智也 長曽我部 まどか 北村 良太 湯川 竜馬 大塚 夏彦 北浦 直樹 
所属 秋田大学 岩手大学 関西大学大学院 和歌山大学　地域創造支援機構 関西大学 京都大学大学院 北日本港湾コンサルタント株式会社 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻

連名者１ 根城 平 武田 岳 北詰 恵一 津口 裕己乃 北詰 恵一 山口 敬太 田村 亨 数実 浩佑 
連名者２ 佐藤 史弥 榊原 弘之 久保田 善明 古市 正彦 貝戸 清之
連名者３ 南 正昭 中山 貴喜 川崎 雅史 笹島 隆彦 小林 潔司
連名者４ 神谷 大介
論文名 拠点配置特性に応じた機能的階

層型道路網構成に関する研究
IADLを用いた高齢者の買物支援
に関する考察―松戸市を対象と
して―

モバイル空間統計を用いた帯広
都市圏将来メッシュ人口の推計

防災シミュレーターを用いた防災
教育・地区防災計画への活用研
究

徳島市における市民の健康増進
のためのフィットネス施設の利用
意識に関する研究

住民・来訪者の生活の風景の捉
え方とイメージ生成に関する研究

北極海航路（NSR）輸送の経済
的フィージビリティに与える外部
環境要因の影響分析

舗装マネジメント実践のための
データベースとモニタリング技術
の適用性

発表者 後藤 梓 江守 央 鎌田 周 二神 透 脇川 太一 松田 恵理子 古市 正彦 前田 近邦 
所属 名古屋大学大学院 日本大学理工学部交通システム工学科 室蘭工業大学  愛媛大学防災情報研究センター 徳島大学大学院  鹿島建設 京都大学経営管理大学院 株式会社パスコ
連名者１ 中村 英樹 下川 澄雄 有村 幹治 近藤 光男 佐々木 葉 大塚 夏彦 酒井 浩平 
連名者２ 浅田 拓海 奥嶋 政嗣 土屋 善靖 
連名者３ 青木 一也 
連名者４ 木村 謙介
論文名 道路階層別の走行性能を実現す

るための道路構造条件と道路階
層区分相互の接続方法

高齢者の今後の移動手段選択
に及ぼす要因分析

交通・土地利用モデルによる都
市コンパクト化政策の評価－新
潟都市圏を例として－

Twitterデータを用いた水害時の
住民の反応と行動の時系列分析

都市公園を活かした健康づくり
の実践プログラムの検討―吹田
市千里北公園を対象として―

郷土誌の掲載コンテンツからみ
る地域イメージの把握に関する
研究　-「郷土文化誌 郡上」を対
象として-

アジア積北米東岸揚コンテナ貨
物の経路選択：インターモーダル
とオールウォーター

Data Oriented Approachによる舗
装マネジメントシステムの開発及
び導入の実践プロセス

発表者 山川 英一 樋口 恵一 菊池 浩紀 柳森 和真 尾崎 平 橋本 優華 松田 琢磨 青木 一也 
所属 八千代エンジニヤリング株式会社　大阪支店 （公財）豊田都市交通研究所 日本大学大学院理工学研究科 神戸大学 関西大学 早稲田大学大学院創造理工学研究科建設工学専攻 （公財）日本海事センター 京都大学経営管理大学院
連名者１ 内海 泰輔 福本 雅之 Emberger Guenter 井料 隆雅 盛岡 通 佐々木 葉 赤倉 康寛
連名者２ 泉 典宏  安藤 良輔 福田 敦 木下 朋大
連名者３ 野見山 尚志 山崎 基浩 石坂 哲宏
連名者４ 若林 糾
論文名 道路計画設計における実用的な

