
第57回年次学術講演会プログラム　　第４部門

講演
番号

日 時間 会場 教室 座　長 セッション 講　演　題　目
会
員

講演者 所　属 連名者1 連名者2 連名者3 連名者4

IV-001 25 08:45～
10:15

IV-1 A13 山田 稔 歩行者 歩行者の経路選択行動と歩行環境評価に関する研
究

学 松田 浩一郎 立命館大学 塚口 博司 福田 敏哉   

IV-002 25 08:45～
10:15

IV-1 A13 山田 稔 歩行者 歩行者シミュレーションの基礎研究とその適用 正 山本 正嗣 鹿島建設 吉田 正 北山 真 冨山 礼人  

IV-003 25 08:45～
10:15

IV-1 A13 山田 稔 歩行者 商業地における歩行者空間の構成要素と選好との
関係分析

正 野田 高広 ＪＲ東日本 大森 宣暁 原田 昇 太田 勝敏  

IV-004 25 08:45～
10:15

IV-1 A13 山田 稔 歩行者 街路樹の歩行空間環境改善効果に関する一考察 学 杉本 匡広 大阪市立大学 日野 泰雄 吉田 長裕 内田 敬  

IV-005 25 08:45～
10:15

IV-1 A13 山田 稔 歩行者 トランジットモール導入時における来街者の回遊特
性に関する研究－那覇市国際通りを事例として－

学 金城 一也 日本大学大学院 福田 敦 関 陽水   

IV-006 25 08:45～
10:15

IV-1 A13 山田 稔 歩行者 加速度データと位置データを用いた歩行区間評価
の基礎的実験

正 岡本 利章 都市交通計画研究
所

岡本 篤樹 李 竜煥   

IV-007 25 08:45～
10:15

IV-1 A13 山田 稔 歩行者 GIS、CAD/CGを用いた画像処理による受動的位置
把握システムの提案

学 花田 賢洋 大阪工業大学大学
院

山野 高志 吉川 眞   

IV-008 25 08:45～
10:15

IV-1 A13 山田 稔 歩行者 中心市街地における歩行空間整備による効果の計
測

学 藤澤 友晴 京都大学大学院 青山 吉隆 中川 大 松中 亮治  

IV-009 25 10:30～
12:00

IV-1 A13 伊藤 雅 自転車 福井駅周辺の歩道上駐輪区画の利用実態と歩行
者の意識

正 和田 章仁 福井工業大学     

IV-010 25 10:30～
12:00

IV-1 A13 伊藤 雅 自転車 駐輪実態観測調査による放置自転車対策の評価
～本郷三丁目の事例をもとに～

正 山田 高嗣 名古屋市 大森 宣暁 原田 昇 太田 勝敏  

IV-011 25 10:30～
12:00

IV-1 A13 伊藤 雅 自転車 社会的相互作用を考慮した選択行動モデルによる
自転車駐輪行動の分析

正 福田 大輔 東京工業大学大学
院

上野 博義 森地 茂   

IV-012 25 10:30～
12:00

IV-1 A13 伊藤 雅 自転車 ニアミス指標による自転車歩行者混合交通のサー
ビスレベル評価

学 半田 佳孝 徳島大学 山中 英生 肌野 一則   

IV-013 25 10:30～
12:00

IV-1 A13 伊藤 雅 自転車 自転車・歩行者・車イスの交錯時における危険感知
モデル

学 肌野 一則 徳島大学 山中 英生 半田 佳孝   

IV-014 25 10:30～
12:00

IV-1 A13 伊藤 雅 自転車 自転車利用空間としての車道路肩，歩道，細街路
の走行環境評価

学 土岐 源水 徳島大学 山中 英生 岩田 恭幸 亀谷 一洋  

IV-015 25 10:30～
12:00

IV-1 A13 伊藤 雅 自転車 移動中の自転車走行特性の計測による利用空間
の評価

学 二神 彩 徳島大学 山中 英生 岩田 恭幸   

IV-016 25 13:00～
14:30

IV-1 A13 紀伊 雅敦 バリアフリー バリアフリーポータルサイトの構築に関する研究 正 吉村 直記 関西大学大学院 田中 成典 古田 均   

IV-017 25 13:00～
14:30

IV-1 A13 紀伊 雅敦 バリアフリー ユニバーサルデザインライフの基礎的研究 学 西 崇志 関西大学 古田 均    

IV-018 25 13:00～
14:30

IV-1 A13 紀伊 雅敦 バリアフリー 移動特性の違いを考慮した交通施設のバリアフリー
化に対する利用者意識構造分析

正 早川 昌毅 キクテック 磯部 友彦    

IV-019 25 13:00～
14:30

IV-1 A13 紀伊 雅敦 バリアフリー 歩道のユニバーサルデザインの評価に関する基礎
研究

正 窪田 諭 オージス総研 三上 市藏 清友 優   

IV-020 25 13:00～
14:30

IV-1 A13 紀伊 雅敦 バリアフリー 歩行空間のユニバーサルデザインに関する事例
データベース

正 岡村 雄樹 前橋工科大学 岡村 美好 高橋 正紀   

IV-021 25 13:00～
14:30

IV-1 A13 紀伊 雅敦 バリアフリー 歩行空間におけるバリアフリー化に関する研究 正 野田 宏治 豊田工業高等専門
学校

石計 竜一 宮田 加奈
子

鈴木 薫 荻野 弘
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IV-022 25 13:00～
14:30

IV-1 A13 紀伊 雅敦 バリアフリー 視覚障害者誘導用ブロックの夜間における視認性
評価

学 江嵜 公暢 名城大学 藤田 晃弘 今井 宏樹   

IV-023 25 13:00～
14:30

IV-1 A13 紀伊 雅敦 バリアフリー 車椅子の振動による人体への影響に関する基礎的
研究

学 河本 麗夏 北海学園大学 上浦 正樹    

IV-024 25 14:45～
16:15

IV-1 A13 早崎 詩生 高齢者・障害者交
通

高齢者・障害者にやさしい高速道路に関する基礎
的検討

正 久利 良夫 阪神高速道路管理
技術センター

三星 昭宏 北川 睦彦 橋本 典雄 江原 武

IV-025 25 14:45～
16:15

IV-1 A13 早崎 詩生 高齢者・障害者交
通

複数の地区で実施された高齢者,障害者による歩行
点検調査に関する報告

正 轟 修 オリエンタルコンサ
ルタンツ

富安 浩 三星 昭宏 新田 保次  

IV-026 25 14:45～
16:15

IV-1 A13 早崎 詩生 高齢者・障害者交
通

高齢運転者のカーブ走行時特性に関する一考察 正 若月 健 国土交通省 森 望 高宮 進   

IV-027 25 14:45～
16:15

IV-1 A13 早崎 詩生 高齢者・障害者交
通

高齢者のゾーンバスシステムの評価に関する研究 正 元田 良孝 岩手県立大学 田中 綾    

IV-028 25 14:45～
16:15

IV-1 A13 早崎 詩生 高齢者・障害者交
通

シニアカーの充電環境整備による行動範囲拡大に
関する基礎的研究

学 大石 昌仙 名城大学 高橋 政稔 中根 大補   

IV-029 25 14:45～
16:15

IV-1 A13 早崎 詩生 高齢者・障害者交
通

高齢者歩行の補助を目的とした認知情報提供に関
する研究

学 国島 彰 名城大学 滝川 将宏 小倉 俊臣 栗本 譲  

IV-030 25 14:45～
16:15

IV-1 A13 早崎 詩生 高齢者・障害者交
通

積雪地域における高齢者・身体障害者行動圏調査
について

正 木村 恭一 国土技術政策総合
研究所

椎名 主税    

IV-031 25 14:45～
16:15

IV-1 A13 早崎 詩生 高齢者・障害者交
通

音声による経路案内システムの情報提供方法及び
提供頻度に関する基礎的研究～梅田地下街を事例
として～

学 青木 昭良 近畿大学 田中 貢 江口 勝彦 三星 昭宏 柳原 崇男

IV-032 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 車種別確率的利用者均衡配分の実用化に向けて
の検討

正 井ノ口 弘昭 関西大学 岡田 良之    

IV-033 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 車種別時間帯別確率的利用者均衡配分に関する
実証的研究

正 伊藤 慎兵 ニュージェック 河上 省吾    

IV-034 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 情報遅れと待ち行列を考慮した動的利用者最適配
分モデル

学 北村 清州 名古屋大学大学院 河上 省吾    

IV-035 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 旅行時間の不確実性を考慮した交通ネットワーク均
衡

正 中山 晶一朗 金沢大学 高山 純一 笠島 崇弘   

IV-036 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 利用者均衡配分におけるリンクコスト関数の検討 学 荻田 美幸 関西大学大学院 井ノ口 弘
昭

   

IV-037 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 首都圏鉄道ネットワークにおける配分分析 学 大石 洋也 東京理科大学大学
院

日比野 直
彦

仮屋﨑 圭
司

内山 久雄  

IV-038 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 小田急複々線化事業の評価に関する研究～時間
帯別確率均衡配分モデルの適用～

学 湯浅 誠一 東京大学大学院 円山 琢也 原田 昇 太田 勝敏  

IV-039 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 4段階統合Nested Logit型確率的ネットワーク均衡
モデルに関する実証研究

学 円山 琢也 東京大学大学院 原田 昇 太田 勝敏   

IV-040 26 08:45～
10:15

IV-1 A13 金子 雄一
郎

交通配分 都市圏レベルの統合型利用者均衡配分モデルの実
用化とTDM政策への適用に関する研究

正 三村 健太郎 長大 森川 高行    

IV-041 26 10:30～
12:00

IV-1 A13 知野 泰明 土木史（1） 構造材料からみた近代化土木遺産の特徴と評価 正 高柳 勝郎 菊池市役所 山尾 敏孝    

IV-042 26 10:30～
12:00

IV-1 A13 知野 泰明 土木史（1） 歴史的橋梁の史料調査とその活用法 正 川辺 了一 埼玉大学大学院 窪田 陽一 深堀 清隆   
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IV-043 26 10:30～
12:00

IV-1 A13 知野 泰明 土木史（1） 土木史料の活用方策に関する一提案　－桐生市近
代水道史料を事例として－

学 塚本 健太郎 足利工業大学 為国 孝敏 大熊 孝   

IV-044 26 10:30～
12:00

IV-1 A13 知野 泰明 土木史（1） 平城京の溝構造疎通能力について 正 村上 令一 東亜建設工業 井上 和人 神吉 和夫   

IV-045 26 10:30～
12:00

IV-1 A13 知野 泰明 土木史（1） 近世城郭石垣構造の力学解析 正 北園 和憲 中村石材工業 西田 一彦 玉野 富雄 金岡 正信 Bimal
Shrestha

IV-046 26 10:30～
12:00

IV-1 A13 知野 泰明 土木史（1） 神奈川台場の石垣構造に関する考察 正 鈴木 伸治 関東学院大学 石黒 竜 藤岡 篤士   

IV-047 26 10:30～
12:00

IV-1 A13 知野 泰明 土木史（1） 近代水道整備前の上水水質の分析 学 大瀧 友里奈 東京大学大学院 大瀧 雅寛 佐倉 統   

IV-048 27 08:45～
10:15

IV-1 A13 星野 裕司 土木史（2）/景観評
価（1）

近代橋梁の技術基準の変遷をふまえた景観保全手
法

学 藤澤 友祐 埼玉大学 窪田 陽一 深堀 清隆   

IV-049 27 08:45～
10:15

IV-1 A13 星野 裕司 土木史（2）/景観評
価（1）

土木事業費に関する内務省財政の変遷 正 畑岡 寛 九州共立大学 田中 邦博 亀田 信裕   

IV-050 27 08:45～
10:15

IV-1 A13 星野 裕司 土木史（2）/景観評
価（1）

大潟村農村建設における計画プロセスと導入理念 正 木村 一裕 秋田大学 清水 浩志
郎

川村 公一 長友 芳立  

IV-051 27 08:45～
10:15

IV-1 A13 星野 裕司 土木史（2）/景観評
価（1）

流域環境の歴史的変遷　－「なにわ」を中心として
－

正 奥住 洋介 日本建設コンサルタ
ント

吉川 眞    

IV-052 27 08:45～
10:15

IV-1 A13 星野 裕司 土木史（2）/景観評
価（1）

鉄道を基軸とした近代京都の郊外形成に関する研
究　　-観光地嵐山を対象として-

学 亀山 泰典 京都大学大学院 田中 尚人 川崎 雅史 守津 真麻  

IV-053 27 08:45～
10:15

IV-1 A13 星野 裕司 土木史（2）/景観評
価（1）

地方都市における住区基幹公園の発達から捉えた
課題に関する検討

学 塚田 伸也 前橋工科大学大学
院

湯沢 昭    

IV-054 27 08:45～
10:15

IV-1 A13 星野 裕司 土木史（2）/景観評
価（1）

吉田山丘陵地東斜面における景観構成の研究 学 出村 嘉史 京都大学 川崎 雅史    

IV-055 27 08:45～
10:15

IV-1 A13 星野 裕司 土木史（2）/景観評
価（1）

偕楽園公園における利用者の回遊行動からみた
シークエンス景観

学 武田 信二 茨城大学大学院 小柳 武和 志摩 邦雄 岡本 朗  

IV-056 27 10:30～
12:00

IV-1 A13 福井 恒明 景観評価（2）/景観
調査分析（1）

ファジィ積分を用いた橋梁の景観評価に関する研究 学 中野 和幸 北海道大学 加賀屋 誠
一

内田 賢悦 萩原 亨  

IV-057 27 10:30～
12:00

IV-1 A13 福井 恒明 景観評価（2）/景観
調査分析（1）

フラクタル次元分析による景観評価法の実効性 正 須田 清隆 ジオスケープ 井出 康郎 井上 勝伸 本田 陽一  

IV-058 27 10:30～
12:00

IV-1 A13 福井 恒明 景観評価（2）/景観
調査分析（1）

鉄道事業における合意形成等を目的とした可視化
の一考察

正 井口 光雄 復建エンジニヤリン
グ

近藤 正二    

IV-059 27 10:30～
12:00

IV-1 A13 福井 恒明 景観評価（2）/景観
調査分析（1）

センサ照明を導入した街路の光環境特性 学 高橋 靖 埼玉大学 窪田 陽一 深堀 清隆   

IV-060 27 10:30～
12:00

IV-1 A13 福井 恒明 景観評価（2）/景観
調査分析（1）

地下通路における光環境に関する研究 学 源野 雄輔 北海学園大学 鈴木 聡士 堂柿 栄輔   

IV-061 27 10:30～
12:00

IV-1 A13 福井 恒明 景観評価（2）/景観
調査分析（1）

色彩分析からみる街路景観に関する研究 学 米川 光政 明星大学 西浦 定継    

IV-062 27 10:30～
12:00

IV-1 A13 福井 恒明 景観評価（2）/景観
調査分析（1）

空間データを活用した３次元モデルの生成　－歴史
的街並みを対象として－

学 佐々木 崇臣 大阪工業大学大学
院

山野 高志 吉川 眞   

IV-063 27 13:00～
14:30

IV-1 A13 田中 尚人 景観調査分析（2） 居住環境の変化とオープンスペース利用行動に関
する分析

学 桟敷 美帆 東京工業大学 山川 仁 高見 淳史   
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IV-064 27 13:00～
14:30

IV-1 A13 田中 尚人 景観調査分析（2） 都市空間におけるアメニティ評価の分析 正 齋藤 伊久太
郎

東洋大学 小瀬 博之 坪田 雅安   

IV-065 27 13:00～
14:30

IV-1 A13 田中 尚人 景観調査分析（2） 市街地内の街路における高規格幹線道路の景観
把握

正 伊倉 理恵 大阪工業大学大学
院

山野 高志 吉川 眞   

IV-066 27 13:00～
14:30

IV-1 A13 田中 尚人 景観調査分析（2） 自由撮影調査によるダム景観の特性に関する研究 正 井出 康郎 国土交通省 井上 勝伸 園山 裕士 須田 清隆  

IV-067 27 13:00～
14:30

IV-1 A13 田中 尚人 景観調査分析（2） デジタル画像を用いた夜間交差点視環境評価に関
する研究

学 宇津木 涼子 北海道大学 萩原 亨 加賀屋 誠
一

内田 賢悦  

IV-068 27 13:00～
14:30

IV-1 A13 田中 尚人 景観調査分析（2） 現実景観と仮想景観における景観認識特性に関す
る研究

正 佐藤 文彦 ジオスケープ 井出 康郎 園山 裕士 須田 清隆 宮崎 栄一
郎

IV-069 27 13:00～
14:30

IV-1 A13 田中 尚人 景観調査分析（2） ダム景観として認識されている要素に関する研究 正 宮崎 栄一郎 ジオスケープ 井出 康郎 園山 裕士 須田 清隆  

IV-070 27 13:00～
14:30

IV-1 A13 田中 尚人 景観調査分析（2） 日立市の国道６号沿線における境界および領域認
識に関する研究

学 山野辺 康則 茨城大学 小柳 武和 志摩 邦雄 岡本 朗  

IV-071 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン ヘッドマウントディスプレイを用いたVR-CADシステ
ムの構築

正 蒔苗 耕司 宮城大学 一ノ坪 平    

IV-072 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン 黄金分割を設計で利用しやすくするための中間値と
表示方法の提案

正 橋本 和夫 AEN 冨岡　 昇 染谷 義孝   

IV-073 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン 地形改変を伴う坑門デザインへのCGアニメーション
の適用

学 中村 浩 熊本大学 星野 裕司 趙 暁明 小林 一郎  

IV-074 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン 構造物の３次元シミュレーションモデル作成とその
応用

正 白木 渡 香川大学 井面 仁志 小川 真司   

IV-075 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン 歩行者の視点から見た田園景観シミュレーション手
法についての研究　～福岡県糸島郡志摩町桜井地
区を事例として～

学 佐藤 直之 九州大学 樋口 明彦    

IV-076 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン 平面配置を考慮した街路デザイン技法の整合性評
価

学 村上 裕志 埼玉大学 窪田 陽一 深堀 清隆   

IV-077 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン 材質を考慮した視覚障害者誘導用ブロックの視認
性評価

学 浜田 洋子 三井ホーム 窪田 陽一 深堀 清隆   

IV-078 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン 進入抵抗感を軽減する面壁型トンネル坑門のデザ
インアプローチ

正 木暮 雄一 鹿島建設 中村 康広    

IV-079 27 14:45～
16:15

IV-1 A13 重山 陽一
郎

景観デザイン 人工鱗型潮溜と沿岸景観設計 正 三浦 行政 -     

IV-080 25 08:45～
10:15

IV-2 A21 齋藤 信吾 鉄道工学（1） トンネルメンテナンス支援システムの構築 正 岡村 幹男 ＪＲ東海 佐々木 進 今井 賢一 中西 巧 赤堀 浩史

IV-081 25 08:45～
10:15

IV-2 A21 齋藤 信吾 鉄道工学（1） 軌道状態予測モデルを用いた軌道管理について 正 中山 卓 南海電気鉄道     

IV-082 25 08:45～
10:15

IV-2 A21 齋藤 信吾 鉄道工学（1） 軌道弱点箇所抽出手法と対策施工の選択に関する
研究

正 森山 陽介 ＪＲ西日本 千代 誠 金岡 裕之   

IV-083 25 08:45～
10:15

IV-2 A21 齋藤 信吾 鉄道工学（1） 新型EJにおける性能評価および管理手法に関する
一考察

正 黒田 昌生 ＪＲ西日本 鈴木 常夫 楠田 将之   

IV-084 25 08:45～
10:15

IV-2 A21 齋藤 信吾 鉄道工学（1） MTT作業時の貫入試験による道床状態と軌道狂い
速度の相関性に関する研究

正 宮崎 祐丞 ＪＲ西日本 金岡 裕之 河内 健太
郎
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IV-085 25 08:45～
10:15