性能照査実施方法の提案
運転免許返納に対する高齢者意
識の分析

生活利便性施設のマイクロデー
タを用いたアクセシビリティ分析

避難行動スコアに基づく住民の
区分化に関する一考察

散策行動から捉えた都市緑地の
連続性の評価手法に関する研究
-大阪府寝屋川市を対象にして-

合併市町における景観まちづくり
の地域計画的役割

スエズ運河に着目したコンテナ
船の運航ルート選択モデル

実装に向けた高速道路舗装の中
長期的維持管理施策の検討

発表者 野中 康弘 x 山岡 俊一 鈴木 宏幸 吉田 護 大川 雄三 永村 景子 柴崎 隆一 山田 洋太 
所属 野中 康弘 （株）道路計画 呉工業高等専門学校 名城大学 熊本大学 京都大学大学院工学研究科 九州大学大学院工学研究院  国際臨海開発研究センター 大阪大学大学院
連名者１ 泉 典宏 野田 宏治 鈴木 温 柿本 竜治 山口 敬太 高尾 忠志 東 俊夫 小濱 健吾 
連名者２ 下川 澄雄 荻野 弘 久保田 善明 吉田 哲生 貝戸 清之
連名者３ 大口 敬 大森 峰輝 川崎 雅史
連名者４ 中村 英樹
論文名 自動車専用道路における走行性

能照査手法の提案
現場で考える職員を育てる景観
まちづくりプロセス

商品価値の下落リスクを考慮し
た輸送手段選択モデルの構築

予算計画シミュレーションの継続
的改善と維持管理計画への適用
に関する考察

発表者 近田 博之 高尾 忠志 岸 悠介 阿部 真育 
所属 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 九州大学 日本大学大学院 株式会社パスコ中央事業部技術センター

連名者１ Xing Jian 永村 景子 川崎 智也 大島 淳一 
連名者２ 松下 雅行 轟 朝幸 竹内 明香 
連名者３ 石田 貴志 深石 洋 
連名者４ 青木 一也

※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)はﾎﾟｽﾀｰセッションを示す．

話題提供者：
大井　尚司（大分大学）
福田　恭平（国土交通省）
野中　智弘（福岡県企画・地域振
興部交通政策課）
高塚　明（佐賀県 身近な移動手
段確保推進室）
白石　悦二（日本工営福岡支店）
梶田　義孝（東海大学）



第2日目：6月7日(日) 時間帯2 

第1会場 (総合学習プラザ：第５
講義室）

第2会場 (総合学習プラザ：第６
講義室)

第3会場 (総合学習プラザ：第８
講義室）

第4会場 (総合学習プラザ：第９
講義室）

第5会場 (総合学習プラザ：第12
講義室)

第6会場 (総合学習プラザ：第13
講義室)

第7会場 (総合学習プラザ：第15
講義室)

第8会場
 (西講義棟：講義室１)

第9会場
 (西講義棟：講義室２)

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
セッション名 道路の階層区分を考慮した交通

性能照査手法の提案
高齢者にとって健康な移動とは
－様々な側面から高齢者の移動
を考える－

マイクロデータを用いた都市分
析・政策評価

総合減災計画 健康まちづくりのためのソーシャ
ルデザイン

地域景観まちづくりの役割と手法
を考える

物流ネットワークと港湾・海運 道路インフラマネジメントの展開
と国内外への実装

ＳＳ６：移動体観測に基づく交通
ネットワークの動的リスクマネジ
メント

オーガナイ
ザー・
司会者

下川澄雄 北川博巳 鈴木温 高木朗義 奥嶋政嗣 佐々木葉 柴崎隆一 小林潔司 桑原雅夫

論文名 都市間高速道路と都市高速道路
の交通容量に関する比較考察

高齢者の外出活動に与える影響
分析と、施策に関する提案

世帯マイクロデータを用いた生活
の質に対する満足度分析

防護動機理論に基づく減災行動
のパラドックスに関する一考察

エコメディカルウエルネスシティ
の基本構想に関する考察

長屋・町家のリノベーションによ
る歴史的まちなみ保全のあり方
に関する研究

海港と空港の施設運用計画最適
化の統合的アプローチ

インフラ維持管理において動学
的にリスクを考慮する手法の検
討

発表者 石田 貴志 池田 好克 柏村 晟也 柿本 竜治 秋山 孝正 久 隆浩 今井 昭夫 大澤 遼一
所属 株式会社道路計画 株式会社福山コンサルタント 東京都市大学大学院 熊本大学 関西大学 近畿大学 神戸大学  東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻

連名者１ 松下 雅行 溝上 章志 奧村 令子 上野 靖晃 盛岡 通 本田 利器
連名者２ XING Jian 栄徳 洋平  宮本 和明 吉田 護
連名者３ 野中 康弘 江口 貴弘
連名者４
論文名 地方部の道路において中間速度

層を実現するための道路構造の
提案

健康医療福祉都市における健康
な移動とは～初台ヘルシーロー
ドを例にして～

地区の持続可能性を高めるため
の世帯マイクロデータを用いた
データマイニング

津波災害危険地域における人口
分布及び土地利用変化の分析

運動・娯楽活動と社会的・環境的
側面との関連分析－牛久市を対
象として－

江戸城外濠住民の外濠に対する
意識

国内地域間輸送と港湾・空港関
連産業を明示した開放経済多地
域応用一般均衡モデル

官民連携による国内道路維持工
事例から学ぶ道路事業へのＰＦＩ
適用の課題と対策

発表者 野村 昭博 松原 淳 村中 智哉 申 奇男 佐藤 正尭 福井 恒明 石倉 智樹 奥田 豊 
所属 日本大学 交通エコロジー・モビリティ財団 株式会社サーベイリサーチセンター 岐阜大学 筑波大学大学院システム情報工学研究科 法政大学 首都大学東京 大成建設株式会社
連名者１ 下川 澄雄 佐藤 真理子 宮本 和明 高木 朗義 土居 千紘 高橋 充輝 木村 祐太 森地 茂 
連名者２ 森田 綽之  鈴木 美咲 大谷 紀子 杉浦 聡志 谷口 綾子 家田 仁 
連名者３ 北野 知裕 奥村 令子 大野 沙知子 谷口 守 井上 聰史
連名者４ 山岸 美紀
論文名 一般道性能照査のための性能

曲線推定法
高齢者の介護予防の観点から見
た外出頻度と移動環境に関する
考察

企業間取引データを用いた事業
所間における取引関係の推定と
その活用方策

土砂災害後の復旧期に求められ
る災害リスク情報に関する考察

交通行動からみた健康まちづくり
の都市交通システムの構成

金沢城下町の眺望景観に関する
研究

モーダルシフト政策の効果に関
する一考察：国内コンテナ定期航
路開設の可能性

2次元混合ワイブル劣化ハザード
モデル

発表者 葛西 誠 柳原 崇男 菊川 康彬 畑山 満則 井ノ口 弘昭 神山 藍 深海 八郎 坂口 創
所属 東京理科大学 近畿大学 筑波大学 京都大学 関西大学 金沢工業大学 神戸大学海事科学研究科 大阪大学大学院
連名者１ 小田 崇徳 堤 盛人 神谷 大介 秋山 孝正 竹林 幹雄 水谷 大二郎 
連名者２ 内海 泰輔 松島 格也
連名者３ 泉 典宏 貝戸 清之 
連名者４ 山川 英一 小林 潔司
論文名 性能照査型道路計画設計の既

存道路ネットワークへの実務的
適用に向けた設計手法

待ち行列モデルを用いた救急救
命搬送サービスの分析

応用都市経済モデルによる道路
整備事業の便益評価に関する研
究

Analysis of relationship among
demand distributions, urgency of
a perishable item in relief
distribution