IV-2 A21 齋藤 信吾 鉄道工学（1） 「ＭＴＴ作業計画支援システム」の操作性向上に関
する取組み

正 小野 重亮 ＪＲ東日本 奥村 陽一 蔭山 朝昭 三和 雅史  

IV-086 25 08:45～
10:15

IV-2 A21 齋藤 信吾 鉄道工学（1） 新型新幹線電気軌道総合試験車の軌道データ処
理

正 小林 幹人 ＪＲ東海 森本 勝 永沼 泰州 市川 公洋  

IV-087 25 08:45～
10:15

IV-2 A21 齋藤 信吾 鉄道工学（1） 高低狂いの動的値と静的値の差に関する一考察 正 西垣 拓也 鉄道総合技術研究
所

古川 敦    

IV-088 25 10:30～
12:00

IV-2 A21 前田 洋明 鉄道工学（2） 検測車を用いた軌道弱点箇所の検出 正 森本 勝 ＪＲ東海     

IV-089 25 10:30～
12:00

IV-2 A21 前田 洋明 鉄道工学（2） 台車搭載形慣性正矢軌道検測装置の改良と走行
試験

正 矢澤 英治 鉄道総合技術研究
所

竹下 邦夫 岡井 忠生 篠脇 諭  

IV-090 25 10:30～
12:00

IV-2 A21 前田 洋明 鉄道工学（2） 小型・軽量な軌道検測装置の開発 正 永沼 泰州 ＪＲ東海     

IV-091 25 10:30～
12:00

IV-2 A21 前田 洋明 鉄道工学（2） 鉄道構造物設計におけるＰＳ検層の有用性に関す
る一考察

正 上野 勝大 アーバン・エース 中川 元宏 肥塚 二朗   

IV-092 25 10:30～
12:00

IV-2 A21 前田 洋明 鉄道工学（2） ＰＣ下路桁における鉛直締めＰＣ鋼棒突出防止対策 正 今井 勉 ＪＲ東日本 友利 方彦 馬場 正光 武田 大輔  

IV-093 25 10:30～
12:00

IV-2 A21 前田 洋明 鉄道工学（2） 構築後５０年経過した鉄道構造物に対する非破壊
検査について

正 肥塚 二朗 アーバン・エース 中川 元宏 上野 勝大   

IV-094 25 10:30～
12:00

IV-2 A21 前田 洋明 鉄道工学（2） 道床安定作業車（ＤＴＳ）故障発生防止の一考察 正 中村 逸人 日本機械保線 瀧本 健吾 鈴木 政利 船田 智巳  

IV-095 25 10:30～
12:00

IV-2 A21 前田 洋明 鉄道工学（2） 高性能除雪機械の開発 正 稲本 耕介 ＪＲ東日本 若月 雅人 蔭山 朝昭   

IV-096 25 13:00～
14:30

IV-2 A21 石田 誠 鉄道工学（3） 1/5模型輪軸を用いた車輪背面横圧による乗り上
がり脱線試験

正 及川 祐也 鉄道総合技術研究
所

吉田 眞 宮本 岳史 土井 久代  

IV-097 25 13:00～
14:30

IV-2 A21 石田 誠 鉄道工学（3） 軌道整備前後における振動発生状況について 正 津田 英朗 ＪＲ東海 神田 仁 三輪 昌弘   

IV-098 25 13:00～
14:30

IV-2 A21 石田 誠 鉄道工学（3） ＡＲＸモデルによる鉄道車両上下動特性の同定 正 古川 敦 鉄道総合技術研究
所

吉村 彰芳    

IV-099 25 13:00～
14:30

IV-2 A21 石田 誠 鉄道工学（3） 軌道狂いにより発生する輪重変動の推定に関する
一考察

正 村松 浩成 鉄道総合技術研究
所

古川 敦    

IV-100 25 13:00～
14:30

IV-2 A21 石田 誠 鉄道工学（3） 曲線部における長波長左右動揺の予測手法 正 篠脇 諭 鉄道総合技術研究
所

古川 敦    

IV-101 25 13:00～
14:30

IV-2 A21 石田 誠 鉄道工学（3） フローティング・ラダー軌道の輪重変動特性 正 奥田 広之 鉄道総合技術研究
所

曽我部 正
道

松本 信之 涌井 一  

IV-102 25 13:00～
14:30

IV-2 A21 石田 誠 鉄道工学（3） 車輪／レールの動的挙動と摩耗について 正 青木 宣頼 鉄道総合技術研究
所

石田 誠 瀧川 光伸 金 鷹  

IV-103 25 13:00～
14:30

IV-2 A21 石田 誠 鉄道工学（3） 山陰高速化軌道工事と開業後の軌道管理 正 曽我 寿孝 ＪＲ西日本 平野 泰孝    

IV-104 25 14:45～
16:15

IV-2 A21 柳川 秀明 鉄道工学（4） 突合せ分岐器の新たな軌道整備手法に関する提言 正 住吉 賢治 ＪＲ西日本 平松 健三 越野 佳孝   

IV-105 25 14:45～
16:15

IV-2 A21 柳川 秀明 鉄道工学（4） ポイント転換機構の革新 正 堀 雄一郎 ＪＲ東日本     

5/23



第57回年次学術講演会プログラム　　第４部門

講演
番号

日 時間 会場 教室 座　長 セッション 講　演　題　目
会
員

講演者 所　属 連名者1 連名者2 連名者3 連名者4

IV-106 25 14:45～
16:15

IV-2 A21 柳川 秀明 鉄道工学（4） 分岐器ポイント部構造解析の基礎研究 正 吉田 眞 鉄道総合技術研究
所

鬼 憲治    

IV-107 25 14:45～
16:15

IV-2 A21 柳川 秀明 鉄道工学（4） 分岐器ポイント部ＰＣまくらぎ化について 正 吉田 裕 ＪＲ西日本 河出 和己 平松 正行   

IV-108 25 14:45～
16:15

IV-2 A21 柳川 秀明 鉄道工学（4） 調整式C形ガードの開発 正 辻 崇 ＪＲ西日本 金岡 裕之 青野 正 入江 隆昭  

IV-109 25 14:45～
16:15

IV-2 A21 柳川 秀明 鉄道工学（4） 木マクラギ直結分岐器における長波長高低軌道整
備について

正 田渕 広嗣 ＪＲ東日本 佐々 博明    

IV-110 25 14:45～
16:15

IV-2 A21 柳川 秀明 鉄道工学（4） 新幹線側線用50N9番分岐器の改良試行 正 金岡 裕之 ＪＲ西日本 青野 正 辻 崇   

IV-111 25 14:45～
16:15

IV-2 A21 柳川 秀明 鉄道工学（4） 博多総合車両所構内における分岐器合成まくらぎ
化施工の実施

正 守田 武史 ＪＲ西日本 金岡 裕之 森山 陽介   

IV-112 26 08:45～
10:15

IV-2 A21 新宮 康弘 鉄道工学（5） 復元波形を活用した通り整正の標準化 正 小野寺 孝行 ＪＲ東日本     

IV-113 26 08:45～
10:15

IV-2 A21 新宮 康弘 鉄道工学（5） 効果的な長波長整備の方法 正 藤森 啓之 ＪＲ東日本 籠谷 陽平 佐竹 宣章   

IV-114 26 08:45～
10:15

IV-2 A21 新宮 康弘 鉄道工学（5） 曲線部における摩耗と動揺の相関に関する一考察 正 髙田 幸裕 ＪＲ西日本 鈴木 常夫    

IV-115 26 08:45～
10:15

IV-2 A21 新宮 康弘 鉄道工学（5） 曲線を低速で通過する車両の走行シミュレーション 正 松浦 章夫 芝浦工業大学     

IV-116 26 08:45～
10:15

IV-2 A21 新宮 康弘 鉄道工学（5） 石積壁の構造形式に着目した模型実験 正 斎藤 善樹 鉄道総合技術研究
所

杉山 友康 村石 尚 太田 直之  

IV-117 26 08:45～
10:15

IV-2 A21 新宮 康弘 鉄道工学（5） 駅構内の旅客流動に関する一考察 正 竹内 美礼 ＪＲ東日本 井上 晋一    

IV-118 26 08:45～
10:15

IV-2 A21 新宮 康弘 鉄道工学（5） 他事業者の影響を考慮した輸送改善施策の評価に
ついて

正 原田 慎一 ＪＲ東日本 井上 晋一 荒川 英司   

IV-119 26 08:45～
10:15

IV-2 A21 新宮 康弘 鉄道工学（5） 費用対効果分析による輸送改善施策の段階的整
備の評価について

正 加藤 正朗 ＪＲ東日本 井上 晋一 櫛谷 浩之   

IV-120 26 10:30～
12:00

IV-2 A21 塙 守幸 鉄道工学（6） 自動反力制御システムを用いた新幹線上空桁送出
し架設について　～東海道新幹線用宗こ線橋拡幅
工事桁架設計画～

正 北 憲明 ＪＲ東海 倉坪 和弥 田中 進   

IV-121 26 10:30～
12:00

IV-2 A21 塙 守幸 鉄道工学（6） シールドトンネル交差工事に伴う東京モノレール羽
田線への近接施工その１(防護対策工)

正 望月 崇 飛島建設 引本 秀樹 小口 里志 水戸川 秀
二

 

IV-122 26 10:30～
12:00

IV-2 A21 塙 守幸 鉄道工学（6） シールドトンネル交差工事に伴う東京モノレール羽
田線への近接施工その２(影響検討結果)

正 小口 里志 東京モノレール 引本 秀樹 稲葉 智明 羽矢 洋  

IV-123 26 10:30～
12:00

IV-2 A21 塙 守幸 鉄道工学（6） ＣＦＴラーメン高架橋の試験施工について―東海道
本線蒲郡駅付近連続立体交差―

正 當目 雅人 ＪＲ東海 安原 真人 石井 拡一   

IV-124 26 10:30～
12:00

IV-2 A21 塙 守幸 鉄道工学（6） 水郡線本城橋変状原因と撤去工法について 正 勝沼 浩之 ＪＲ東日本 齋藤 昭久    

IV-125 26 10:30～
12:00

IV-2 A21 塙 守幸 鉄道工学（6） PCマクラギを横桁に用いた工事桁工法の施工例 正 神山 真樹 ＪＲ東日本 菅野 洋一 森 政明 倉鹿野 誠  

IV-126 26 10:30～
12:00

IV-2 A21 塙 守幸 鉄道工学（6） 軌道スラブの継足し方法に関する施工実験 正 渡部 太一郎 ＪＲ東日本 島峰 徹夫    
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IV-127 27 08:45～
10:15

IV-2 A21 宮崎 亮勲 鉄道工学（7） 橋まくらぎ用調整形レール締結装置の開発と性能
評価

正 阿部 則次 鉄道総合技術研究
所

宮﨑 亮勲 若月 修   

IV-128 27 08:45～
10:15

IV-2 A21 宮崎 亮勲 鉄道工学（7） 低ばね有道床弾性まくらぎのモータカー走行試験 正 堀池 高広 鉄道総合技術研究
所

向井 明 安藤 勝敏 半坂 征則  

IV-129 27 08:45～
10:15

IV-2 A21 宮崎 亮勲 鉄道工学（7） 山陽新幹線合成マクラギ敷設に伴う事前整備手法
の確立について

正 古満 亮人 ＪＲ西日本 立岩 直樹 善本 明宏   

IV-130 27 08:45～
10:15

IV-2 A21 宮崎 亮勲 鉄道工学（7） 弾性マクラギによる高架橋ジョイント部白石化箇所
対策について

正 小園 耕平 ＪＲ西日本 鈴木 常夫    

IV-131 27 08:45～
10:15

IV-2 A21 宮崎 亮勲 鉄道工学（7） Ｈ型継目用まくらぎの試験敷設について 正 川添 雅弘 ＪＲ西日本 芹川 至史 入江 隆昭   

IV-132 27 08:45～
10:15

IV-2 A21 宮崎 亮勲 鉄道工学（7） 継目用鉄マクラギの改良試験敷設と保守効果（第３
報）

正 中薗 裕 日本貨物鉄道 三枝 長生 三浦 康夫 阿部 長門  

IV-133 27 08:45～
10:15

IV-2 A21 宮崎 亮勲 鉄道工学（7） ウェーブレット関数による軸箱加速度の解析に関す
る一考察

正 成毛 将利 鉄道総合技術研究
所

須永 陽一    

IV-134 27 08:45～
10:15

IV-2 A21 宮崎 亮勲 鉄道工学（7） ウェ－ブレットを用いた鉄道の車両動揺に関する基
礎的研究

学 植木 基晴 北海学園大学 上浦 正樹 川村 彰 児玉 健太
郎

 

IV-135 27 10:30～
12:00

IV-2 A21 三浦 康夫 鉄道工学（8） 道床バラストの繰返し変形特性に及ぼす載荷条件
の影響

正 名村 明 鉄道総合技術研究
所

木幡 行宏 三浦 清一   

IV-136 27 10:30～
12:00

IV-2 A21 三浦 康夫 鉄道工学（8） 道床バラスト粒子間の摩擦抵抗力に関する振動台
実験

正 長戸 博 ＪＲ東海 永沼 泰州 川崎 祐征   

IV-137 27 10:30～
12:00

IV-2 A21 三浦 康夫 鉄道工学（8） 路盤変状原因究明とその対策について 正 後藤 英之 ＪＲ東日本 水野 光晴 杉野 康博   

IV-138 27 10:30～
12:00

IV-2 A21 三浦 康夫 鉄道工学（8） 海底トンネルにおける海底部スラブの適正な保守
管理手法の確立

正 白水 健介 ＪＲ西日本 金岡 裕之    

IV-139 27 10:30～
12:00

IV-2 A21 三浦 康夫 鉄道工学（8） LRT対応の新しい軌道構造と特性確認試験例につ
いて

正 佐藤 安弘 交通安全環境研究
所

伊藤 達也 宮沢 和夫 永瀬 一考 横地 貴弘

IV-140 27 10:30～
12:00

IV-2 A21 三浦 康夫 鉄道工学（8） 分岐器保守周期延伸対策及びその効果について 正 鈴木 常夫 ＪＲ西日本 立岩 直樹    

IV-141 27 10:30～
12:00

IV-2 A21 三浦 康夫 鉄道工学（8） 輪軸落下試験による軌道構造別動特性の検討 正 鈴木 貴洋 鉄道総合技術研究
所

石田 誠    

IV-142 27 10:30～
12:00

IV-2 A21 三浦 康夫 鉄道工学（8） レール継目部の梁モデルによる動的応力解析 正 片岡 宏夫 鉄道総合技術研究
所

阿部 則次 若月 修 及川 祐也  

IV-143 27 13:00～
14:30

IV-2 A21 須永 陽一 鉄道工学（9） 在来線レール削正車による効果的なレール削正方
法

正 山﨑 久彰 ＪＲ西日本 高山 宜久 近藤 拓也   

IV-144 27 13:00～
14:30

IV-2 A21 須永 陽一 鉄道工学（9） 在来線レール削正に伴う異音発生問題について 正 近藤 拓也 ＪＲ西日本 高山 宜久 内田 一男 山﨑 久彰  

IV-145 27 13:00～
14:30

IV-2 A21 須永 陽一 鉄道工学（9） 新幹線の分岐器レール削正における一考察 正 山根 寛史 ＪＲ西日本 亦野 和宏    

IV-146 27 13:00～
14:30

IV-2 A21 須永 陽一 鉄道工学（9） レール溶接部削正による地上騒音低減効果の検討 正 瀬川 祥 ＪＲ西日本 八野 英美 高橋 亮一   

IV-147 27 13:00～
14:30

IV-2 A21 須永 陽一 鉄道工学（9） 在姿ロングレールの溶接部における研究 正 関野 敦司 ＪＲ東日本     
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IV-148 27 13:00～
14:30

IV-2 A21 須永 陽一 鉄道工学（9） ゴールドサミット溶接部の加熱矯正法 正 小澤 広一 ＪＲ北海道 鈴木 俊二 北河 孝幸 裏谷 秀敏 五十嵐 好
宏

IV-149 27 13:00～
14:30

IV-2 A21 須永 陽一 鉄道工学（9） ボルト緊解機の改良 正 平良 一久 西日本機械保線     

IV-150 27 14:45～
16:15

IV-2 A21 今井 賢一 鉄道工学（10） 水郡線那珂川橋りょう改良計画について 正 小野 桂寿 ＪＲ東日本 藍郷 一博 山廼辺 清
二

三村 栄  

IV-151 27 14:45～
16:15

IV-2 A21 今井 賢一 鉄道工学（10） 光ファイバーセンサーによるレンガ造り高架橋の長
期連続モニタリング

正 友利 方彦 ＪＲ東日本 田光 誠二    

IV-152 27 14:45～
16:15

IV-2 A21 今井 賢一 鉄道工学（10） 無塗装耐候性鋼鉄道橋の現状と対策 正 岸 滋 ＪＲ東日本 安達 哲也 鋪屋 幸一   

IV-153 27 14:45～
16:15

IV-2 A21 今井 賢一 鉄道工学（10） レンガアーチ高架橋の維持管理手法 正 渡邊 誠司 ＪＲ東日本 友利 方彦 成嶋 健一   

IV-154 27 14:45～
16:15

IV-2 A21 今井 賢一 鉄道工学（10） バックルプレート桁の延命化対策とその効果につい
て

正 成嶋 健一 ＪＲ東日本 友利 方彦 小芝 明弘   

IV-155 27 14:45～
16:15

IV-2 A21 今井 賢一 鉄道工学（10） 高流動コンクリートによるレンガアーチ高架橋の耐
震補強

正 中村 浩司 ＪＲ東日本 船越 則人    

IV-156 27 14:45～
16:15

IV-2 A21 今井 賢一 鉄道工学（10） 鋼鉄道橋の横揺れの原因と対策について 正 本廣 竜三 ＪＲ東日本 後藤 英之 水島 健太
郎

  

IV-157 27 14:45～
16:15

IV-2 A21 今井 賢一 鉄道工学（10） ピントラス橋りょうにおけるローラ沓の取替え 正 渡辺 弘治 ＪＲ東日本 小林 英雄 赤井 司   

IV-158 25 08:45～
10:15

IV-3 A23 佐々木 邦
明

観光・余暇計画 外国人の歴史情報と観光振興への活用 正 清水 哲夫 東京大学 森地 茂 須賀 可人   

IV-159 25 08:45～
10:15

IV-3 A23 佐々木 邦
明

観光・余暇計画 奥日光における公共交通の利用促進策に関する考
察

正 本橋 稔 栃木県建設総合技
術センター

永井 護 青木 達也   

IV-160 25 08:45～
10:15

IV-3 A23 佐々木 邦
明

観光・余暇計画 都市型観光地内の移動時間短縮による周遊行動
パターンへの影響分析

正 西野 至 都市交通計画研究
所

宮島 俊一 西井 和夫   

IV-161 25 08:45～
10:15

IV-3 A23 佐々木 邦
明

観光・余暇計画 観光客の行動から見た小京都の意識分析　飛騨高
山を事例として

学 田中 智 福井工業大学 柏原　 康
之

和田 章仁   

IV-162 25 08:45～
10:15

IV-3 A23 佐々木 邦
明

観光・余暇計画 XML技術を活用した移動中の情報利用に関する研
究（その1）－ ニセコ・羊蹄ｅ街道実験　－

正 嶋野 崇文 道路新産業開発機
構

三好 達夫 加治屋 安
彦

山際 祐司  

IV-163 25 08:45～
10:15

IV-3 A23 佐々木 邦
明

観光・余暇計画 XML技術を活用した移動中の情報利用に関する研
究（その２）－スマート札幌ゆき情報実験2002－

正 山際 祐司 北海道開発土木研
究所

加治屋 安
彦

三好 達夫   

IV-164 25 08:45～
10:15

IV-3 A23 佐々木 邦
明

観光・余暇計画 携帯端末による観光情報提供の評価 学 大森 洋介 室蘭工業大学大学
院

田村 亨 佐々木 恵
一

  

IV-165 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） アクセシビリティと各種地域属性との関係に関する
一考察

学 中村 悟 東京理科大学大学
院

日比野 直
彦

内山 久雄   

IV-166 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） ソシオメトリーを用いた地域連携評価の研究 正 深井 俊英 愛知工業大学 小池 則満 古川 孝   

IV-167 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） 自治体間の広域協調体制を導入した地域構造設計
に関するモデル分析　－滋賀県湖南地域における
実証的研究－

学 河村 道利 立命館大学大学院 春名 攻 野田 博義   

IV-168 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） 時空間要因を考慮した地価モデルによる低未利用
地の有効利用の効果分析

学 伊東 大悟 徳島大学大学院 廣瀬 義伸 近藤 光男 田中 孝  
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IV-169 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） フーバーインデックスを用いた都市の傾向の把握に
関する基礎的研究

学 帯川 明宏 早稲田大学 中川 義英 赤松 宏和   

IV-170 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） 地域情報化の社会統計学的分析(2) 正 伊藤 通康 日立公共システムエ
ンジニアリング

片谷 教孝    

IV-171 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） 首都圏の市区町村の魅力に着目した人口移動に関
する基礎的研究

学 木挽屋 正博 東京理科大学大学
院

内山 久雄 日比野 直
彦

原田 泰行  

IV-172 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） 一般均衡理論を用いた２都市間通勤モデルに関す
る研究

学 山﨑 隆之 横浜国立大学大学
院

大蔵 泉 中村 文彦 平石 浩之  

IV-173 25 10:30～
12:00

IV-3 A23 平野 勝也 地域・都市計画（1） 職住割当問題を基礎とした通勤交通の流動特性に
ついて

正 下タ村 光弘 苫小牧工業高等専
門学校

桝谷 有三 田村 亨 斉藤 和夫  

IV-174 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） 北海道における社会資本整備に関する一考察 正 浦田 康滋 ドーコン 澤 充隆    

IV-175 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） 内モンゴル自治区の持続可能な計画策定のための
シミュレーションモデルの開発

正 春 燕 北海道大学大学院 加賀屋 誠
一

萩原 亨 内田 賢悦  

IV-176 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） 河川空間を利用した道路計画に関する一考察 正 浜田 信彦 阪神高速道路公団 李 圭太 白井 挙次   

IV-177 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） 地域マネジメントという観点からの廃川河川敷跡地
利用プロジェクトに関する実証的検討

正 春名 攻 立命館大学 伊藤 典生 村上 正   

IV-178 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） 交流生活圏における定着と交流：江戸モデルの構
想Ⅰ

学 吉村 真吾 福井工業高等専門
学校

武井 幸久    

IV-179 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） 地方都市郊外の地域振興を目的とした大規模農業
公園開発計画に関する研究

学 大谷 武史 立命館大学大学院 春名 攻 松山 洪文 藤本 尚也  

IV-180 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） Creating a Rural Resource Reserve:　Conserving
the Green Heart of Southeastern Massachusetts

正 樋口 明彦 九州大学 Net
Thomas

   

IV-181 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） 都市近郊水田を対象とした生態系シミュレーション 正 豊島 明子 東京理科大学大学
院