交通行動と健康との関連性に関
する地域間比較研究

ルーラルエリアにおける通信線
の景観への影響と単独埋設の有
効性について

最近の我が国企業のＳＣＭの実
態とそれを踏まえた港湾サービ
スの方向性

vineコピュラに基づく社会基盤施
設の劣化総合評価

発表者 石村 佳之 澤井 友貴 大澤 脩司 Rubel Das 森 健 松田 泰明 安部 智久 小濱 健吾 
所属 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 愛媛大学 金沢大学 IRIDES, Tohoku University 京都大学大学院 国立研究開発法人　土木研究所　寒地土木研究所 国土技術政策総合研究所 大阪大学 
連名者１ 阿部 義典 片岡 源宗 高山 純一 Okumura Makoto 神田 佑亮 岩田 圭佑 中神 啓介 早矢仕 廉太郎 
連名者２ 柳沢 敬司 吉井 稔雄 中山 晶一朗 谷口 綾子 井上 利一 貝戸 清之 
連名者３ 高橋 健  二神 透 藤生 慎  藤井 聡 小林 潔司
連名者４
論文名 北海道における「２＋１」車線型

道路の性能評価
Self-containment of non-
mandatory activities in an aging
newtown: Modeling destination
choice with social network
effects

ウツタイン統計データによる統計
的生命の価値の計測

Copulaに基づく洪水リスク評価の
ための計画降雨に関する研究

石川県における３次救急医療を
対象としたドクターヘリ導入の効
果分析に関する研究

農村景観保全のための「コンパ
クトファーム」の提案と実現化方
策に関する研究

Analysis of Viet Nam shipper’s
route choice behavior &#8211;
Implications for maritime port
policy

舗装劣化の連続量指標を用いた
劣化ハザードモデル

発表者 宗広 一徳 Nguyen Thi Anh Hong 坂本 直樹 蒋 新宇 備後 友貴 小泉 雄大 Tran Thi Anh Tam 水谷 大二郎 
所属 （独）土木研究所 寒地土木研究

所
Hiroshima University 山形大学人文学部 京都大学防災研究所 金沢大学 日本大学理工学部 Graduate School of Maritime Sciences Kobe University 大阪大学 

連名者１ 影山 裕幸 Chikaraishi Makoto 阪田 和哉 多々納 裕一 高山 純一 横内 憲久 Takebayashi Mikio 貝戸 清之
連名者２ 石田 樹 Seya Hajime  瀧本 太郎 中山 晶一朗 岡田 智秀 小林 潔司
連名者３ 松田 武 Fujiwara Akimasa 中嶌 一憲 藤生 慎
連名者４ Zhang Junyi 生川 雅紀
論文名 常時観測データに基づく道路の

性能評価指標値の推計手法に
関する研究

農村景観保全に着目した住民主
体の地域づくりに関する研究

発表者 渡邉 友崇 川上 友貴
所属 神戸大学大学院 熊本大学大学院自然科学研究科

連名者１ 辻谷 純 田中 尚人 
連名者２ 四辻 裕文 御手洗 広大
連名者３ 喜多 秀行
連名者４

第2日目：6月7日(日) 時間帯　昼 12:30～13:30
ランチョンミーティング：土木計画学研究委員会全体報告・公共政策デザインコンペ表彰　（総合学習プラザ２F大講義室）

話題提供者：
桑原雅夫
（東北大学情報科学研究科）
朝倉康夫
（東京工業大学理工学研究科）
羽藤英二
（東京大学工学系研究科）
山本俊之
（名古屋大学エコトピア科学研究
所）
井料隆雅
（神戸大学工学研究科）



第2日目：6月7日(日) 時間帯3 同時開催：公共政策デザインコンペ審査員・発表者懇談会（第10会場）

第1会場 (総合学習プラザ：第５
講義室）

第2会場 (総合学習プラザ：第６
講義室)

第3会場 (総合学習プラザ：第８
講義室）

第4会場 (総合学習プラザ：第９
講義室）

第5会場 (総合学習プラザ：第12
講義室)

第6会場 (総合学習プラザ：第13
講義室)

第7会場 (総合学習プラザ：第15
講義室)

第8会場
 (西講義棟：講義室１)

第9会場
 (西講義棟：講義室２)

時間 13:45～15:15 13:45～15:15 13:45～15:15 13:45～15:15 13:45～15:15 13:45～15:15 13:45～15:15 13:45～15:15 13:45～15:15
セッション名 地域公共交通の計画技術 事故リスク 空間統計 災害時の交通 政策合意形成・PI 土木計画学と観光科学 公共政策デザインコンペ応募者・