内山 久雄 鈴木 玲子   

IV-182 25 13:00～
14:30

IV-3 A23 伊藤 龍秀 地域・都市計画（2） ミチゲーション概念を導入した土地区画整理事業に
関する研究

学 森本 浩平 日本大学大学院 藤井 敬宏 阿部 良 阿部 寛  

IV-183 25 14:45～
16:15

IV-3 A23 森本 章倫 土地利用計画 事前指導要綱等による都道府県レベルの土地利用
調整に関する研究

学 齋藤 仁史 武蔵工業大学大学
院

中村 隆司    

IV-184 25 14:45～
16:15

IV-3 A23 森本 章倫 土地利用計画 都城市の開発動向を踏まえた線引き選択制導入に
関する考察

学 前迫 信也 宮崎大学大学院 小林 大毅 吉武 哲信 出口 近士  

IV-185 25 14:45～
16:15

IV-3 A23 森本 章倫 土地利用計画 都市再生施策評価のためのシナジィスティクモデル
の開発

学 塚田 建人 室蘭工業大学大学
院

手塚 雄治 佐々木 恵
一

田村 亨  

IV-186 25 14:45～
16:15

IV-3 A23 森本 章倫 土地利用計画 地下における都市計画のあり方に関する研究 正 片山 喜生 国土交通省 村橋 正武    

IV-187 25 14:45～
16:15

IV-3 A23 森本 章倫 土地利用計画 中心市街地空洞化に伴う住環境の改善に関する研
究（モデル：岡崎市）

正 中根 大補 名城大学 高橋 雅稔 大石 昌仙   

IV-188 25 14:45～
16:15

IV-3 A23 森本 章倫 土地利用計画 地価下落期における土地需給メカニズムの変化と
市街化分析

学 長谷川 風太 徳島大学大学院 大橋 健一 近藤 光男   

IV-189 25 14:45～
16:15

IV-3 A23 森本 章倫 土地利用計画 開発権市場を考慮したTDR制度の効果計測 学 牛田 直希 京都大学 青山 吉隆 中川 大 松中 亮治 服部 誠
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IV-190 25 14:45～
16:15

IV-3 A23 森本 章倫 土地利用計画 土地区画整理事業の小規模化動向とその影響に関
する研究

学 榊 恭敏 大阪市立大学大学
院

日野 泰雄 内田 敬   

IV-191 26 08:45～
10:15

IV-3 A23 石黒 一彦 物流施設 An Analysis of Logistics problems for Dhaka-
Chittagong Highway of Bangladesh by using the
ECR Method

学 CHOWDHUR
Y
MYEENUDD

北海道大学大学院 岸 邦宏 佐藤 馨一   

IV-192 26 08:45～
10:15

IV-3 A23 石黒 一彦 物流施設 ローディング・ゾーンの配置計画に関する一考察 学 鈴木 正隆 立命館大学 塚口 博司 魚井 宏泰   

IV-193 26 08:45～
10:15

IV-3 A23 石黒 一彦 物流施設 コンテナヤードオペレーションにおけるマルチトレー
ラーのルーチングに関する研究

正 西村 悦子 神戸商船大学 今井 昭夫 村井 良行   

IV-194 26 08:45～
10:15

IV-3 A23 石黒 一彦 物流施設 自然環境への負荷低減に向けた空港計画案～人
工地盤の活用による空港

正 志村 勉 川田工業 斉藤 博 辻角 学 森下 弘行  

IV-195 26 08:45～
10:15

IV-3 A23 石黒 一彦 物流施設 国際空港貨物ターミナルにおけるトラック待機場計
画の考え方について

正 伊藤 文彦 ＪＲ東海 竹内 俊博    

IV-196 26 08:45～
10:15

IV-3 A23 石黒 一彦 物流施設 静脈物流ネットワークのあり方に関する研究レ
ビュー

学 三好 敬史 室蘭工業大学大学
院

田村 亨 佐々木 恵
一

  

IV-197 26 08:45～
10:15

IV-3 A23 石黒 一彦 物流施設 一般廃棄物処理システムの計画モデルを用いた実
証的研究

学 立花 潤三 立命館大学大学院 春名 攻 橋本 拓磨 山本 康史 大友 智

IV-198 26 08:45～
10:15

IV-3 A23 石黒 一彦 物流施設 八戸港とむつ小川原港を結ぶ地域高規格道路の計
画

学 大堀 俊之 八戸工業大学 塩井 幸武    

IV-199 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 カボタージュ規制緩和が東アジア域内の航空旅客
輸送市場に与える影響分析

学 三好 礼子 神戸大学 竹林 幹雄 黒田 勝彦   

IV-200 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 ディレギュレーションが地方の航空旅客動態に与え
る影響

学 井田 直人 室蘭工業大学大学
院

田村 亨 佐々木 恵
一

  

IV-201 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 東京都市圏の物流発生・集中量の時系列変化につ
いての考察

学 小松 義孝 東京商船大学大学
院

高橋 洋二 兵藤 哲朗   

IV-202 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 全国貨物純流動調査を用いた非集計モデルの時系
列安定性の検討

学 金田 光義 中央大学大学院 谷下 雅義 鹿島 茂   

IV-203 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 北海道-本州間の鉄道貨物輸送の平準化方策に関
する研究

学 武村 譲 北海道大学大学院 日野 智 岸 邦宏 佐藤 馨一  

IV-204 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 輸送品目に着目した国際コンテナ荷主の行動分析 学 上野 潤 筑波大学大学院 岡本 直久    

IV-205 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 国際海上コンテナ貨物の背後流動距離分析 正 平井 洋次 国土交通省国土技
術政策総合研究所

三谷 正人 渡部 富博   

IV-206 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 国際海上貨物流動統計における統計値の乖離の
検討

正 小坂 浩之 中央大学 谷下 雅義 鹿島 茂   

IV-207 26 10:30～
12:00

IV-3 A23 山田 忠史 空港・港湾・物流 ホーチミン市の港湾開発に着目した東アジア海上コ
ンテナ輸送市場の今後について

学 宮脇 信英 神戸大学 竹林 幹雄 黒田 勝彦   

IV-208 27 08:45～
10:15

IV-3 A23 清水 哲夫 交通制御 右折車による直進車ブロック現象を考慮した交差点
容量推計式

学 片岡 源宗 高知工科大学 吉井 稔雄    

IV-209 27 08:45～
10:15

IV-3 A23 清水 哲夫 交通制御 交差点部における車両挙動の解析 学 瀬山 浩邦 中央大学大学院 谷下 雅義 鹿島 茂   

IV-210 27 08:45～
10:15

IV-3 A23 清水 哲夫 交通制御 信号交差点の右折交通量と横断歩行者との関係に
関する基礎研究

正 小倉 俊臣 豊田都市交通研究
所

国島 彰 松本 幸正 栗本 譲  
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IV-211 27 08:45～
10:15

IV-3 A23 清水 哲夫 交通制御 緊急自動車に対する優先信号制御に関する一考察 正 小池 則満 愛知工業大学 深井 俊英  平井 文人 石川 理恵

IV-212 27 08:45～
10:15

IV-3 A23 清水 哲夫 交通制御 クリティカル交差点の交通応答型信号制御の比較
評価

学 宮本 直樹 山口大学 久井 守 小野 浩司   

IV-213 27 08:45～
10:15

IV-3 A23 清水 哲夫 交通制御 弱者感応信号機の利用特性と運用に関する研究 学 浅野 真 横浜国立大学大学
院

大蔵 泉 中村 文彦 平石 浩之  

IV-214 27 08:45～
10:15

IV-3 A23 清水 哲夫 交通制御 ベンチマークデータを用いた交通流シミュレータの
検証とその普及に向けた課題

正 山本 郁淳 ドーコン 澤 充隆    

IV-215 27 08:45～
10:15

IV-3 A23 清水 哲夫 交通制御 交通シミュレーションを用いた安全性と効率性評価
の試み

学 賓 美營 京都大学 飯田 恭敬 宇野 伸宏   

IV-216 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 中国自動車道・宝塚IC～宝塚東トンネル間の交通
容量に関する研究

正 神野 裕昭 建設技術研究所 矢嶋 尚彦 奥野 俊 竹林 弘晃 吉岡 直哉

IV-217 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 高速道路合流部と一般道路合流部における合流車
のギャップ選択行動に関する比較分析

学 西 啓介 金沢大学大学院 高山 純一 中山 晶一
朗

住友 拓哉  

IV-218 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 高速道路単路部における追従挙動分析 学 石田 貴志 東京理科大学大学
院

内山 久雄 中村 誠 野中 康弘  

IV-219 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 高速道路トンネル内部で発生する速度低下と運転
行動との関連性分析

学 臼井 宏至 大阪大学大学院 飯田 克弘 池田 武司   

IV-220 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 LED標識車によるサグ渋滞対策効果に関する研究 正 岡田 成礼 日本道路公団 千田 洋一    

IV-221 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 高速道路合流部の客観的コンフリクト分析 学 菅沼 真澄 京都大学大学院 飯田 恭敬 宇野 伸宏 山田 憲浩  

IV-222 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 都市高速道路における交通流特性の分析と交通流
シミュレーションへの適用

正 奥嶋 政嗣 岐阜大学 大窪 剛文 大藤 武彦 土田 貴義  

IV-223 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 心理的負担からみた都市内高速道路ドライビングシ
ミュレータの適用性

学 平田 輝満 東京工業大学大学
院

屋井 鉄雄    

IV-224 27 10:30～
12:00

IV-3 A23 中辻　隆 交通流 ドライビングシミュレータを用いた室内実験による渋
滞現象の再現性検討

学 藤原 一雅 大阪大学大学院 飯田 克弘 河井 健   

IV-225 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 ＩＴＳを活用したスマートＩＣの機能及び効果に関する
基礎研究

正 吉田 正 鹿島建設     

IV-226 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 磁気浮上道路の開発方向性に関する基礎的研究 正 水上 幹之 国土技術政策総合
研究所

    

IV-227 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 動景観画像実験装置の開発 正 大口 敬 東京都立大学 片倉 正彦 鹿田 成則   

IV-228 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 Webと3次元土木CADを用いた路線設計演習 学 指宿 晃典 熊本大学大学院 小林 一郎 緒方 正剛 福地 良彦 上野 幹夫

IV-229 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 阪神高速道路公団における連続繊維シート製埋設
型伸縮装置の適用

正 吉澤 弘之 日鉄コンポジット 高田 佳彦 山本 剛士 村上 信吉 今村 伸二

IV-230 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 日高自動車道におけるサーマルマッピング調査に
よる路面凍結注意箇所の抽出

正 宮本 修司 北海道開発土木研
究所

浅野 基樹    

IV-231 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 車両運動データを利用した冬期路面状態の予測に
関する基礎的研究

学 前田 近邦 北見工業大学 大西 康文 川村 彰 中辻 隆  
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IV-232 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 北海道における高規格道路整備のローカルルール
に関する一考察