審査員懇談会
案内誘導システム ＳＳ３：津波減災：総合的な減災

施策とその評価方法のデザイン
に向けて

オーガナイ
ザー・
司会者

喜多秀行 吉井稔雄 瀬谷創 倉内文孝 矢嶋宏光 岡本直久 外井哲志 岡安章夫

論文名 地方部における持続可能な短距
離ライドシェアに関する制度分析

交差点幾何構造を考慮した交通
事故リスク要因の分析

カウントデータにおける空間計量
経済モデル

プローブデータに基づく東日本大
震災時のドライバーの経路選択
要因の分析

急激な観光地化が官民協働のま
ちづくりに与える影響-兵庫県朝
来市竹田地区の場合-

リグレット理論を用いた回遊行動
のモデリングと実験的アプローチ
による検証

道路案内標識による案内誘導効
果の評価

発表者 丸山 満帆 塩見 康博 爲季 和樹 清田 裕太郎 田中 晃代 小松 剛士 大塚 康司 
所属 神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 立命館大学理工学部 筑波大学 株式会社道路計画 近畿大学総合社会学部 神戸大学大学院 株式会社　建設技術研究所
連名者１ 四辻 裕文 渡部 数樹 堤 盛人 岩倉 成志 井料 隆雅 外井 哲志 
連名者２ 中村 英樹 野中 康弘 森 光 樋口 裕章
連名者３ 赤羽 弘和 杉森 千恵  
連名者４
論文名 熊本市が提供する乗合タクシー

サービス導入前後のアクティビ
ティ変容の分析

一般道路における事故リスク原
単位の検討

点事象集積検出を応用した産業
共集積形態分析の提案

空間相関に着目した気仙沼にお
ける避難目的地選択モデル

まちづくり事業における資金調達
方法からみた市民の主体的参画
手法の研究―小口クラウドファン
ディングの可能性について

プローブデータを用いた高速道
路の帰宅ピーク分散のための観
光周遊行動分析

案内標識情報の利用によるドラ
イバーの安心を重視したルート
案内

発表者 川口 充洋 兵頭 知 志賀 康平 トロンコソ・パラディ ジアンカルロス 武知 俊輔 中塚 典孝 外井 哲志 
所属 熊本大学大学院自然科学研究科 愛媛大学大学院 東北大学 東京大学復興デザイン研究体 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任助教・弁護士  首都大学東京大学院都市環境科学研究科観光科学域 九州大学
連名者１ 溝上 章志 吉井 稔雄 井上 亮 羽藤 英二 三好 庸隆 清水 哲夫 大塚 康司
連名者２ 倉内 慎也 天米 一志 太田 恒平 黄 本俊
連名者３ 板倉 信一郎 野津 直樹
連名者４
論文名 過疎地域におけるポストバス導

入の効果と課題
様々な事故リスク要因下におけ
る事故率と急減速率の関係

空間集積パターンの周波数解析 個々人の情報伝達行動を考慮し
た避難タイミング決定動学モデル

情報収集ツールを活用した市民
協働のインフラ維持管理システ
ムの運用に関する研究

ＥＴＣ２．０プローブ情報を用いた
観光交通の行動分析

歴史公園における観光客の周遊
行動および迷い行動に関する研
究

発表者 横関 敬裕 桜庭 太郎 大澤 実 古田 昌弥 黒木 幹 田中 良寛 塚口 博司 
所属 日本大学大学院理工学研究科社会交通工学専攻 首都大学東京 東北大学 神戸大学 株式会社　福山コンサルタント 国土交通省国土技術政策総合研究所 立命館大学
連名者１ 山田 健司 小根山 裕之 赤松 隆 井料 隆雅 伊藤 将司 鹿野島 秀行 宮本 聖 
連名者２ 轟 朝幸 石倉 智樹 高山 雄貴 原 祐輔 内田 智昭  佐治 秀剛 安 隆浩 
連名者３ 川崎 智也 割田 博 桑原 雅夫 石田 智行  牧野 浩志 林 功
連名者４ 米倉 達広
論文名 神戸市の郊外住宅団地における