正 小林 正明 ドーコン 浦田 康滋 斎藤 和夫 田村 亨  

IV-233 27 13:00～
14:30

IV-3 A23 日比野 直
彦

道路工学 排雪量の推定における負荷要因の検討 学 佐々木 龍 北海学園大学大学
院

武市 靖    

IV-234 27 14:45～
16:15

IV-3 A23 寺部 慎太
郎

意識調査 住民意識にもとづく社会資本政策の効果の計測 正 栗原 真行 国土交通省 青木 俊明    

IV-235 27 14:45～
16:15

IV-3 A23 寺部 慎太
郎

意識調査 コンジョイント分析における相対位置型評点法の提
案

学 大井 元揮 北海学園大学 鈴木 聡士 上浦 正樹   

IV-236 27 14:45～
16:15

IV-3 A23 寺部 慎太
郎

意識調査 人工海浜公園に関するアンケート調査結果につい
て

学 伊藤 晋作 日本大学 高橋 直大 竹澤 三雄   

IV-237 27 14:45～
16:15

IV-3 A23 寺部 慎太
郎

意識調査 道路のトンネル化による交通空間変化の利用者意
識への影響

正 足達 健夫 専修大学北海道短
期大学

岡部 隼也 内田 賢悦 萩原 亨 加賀屋 誠
一

IV-238 27 14:45～
16:15

IV-3 A23 寺部 慎太
郎

意識調査 東京湾アクアライン開通による木更津市民の反応
について

学 池田 忠睦 日本大学 大谷 幸平 竹沢 三雄   

IV-239 27 14:45～
16:15

IV-3 A23 寺部 慎太
郎

意識調査 コミュニティ・ゾーンに対する住民の価値意識に関す
る研究

正 山岡 俊一 呉工業高等専門学
校

藤田 素弘 塚原 真理
子

松井 寛  

IV-240 27 14:45～
16:15

IV-3 A23 寺部 慎太
郎

意識調査 家庭系生ごみの有効利用に関する意識調査 学 伊藤 孝祥 豊田工業高等専門
学校

小幡 彩子 野田 宏治 荻野 弘  

IV-241 25 08:45～
10:15

IV-4 A24 柿本 竜治 プロジェクトマネジ
メント

確率過程に着目した道路橋の維持・更新 学 木本 由花 東京工業大学大学
院

上田 孝行    

IV-242 25 08:45～
10:15

IV-4 A24 柿本 竜治 プロジェクトマネジ
メント

ＰＦＩ事業におけるＶＦＭ形成に関する試算 正 齊藤 徹 ドーコン 金澤 義輝 佐々木 一   

IV-243 25 08:45～
10:15

IV-4 A24 柿本 竜治 プロジェクトマネジ
メント

米国における道路マネジメントシステムの紹介 正 利田 哲朗 パシフィックコンサル
タンツ

大石 健二 藤澤 加奈
子

戸谷 康二
郎

 

IV-244 25 08:45～
10:15

IV-4 A24 柿本 竜治 プロジェクトマネジ
メント

公的会計によるプロジェクトマネジメント 学 野上 圭介 東京工業大学大学
院

上田 孝行    

IV-245 25 08:45～
10:15

IV-4 A24 柿本 竜治 プロジェクトマネジ
メント

企業会計連結財務諸表を用いた公共事業評価 学 三澤 勉 室蘭工業大学大学
院

田村 亨 佐々木 恵
一

  

IV-246 25 08:45～
10:15

IV-4 A24 柿本 竜治 プロジェクトマネジ
メント

地方都市における都市開発・整備事業効果把握・
検討のための財政シミュレーションモデルの開発研
究

学 渡邉 朋彦 立命館大学 春名 攻 馬場 美智
子

森下 剛志  

IV-247 25 08:45～
10:15

IV-4 A24 柿本 竜治 プロジェクトマネジ
メント

離発着回数制御を考慮した複数滑走路の最適維
持・補修計画に関する基礎的研究

正 竹林 幹雄 神戸大学     

IV-248 25 08:45～
10:15

IV-4 A24 柿本 竜治 プロジェクトマネジ
メント

日常点検等からみた舗装の損傷要因分析について 学 村上 睦夫 都市プラン研究所 岡本 功 大村 隆夫 園田 恵一
郎

吉川 紀

IV-249 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 生産関数を用いた社会資本の生産力効果の推計
問題

正 卜部　聖子 都市基盤整備公団 岩倉 成志    

IV-250 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 ネットワークの外部性を考慮した社会資本投資の影
響評価のための国内地域経済モデル

正 小八重 晴子 神戸大学 竹林 幹雄 黒田 勝彦   

IV-251 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 地域ITシステム整備における効用最大化問題適用
に関する研究

学 梶井 善徳 北海道大学大学院 加賀屋 誠
一

内田 賢悦 萩原 亨  

IV-252 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 不完全雇用下における公共投資の影響分析 学 岩田 秀明 東京工業大学大学
院

上田 孝行    
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IV-253 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 社会資本整備水準の評価に関する研究 学 今長 久 中央大学大学院 中林 朋典 谷下 雅義 鹿島 茂  

IV-254 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 CVMによる道路交通騒音の経済評価 学 小林 洋介 中央大学大学院 谷下 雅義 鹿島 茂   

IV-255 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 職住共存地区における京町家の経済価値 学 垣内 智 京都大学大学院 青山 吉隆 中川 大 松中 亮治 大庭 哲治

IV-256 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 誤差の空間相関を考慮した線形回帰型地域予測に
関する研究

学 井上 亮 東京大学大学院 清水 英範    

IV-257 25 10:30～
12:00

IV-4 A24 武藤 慎一 社会経済評価 社会システムの安定に関する数学的安定性からの
基礎的考察

学 坂本 麻衣子 京都大学大学院 萩原 良巳    

IV-258 25 13:00～
14:30

IV-4 A24 鈴木 聡士 プロジェクト評価 シビルミニマムを考慮した道路整備効果の評価につ
いて

正 徳永 ロベル
ト

北海道開発土木研
究所

浅野 基樹 仁平 陽一
郎

  

IV-259 25 13:00～
14:30

IV-4 A24 鈴木 聡士 プロジェクト評価 域外取引を考慮したCGEモデルによる地域間高規
格道路整備評価

正 武藤 慎一 大阪工業大学 髙木 朗義 和田 進助   

IV-260 25 13:00～
14:30

IV-4 A24 鈴木 聡士 プロジェクト評価 都市圏政策評価のための計量厚生フレームの開発
と応用

正 小池 淳司 鳥取大学 石川 良文 上田 孝行 河野 貢  

IV-261 25 13:00～
14:30

IV-4 A24 鈴木 聡士 プロジェクト評価 不可逆性を考慮したプロジェクトの事前・再評価モ
デル

学 織田澤 利守 京都大学大学院 小林 潔司    

IV-262 25 13:00～
14:30

IV-4 A24 鈴木 聡士 プロジェクト評価 ＥＶ共同利用システム導入における社会受容性検
討に関する一考察

正 村木 俊彦 日産自動車 鬼頭 幸三 勝本 雅和   

IV-263 25 13:00～
14:30

IV-4 A24 鈴木 聡士 プロジェクト評価 コンジョイント分析を用いた観光地道路の事業評価 正 木村 健太郎 日本工営 藤原 章正 森山 昌幸 杉惠 頼寧  

IV-264 25 13:00～
14:30

IV-4 A24 鈴木 聡士 プロジェクト評価 ファジイAHPによる千歳川流域治水対策の代替案
評価に関する研究

学 田村 香奈 北海道大学大学院 岸 邦宏 佐藤 馨一 山形 創一  

IV-265 25 13:00～
14:30

IV-4 A24 鈴木 聡士 プロジェクト評価 地域特性を活かした社会資本整備の手法に関する
調査

正 田中 伸治 国土技術政策総合
研究所

安田 佳哉    

IV-266 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 CO2排出量を考慮した片側交互通行区間での車両
誘導方法決定システム

学 西内 裕晶 高知工科大学 吉井 稔雄    

IV-267 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 路外の駐車車輌による道路交通騒音の低減可能
性

正 浦 英樹 九州工業大学 渡辺 義則 寺町 賢一   

IV-268 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 狭幅員道路における交通静穏化デバイスの適用に
関する研究　－青戸地区コミュニティ・ゾーンでの社
会実験を事例として－

正 橋本 成仁 豊田都市交通研究
所

高橋 洋 小埜寺 裕
康

  

IV-269 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 包絡分析法を用いた電気自動車導入による環境改
善効果の評価

正 劉 志鋼 北海道大学 岸 邦宏 佐藤 馨一   

IV-270 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 自動車交通の時間的な分布特性が大気汚染に及
ぼす影響

学 藤澤 倫久 徳島大学大学院 榎 義嗣 近藤 光男 廣瀬 義伸 番匠 秀介

IV-271 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 中古車の地域間移動を考慮した自動車排出ガス規
制の影響把握

学 布施 正暁 中央大学大学院 谷下 雅義 鹿島 茂   

IV-272 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 広島都市圏における都市形態が運輸エネルギー消
費量に及ぼす影響

正 岡本 尚武 建設企画コンサルタ
ント

藤原 章正 岡村 敏之   

IV-273 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 将来の自動車起源CO2排出量の見通しに関する基
礎的研究

正 大城 温 国土交通省 並河 良治    
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IV-274 25 14:45～
16:15