居住者による都心へのアクセス
交通の利便性評価

高速道路の暫定２車線における
事故特性を考慮した付加車線整
備に関する一考察

大阪市中心部における街区と店
舗構成の共起関係を用いた都市
構造の共クラスタリング

被災時刻不確実性と他者同調を
考慮した動学的避難開始選択

交通基盤施設計画プロセスで用
いられるニュースレターに対する
興味と閲覧時視線運動の関係

訪日外国人旅行者の観光活動と
訪問地に着目した行動分析

簡易CGを用いた道路案内標識
の情報の量と通過速度に関する
研究

発表者 岩崎 昂平 石橋 弘之 稲垣 和哉 浦田 淳司 寺部 慎太郎 松井 祐樹 若林 拓史 
所属 神戸大学大学院 政策研究大学院大学　開発政策プログラム 東北大学大学院 東京大学 東京理科大学 政策研究大学院大学 名城大学
連名者１ 小谷 通泰 日比野 直彦 原 祐輔 羽藤 英二 吉村 裕人 日比野 直彦 川村 雄輝 
連名者２  寺山 一輝 森地 茂 桑原 雅夫 葛西 誠 森地 茂 笠置 剛
連名者３ 家田 仁 家田 仁
連名者４
論文名 活動時間の多様性に着目したア

クセシビリティ指標に関する研究
自動車専用道事故多発区間に
おける交通安全対策事業実施時
の車両挙動分析

厳格な幾何形状の制約を置かな
い産業集積の検出

マルチエージェントシミュレーショ
ンを用いた津波避難時の車利用
にかかわる問題の分析

実践のプロファイリング手法を用
いた道の駅における地域連携施
策形成過程に関する分析

中国版Twitter(微博)を用いた地
方空港間における中国人旅客の
口コミデータの比較

沿道景観を考慮したカーブ区間
の案内誘導に関する標識配置実
験

発表者 谷本 圭志 仙田 昂之 氏家 晃仁 中居 楓子 山口 行一 大信 一樹 高田 哲哉
所属 鳥取大学大学院 京都大学大学院 東北大学大学院情報科学研究科 京都大学大学院情報学研究科 大阪工業大学 東京理科大学大学院  （独）土木研究所寒地土木研究所

連名者１ 土屋 哲 中村 俊之  福本 潤也 畑山 満則 奥谷 健二 寺部 慎太郎 宗廣 一徳 
連名者２ 宇野 伸宏 矢守 克也 松浦 正浩 葛西 誠 二ノ宮 清志
連名者３ c絹田 裕一 吉川 翔 
連名者４ 北村 清州 岩崎 義一
論文名 ベイジアンネットワークを用いた

突発事象発生時の交通状態推
定

ODフローの有向性と重複を考慮
した機能地域検出手法の開発

災害時避難対策評価のための
歩車錯綜シミュレーションモデル
の構築

交通基盤整備事業における紛争
解決の取り組みと効果

「旅のつぶやき」を用いた観光地
の満足度評価手法の構築

利用者属性を考慮した都市高速
道路における情報提供施設の活
用状況

発表者 野村 大智 李 想 花房 比佐友 矢嶋 宏光 鈴木 大智 松田 奈緒子 
所属 日本大学大学院 東北大学大学院情報科学研究科 株式会社アイ・トランスポート・ラボ 株式会社　三菱総合研究所  金沢大学大学院 国土交通省国土技術政策総合研究所

連名者１ 西内 裕晶 福本 潤也 小出 勝亮 小瀬木 祐二 藤生 慎 鈴木 一史 
連名者２ 轟 朝幸 佐藤 加斐 小宮 粋史 中山 晶一朗 竹平 誠治 
連名者３ 川崎 智也 堀口 良太 高山 純一 岩武 宏一 
連名者４ 割田 博 桑原 雅夫 牧野 浩志
論文名 時空間拡張ネットワークを用いた