IV-4 A24 古屋 秀樹 交通環境 ミネソタ州の道路整備事業における代償ミチゲー
ションの実施状況に関する調査

学 伊東 英幸 日本大学大学院 福田 敦 島崎 敏一   

IV-275 26 08:45～
10:15

IV-4 A24 熊谷 樹一
郎

測量・リモートセン
シング（1）

航空機レーザープロファイラーによる地震時の施設
変状把握可能性に関する研究

正 真田 晃宏 国土交通省 村越 潤    

IV-276 26 08:45～
10:15

IV-4 A24 熊谷 樹一
郎

測量・リモートセン
シング（1）

高分解能衛星EROS-A1画像を用いたデータフュー
ジョン処理と３次元衛星画像作成の試み

学 桑島 宣司 広島工業大学大学
院

菅 雄三 小川 博道 鈴木 和夫  

IV-277 26 08:45～
10:15

IV-4 A24 熊谷 樹一
郎

測量・リモートセン
シング（1）

航空レーザー測量データとカラーデジタルカメラ画
像との融合

正 藤井 紀綱 アジア航測     

IV-278 26 08:45～
10:15

IV-4 A24 熊谷 樹一
郎

測量・リモートセン
シング（1）

高分解能衛星EROS-A1ステレオ画像によるDEM生
成と3次元衛星画像の作成に関する研究

学 西田 雅和 広島工業大学大学
院

菅 雄三 小川 博道 鈴木 和夫  

IV-279 26 08:45～
10:15

IV-4 A24 熊谷 樹一
郎

測量・リモートセン
シング（1）

電波を利用した位相差大変位計測システムの実験
検証

正 吉崎 亙 三菱電機 御子柴 正 岡村 敦 永井 英樹 茂木 篤志

IV-280 26 08:45～
10:15

IV-4 A24 熊谷 樹一
郎

測量・リモートセン
シング（1）

今後の測量教育のあり方 正 田中 邦博 九州共立大学 浜村 信久 畑岡 寛   

IV-281 26 08:45～
10:15

IV-4 A24 熊谷 樹一
郎

測量・リモートセン
シング（1）

地理的重み付き回帰分析とKriging法による都市モ
デルのための空間データの補間

正 川合 健司 栃木県 Varameth
Vichiensan

Antonio
Paez

宮本 和明  

IV-282 26 08:45～
10:15

IV-4 A24 熊谷 樹一
郎

測量・リモートセン
シング（1）

鉄道林機能検査に航空写真を利用した場合の適用
性の検証

正 金井 正好 ＪＲ東日本 北村 栄治 高 泰明 菊池 信二
郎

井沢 準一

IV-283 26 10:30～
12:00

IV-4 A24 小野 徹 測量・リモートセン
シング（2）

IKONOS画像による都市３次元空間情報の自動抽
出について

正 羽柴 秀樹 日本大学 亀田 和昭 田中 總太
郎

杉村 俊郎  

IV-284 26 10:30～
12:00

IV-4 A24 小野 徹 測量・リモートセン
シング（2）

高分解能衛星EROS-A1データとGIS空間データによ
る市街地マッピングの試み

正 青木 浩司 ウエスコ 菅 雄三 小川 博道 大野 健志  

IV-285 26 10:30～
12:00

IV-4 A24 小野 徹 測量・リモートセン
シング（2）

衛星リモートセンシングGISによる精密ハザードマッ
ピングに関する研究

学 長尾 理恵 広島工業大学大学
院

菅 雄三 小川 博道 桑島 宣司  

IV-286 26 10:30～
12:00

IV-4 A24 小野 徹 測量・リモートセン
シング（2）

LANDSAT-7/ETM+データによる広島湾海面温度の
検出に関する研究

学 大野 健志 広島工業大学大学
院

菅 雄三 小川 博道   

IV-287 26 10:30～
12:00

IV-4 A24 小野 徹 測量・リモートセン
シング（2）

GISデータを用いた都市内緑地環境の分析 学 森田 知行 大阪工業大学大学
院

山野 高志 吉川 眞   

IV-288 26 10:30～
12:00

IV-4 A24 小野 徹 測量・リモートセン
シング（2）

山地流域における森林保水機能の定量的評価に関
する研究

学 安藤 彰 日本大学 西川 肇 藤井 壽生 工藤 勝輝  

IV-289 26 10:30～
12:00

IV-4 A24 小野 徹 測量・リモートセン
シング（2）

干渉SARを応用した災害による土地被覆変動の抽
出

学 山田 真司 広島工業大学大学
院

菅 雄三 竹内 章司   

IV-290 26 10:30～
12:00

IV-4 A24 小野 徹 測量・リモートセン
シング（2）

衛星データを利用した東京湾の水質環境評価に関
する研究

学 阿部 透 日本大学 岩下 圭之 西川 肇   

IV-291 27 08:45～
10:15

IV-4 A24 柴崎 隆一 災害（防災・支援） 九州地区の市における地震対策に関する調査研究 正 諫山 亜依 九州大学大学院 善 功企 陳 光斉 笠間 清伸  

IV-292 27 08:45～
10:15

IV-4 A24 柴崎 隆一 災害（防災・支援） GISを活用した途上国における洪水・地滑り対策計
画

正 松丸 亮 パシフィックコンサルタ
ンツインターナショナル

森田 健治 三浦 光夫   

IV-293 27 08:45～
10:15

IV-4 A24 柴崎 隆一 災害（防災・支援） 国土交通省関東地方整備局における災害対策支
援システムの概要

正 椎名 卓也 ドーコン 嫁兼 敏和 畑 一洋   

IV-294 27 08:45～
10:15

IV-4 A24 柴崎 隆一 災害（防災・支援） 総合的防災対策支援システムの開発 正 濱田 俊介 応用地質 目黒 公郎    
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IV-295 27 08:45～
10:15

IV-4 A24 柴崎 隆一 災害（防災・支援） ニューラルネットワークによる台風被害簡易予測ソ
フトウェアの開発の試み

正 瀧本 浩一 山口大学 千藤 直隆    

IV-296 27 08:45～
10:15

IV-4 A24 柴崎 隆一 災害（防災・支援） 防災対策に効果的に利用できる災害情報データ
ベースの構築

学 近藤 伸也 東京大学大学院 目黒 公郎    

IV-297 27 08:45～
10:15

IV-4 A24 柴崎 隆一 災害（防災・支援） 鳥取県西部地震・芸予地震における住宅再建支援
に関する調査研究

正 松木 理一 不動建設 高橋 和雄 中村 聖三   

IV-298 27 08:45～
10:15

IV-4 A24 柴崎 隆一 災害（防災・支援） 地震時緊急給水における行政の水配送と住民の水
運搬の間のトレード・オフ

学 中島 和樹 広島大学大学院 奥村 誠 Haque S,M   

IV-299 27 10:30～
12:00

IV-4 A24 轟 朝幸 災害（行動） 2000年有珠山噴火時の住民行動と災害情報に関
するアンケート調査

正 横山 洋 北海道開発土木研
究所

渡邊 康玄 井出 康郎   

IV-300 27 10:30～
12:00

IV-4 A24 轟 朝幸 災害（行動） 地震災害時の潜在的危険度評価のための人間活
動分布時空間解析に関する研究

正 梶谷 義雄 京都大学防災研究
所

本久 仁美 岡田 憲夫 多々納 裕
一

 

IV-301 27 10:30～
12:00

IV-4 A24 轟 朝幸 災害（行動） 東海豪雨災害を事例とした自治体の指示と災害廃
棄物分別行動に関する一考察

学 上田 征香 京都大学大学院 河田 恵昭 柄谷 友香 木村 彰宏  

IV-302 27 10:30～
12:00

IV-4 A24 轟 朝幸 災害（行動） 仙台港周辺（複合利用域）地域における避難シミュ
レーション

学 北村 省悟 東北大学 鈴木 介 今村 文彦   

IV-303 27 10:30～
12:00

IV-4 A24 轟 朝幸 災害（行動） トルコ大地震後の住民の移住行動に関するアン
ケート調査の分析

学 臼井 真人 名城大学大学院 吉川 耕司 梶谷 義雄   

IV-304 27 10:30～
12:00

IV-4 A24 轟 朝幸 災害（行動） 地震・津波災害時における住民の認識行動と危険
認識に関する研究

学 早川 哲史 東北大学大学院 今村 文彦    

IV-305 27 10:30～
12:00

IV-4 A24 轟 朝幸 災害（行動） 階層構造物における動力学モデルに基づいた避難
行動実験

学 井上 裕章 九州大学大学院 善 功企 陳 光斉 笠間 清伸  

IV-306 27 10:30～
12:00

IV-4 A24 轟 朝幸 災害（行動） 時空間統計手法による阪神淡路大震災後の人口
回復過程に関する分析

学 松田 曜子 京都大学 岡田 憲夫 多々納 裕
一

梶谷 義雄  

IV-307 27 13:00～
14:30

IV-4 A24 佐々木 恵
一

災害（リスク他） 道路交通途絶が物流に及ぼす影響に関する一考
察　　－H13大雪を対象として－

学 三村 泰広 福井大学 寺内 義典 川本 義海 本多 義明  

IV-308 27 13:00～
14:30

IV-4 A24 佐々木 恵
一

災害（リスク他） 集合的被害特性を考慮した地震保険システムのハ
イブリッド設計モデル

学 NGUYEN
PHUCDINH

京都大学     

IV-309 27 13:00～
14:30

IV-4 A24 佐々木 恵
一

災害（リスク他） リスクを基礎とした洪水被害の経済評価 正 玉井 昌宏 大阪大学 上野 治久    

IV-310 27 13:00～
14:30

IV-4 A24 佐々木 恵
一

災害（リスク他） 寝屋川流域における水災害と地価の関係に関する
調査研究

学 松下 将士 京都大学大学院 市川 温 椎葉 充晴   

IV-311 27 13:00～
14:30

IV-4 A24 佐々木 恵
一

災害（リスク他） 2000年東海豪雨における電力供給量の変動と浸水
被害の関係

正 秦 康範 阪神・淡路大震災記
念　人と防災未来セ
ンター

目黒 公郎    

IV-312 27 13:00～
14:30

IV-4 A24 佐々木 恵
一

災害（リスク他） 経済成長モデルによる動的防災投資戦略に関する
分析

正 横松 宗太 鳥取大学 小林 潔司    

IV-313 27 13:00～
14:30

IV-4 A24 佐々木 恵
一

災害（リスク他） 防災基本語彙とその関係性から観た防災知識の体
系的表現の検討

学 山下 未知子 京都大学大学院 林 春男    

IV-314 27 14:45～
16:15

IV-4 A24 横松 宗太 リスク分析 リスク曲線のパラメータ変化の統計的評価に関する
研究

正 花安 繁郎 産業安全研究所     

IV-315 27 14:45～
16:15

IV-4 A24 横松 宗太 リスク分析 道路ネットワークを移動する危険物のリスク評価に
関する考察

学 青山 洋 愛媛大学 朝倉 康夫 羽藤 英二   
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IV-316 27 14:45～
16:15

IV-4 A24 横松 宗太 リスク分析 信頼性解析を適用した道路網の評価に関する一考
察

学 林 孝之 立命館大学 山地 由顕 塚口 博司   

IV-317 27 14:45～
16:15

IV-4 A24 横松 宗太 リスク分析 公共土木施設の耐震性水準の設定に関する基礎
的検討

正 吉澤 勇一郎 国土交通省国土技
術政策総合研究所

村越 潤    

IV-318 27 14:45～
16:15

IV-4 A24 横松 宗太 リスク分析 道路斜面災害リスクの数量化手法に関する研究 正 田中 衛 土木研究所 恒岡 伸幸 三木 博史   

IV-319 27 14:45～
16:15

IV-4 A24 横松 宗太 リスク分析 Evaluation of DOTO Expressway using Real Option
Approach

学 PREDA
PICHAYAPA

北海道大学 田上 哲也 岸 邦宏 佐藤 馨一  

IV-320 27 14:45～
16:15

IV-4 A24 横松 宗太 リスク分析 リスクファイナンシングを考慮した雪対策システムの
構築に関する研究

学 塚原 沙智子 東京大学 岸 邦宏 佐藤 馨一   

IV-321 27 14:45～
16:15

IV-4 A24 横松 宗太 リスク分析 大容量送水管整備事業の経済評価　－被災リスク
軽減機能と通常時のプラットフォーム機能の比較分
析－

学 國井 大輔 鳥取大学 谷本 圭志 松下 眞 多々納 裕
一

喜多 秀行

IV-322 25 08:45～
10:15

IV-5 A31 萩田 賢司 交通事故（1） 積雪寒冷地における交通挙動特性の分析 正 浜岡 秀勝 秋田大学 菅本 倫志 清水 浩志
郎

  