津波最適避難計画モデルの実
ネットワークへの適用：宮城県亘
理町を対象として

忘れられた衆議ー日本の合意形
成のこれまでとこれから

首都高速道路における交通管制
システムの機能強化とその評価

発表者 荒木 麻里 森栗 茂一 伊藤 裕貴 
所属 岐阜大学 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 首都高速道路株式会社
連名者１ 倉内 文孝 板倉 信一郎 遠藤 学史 
連名者２ 杉浦 聡志 平生 整
連名者３ 山口 孝
連名者４
論文名 「我が国における地域インフラ維

持・活用に向けたメディエーター
の必要性」

発表者 板倉 信一郎 
所属 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター

連名者１ 森栗 茂一  
連名者２ 辻 寛
連名者３ 武知 俊輔
連名者４

話題提供者：
岡安章夫（東京海洋大学）
河野達仁（東北大学）
安田誠宏（京都大学）
高橋智幸（関西大学）
多々納裕一（京都大学）



第2日目：6月7日(日) 時間帯4

第1会場 (総合学習プラザ：第５
講義室）

第2会場 (総合学習プラザ：第６
講義室)

第3会場 (総合学習プラザ：第８
講義室）

第4会場 (総合学習プラザ：第９
講義室）

第5会場 (総合学習プラザ：第12
講義室)

第6会場 (総合学習プラザ：第13
講義室)

第7会場 (総合学習プラザ：第15
講義室)

第8会場
 (西講義棟：講義室１)

第9会場
 (西講義棟：講義室２)

時間 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00 15:30～17:00
セッション名 地域公共交通の計画技術 事故リスク データ同化アプローチの適用可

能性
災害時の交通 政策合意形成・PI 土木計画学と観光科学 アーバンデザインの日本的展開 都市の速度マネジメント ＳＳ５：津波減災：減災対策の外

部性をいかに克服するか
オーガナイ
ザー・
司会者

喜多秀行 吉井稔雄 布施孝志 倉内文孝 矢嶋宏光 岡本直久 山口敬太 三村泰広 多々納裕一

論文名 公共交通計画のための計算アル
ゴリズムの提案と低密度分散化
する被災地におけるバス路線再
編への適用

都市高速道路におけるリアルタ
イム事故リスク情報提供

高速道路のミクロシミュレーショ
ンへの交通状態観測のフィード
バック

最適避難方向指定のためのcell-
based交通計画モデル

The study of public participation
in City Planning process in Hong
Kong

道路付属施設の機能評価からみ
た沿道景観の向上に関する考察

警固公園再整備事業にみる地方
都市活性化のためのデザイン論
的配慮事項に関する考察

スマートフォンによる助言型ISA
システムの評価

発表者 吉野 大介 大藤 武彦 佐々木 邦明 片岡 侑美子 劉 嘉欣 二ノ宮 清志 柴田 久 山崎 基浩
所属 復建調査設計株式会社 株式会社交通システム研究所 山梨大学 東北大学大学院工学研究科 早稲田大学 国立研究開発法人　寒地土木研究所 福岡大学工学部社会デザイン工学科  （公財）豊田都市交通研究所
連名者１ 羽藤 英二 兒玉 崇 奥村 誠 松田 泰明 石橋 知也 三村 泰広 
連名者２ 竹井 賢二 高田 哲哉 安藤 良輔 
連名者３ 小澤 友記子 宗広 一徳 松尾 幸二郎 
連名者４ 菅野 甲明
論文名 情報の見える化とコミュニケー

ションによる地域公共交通マネジ
メント

リアルタイム交通事故予測モデ
ルを利用した路線全体の安全マ
ネジメントに関する研究

速度データに基づく交通流の状
態とモデルパラメータの同時推定

原発周辺地域を対象とした広域
避難計画と地域防災計画に関す
る研究

対話による交通まちづくりの動向 紀伊半島におけるジオツーリズ
ムを通した防災教育の可能性
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