IV-323 25 08:45～
10:15

IV-5 A31 萩田 賢司 交通事故（1） 凍結路面における車両減速度と情報提供タイミング
に関する実験

正 松沢 勝 開発土木研究所 加治屋 安
彦

金子 学 丹治 和博 永田 泰浩

IV-324 25 08:45～
10:15

IV-5 A31 萩田 賢司 交通事故（1） 都市高速道路の曲線部における運転者特性 学 福塚 直樹 武蔵工業大学大学
院

古市 朋輝 町田 貴宏 岩崎 征人  

IV-325 25 08:45～
10:15

IV-5 A31 萩田 賢司 交通事故（1） 都市高速道路曲線部走行時の遠心加速度 学 門間 健 武蔵工業大学大学
院

古市 朋輝 岩崎 征人   

IV-326 25 08:45～
10:15

IV-5 A31 萩田 賢司 交通事故（1） リバーシブルレーン整備区間における交通挙動の
要因分析

F 清水 浩志郎 秋田大学 鷲谷 忠彦 浜岡 秀勝   

IV-327 25 08:45～
10:15

IV-5 A31 萩田 賢司 交通事故（1） 拡張カルマンスムージングによる３次元プローブ車
両走行軌跡と運転挙動の推定

正 堀口 良太 アイ・トランスポート・
ラボ

赤羽 弘和 船橋 賢二   

IV-328 25 08:45～
10:15

IV-5 A31 萩田 賢司 交通事故（1） 我が国のハンプの設置基準についての今後の展望
～海外のハンプの設置基準を参考として～

正 久保田 尚 埼玉大学 坂本 邦宏 磯田 伸吾 青木 英明  

IV-329 25 08:45～
10:15

IV-5 A31 萩田 賢司 交通事故（1） 北海道におけるランブルストリップの開発について 正 平沢 匡介 北海道開発土木研
究所

浅野 基樹    

IV-330 25 10:30～
12:00

IV-5 A31 浜岡 秀勝 交通事故（2） 交通事故危険度認知モデルの東広島市への適用 学 西村 智明 広島大学大学院 奥村 誠    

IV-331 25 10:30～
12:00

IV-5 A31 浜岡 秀勝 交通事故（2） ドライバーの認知の有無を考慮した交通安全対策
の効果評価

学 村松 慎也 名城大学大学院 若林 拓史 野田 勝   

IV-332 25 10:30～
12:00

IV-5 A31 浜岡 秀勝 交通事故（2） 都市高速道路の事故多発曲線部における運転者
の注視行動の空間的変化

学 古市 朋輝 武蔵工業大学大学
院

春日 哲 門間 健 岩崎 征人  

IV-333 25 10:30～
12:00

IV-5 A31 浜岡 秀勝 交通事故（2） 電話による会話が運転に与える影響の分析 学 荒木 学 東京工業大学大学
院

屋井 鉄雄    

IV-334 25 10:30～
12:00

IV-5 A31 浜岡 秀勝 交通事故（2） 道路交通事故と道路交通環境による生理情報との
相関性に関する研究

学 滝川 将宏 名城大学 栗本 譲 国島 彰 土屋 典子  

IV-335 25 10:30～
12:00

IV-5 A31 浜岡 秀勝 交通事故（2） 交通事故に対する危険・不安意識と交通事故発生
状況

正 高井 広行 近畿大学     

IV-336 25 10:30～
12:00

IV-5 A31 浜岡 秀勝 交通事故（2） 住区内における子供と大人のひやり状況に関する
比較

学 吉原 卓 東京大学大学院 橋本 成仁 原田 昇   
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IV-337 25 10:30～
12:00

IV-5 A31 浜岡 秀勝 交通事故（2） 道案内を目的とした交差点視認性比較 学 川口 宗良 高知工科大学 吉井 稔雄    

IV-338 25 13:00～
14:30

IV-5 A31 浅野 基樹 交通事故（3） 日本道路公団東京管理局における交通安全対策
の取組みについて

正 谷野 知伸 日本道路公団 阿部 重雄 岡田 成礼   

IV-339 25 13:00～
14:30

IV-5 A31 浅野 基樹 交通事故（3） 北海道における正面衝突事故の要因とその防止策
に関する研究

学 渡辺 一功 北海道大学 萩原 亨 伊藤 芳雄 加賀屋 誠
一

 

IV-340 25 13:00～
14:30

IV-5 A31 浅野 基樹 交通事故（3） 北海道における物損交通事故の分析と防止方策に
関する研究

学 村井 勝 北海道大学大学院 岸 邦宏 佐藤 馨一 藤原 隆  

IV-341 25 13:00～
14:30

IV-5 A31 浅野 基樹 交通事故（3） 豊田市における事故多発路線の交通事故防止対
策とその評価

正 荻野 弘 豊田工業高等専門
学校

伊藤 孝祥 鈴木 一宏 鈴木 章弘 野田 宏治

IV-342 25 13:00～
14:30

IV-5 A31 浅野 基樹 交通事故（3） 都心交通事故多発交差点での事故誘発要因と一
道路交通環境改良検討

正 浅井 俊治 大増コンサルタンツ 高橋 政稔    

IV-343 25 13:00～
14:30

IV-5 A31 浅野 基樹 交通事故（3） 住民参加型交通安全対策の効果と評価に関する事
例考察

学 尾崎 龍樹 大阪市立大学大学
院

日野 泰雄 吉田 長裕   

IV-344 25 13:00～
14:30

IV-5 A31 浅野 基樹 交通事故（3） 若年運転者の交通安全教育に関する研究 正 上村 広治 大同工業大学 嶋田　 喜
昭

舟渡 悦夫   

IV-345 25 13:00～
14:30

IV-5 A31 浅野 基樹 交通事故（3） エゴグラムからみた若年層における交通事故経験
者の行動パターンに関する研究

学 星野 貴之 大同工業大学 嶋田 喜昭 舟渡 悦夫 伊豆原 浩
二

 

IV-346 25 14:45～
16:15

IV-5 A31 室町 泰徳 駅前広場・駐車場 鉄道乗り換え駅における案内情報の視認性に関す
る研究

学 三浦 剛 横浜国立大学大学
院

大蔵 泉 中村 文彦 平石 浩之  

IV-347 25 14:45～
16:15

IV-5 A31 室町 泰徳 駅前広場・駐車場 ペデストリアンデッキをともなう鉄道駅の空間構成手
法

学 渡邊 大吾 埼玉大学大学院 窪田 陽一 深堀 清隆   

IV-348 25 14:45～
16:15

IV-5 A31 室町 泰徳 駅前広場・駐車場 首都圏における駅前広場の整備水準 正 紀伊 雅敦 運輸政策研究機構     

IV-349 25 14:45～
16:15

IV-5 A31 室町 泰徳 駅前広場・駐車場 豊中駅前地区におけるバス交通改善に関する一考
察

学 松岡 友香 立命館大学大学院 塚口 博司 木下 絢貴   

IV-350 25 14:45～
16:15

IV-5 A31 室町 泰徳 駅前広場・駐車場 札幌都心部における駐車場配置からみた歩行回遊
効果に関する研究

正 内田 賢悦 北海道大学大学院 加賀屋 誠
一

角田 喬生 萩原 亨  

IV-351 25 14:45～
16:15

IV-5 A31 室町 泰徳 駅前広場・駐車場 幹線鉄道駅周辺月極駐車場の有効利用に関する
提案とその可能性

学 関根 礼 日本大学 高田 邦道 小早川 悟   

IV-352 25 14:45～
16:15

IV-5 A31 室町 泰徳 駅前広場・駐車場 東京臨海副都心における駐車場案内システムに関
する基礎的研究

学 松下 直哉 早稲田大学 赤松 宏和 中川 義英   

IV-353 25 14:45～
16:15

IV-5 A31 室町 泰徳 駅前広場・駐車場 大阪南港ポートタウンの違法駐車による住環境変
化のプロセスに関する一考察

学 森田 卓志 大阪大学大学院 松村 暢彦    

IV-354 26 08:45～
10:15

IV-5 A31 和久井 博 調査 移動体通信位置情報による都市内行動調査に関す
る調査研究

学 中原 英和 大阪産業大学 志茂 英知 中野 雅弘 大島 秀樹  

IV-355 26 08:45～
10:15

IV-5 A31 和久井 博 調査 東京プローブカー調査のリンク捕捉率に関する分析 学 鈴木 完 筑波大学大学院 岡本 直久 石田 東生 古屋 秀樹  

IV-356 26 08:45～
10:15

IV-5 A31 和久井 博 調査 簡易型交通量計測システムの開発 正 榎園 正義 日本建設機械化協
会

倉田 典光 高田 啓一
郎

佐藤 充弘 藤島 崇

IV-357 26 08:45～
10:15

IV-5 A31 和久井 博 調査 モーターグライダーを利用した交通流調査の有効性
に関する研究

学 北條 洋史 北見工業大学 大西 康文 川村 彰 高橋 清  
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IV-358 26 08:45～
10:15

IV-5 A31 和久井 博 調査 Power Antennaを用いた交通需要の狭域的観測手
法

正 杉野 勝敏 都市交通計画研究
所

羽藤 英二    

IV-359 26 08:45～
10:15

IV-5 A31 和久井 博 調査 ＯＤ交通量の修正に用いる断面交通量の観測が推
計精度に与える影響の分析

学 西 隆太 中央大学大学院 桝井 正将 谷下 雅義 鹿島 茂  

IV-360 26 08:45～
10:15

IV-5 A31 和久井 博 調査 多様な価値意識評価と生活行動パターンの関連性
に関する基礎分析

学 小笠原 慎悟 山梨大学 西井 和夫 佐々木 邦
明

  

IV-361 26 10:30～
12:00

IV-5 A31 吉井 稔雄 情報 経路誘導情報を想定した都市道路網の効率的利用
に関する検討

正 小川 圭一 立命館大学 秋山 孝正    

IV-362 26 10:30～
12:00

IV-5 A31 吉井 稔雄 情報 ネットワーク分析を用いた道路交通情報提供システ
ム導入の便益試算

正 溝上 章志 熊本大学     

IV-363 26 10:30～
12:00

IV-5 A31 吉井 稔雄 情報 情報提示による燃料消費量低減効果に関する研究 学 柴田 直俊 中央大学大学院 谷下 雅義 鹿島 茂   

IV-364 26 10:30～
12:00

IV-5 A31 吉井 稔雄 情報 高速道路における通行止発生時の通行止原因別に
みた最適迂回路情報に関する研究

学 小松 孝輝 東北大学大学院 高山 純一 中山 晶一
朗

加藤 千宗  

IV-365 26 10:30～
12:00

IV-5 A31 吉井 稔雄 情報 霧発生時における情報提供の走行支援効果に関す
る研究

学 秋田 周作 大阪大学大学院 飯田 克弘 池田 武司 石山 裕一  

IV-366 26 10:30～
12:00

IV-5 A31 吉井 稔雄 情報 合流部ＡＨＳのコンテンツ検討を目的とした合流挙
動分析

学 浅野 美帆 東京大学 清水 哲夫 森地 茂   

IV-367 26 10:30～
12:00

IV-5 A31 吉井 稔雄 情報 インターネット技術を活用した道路情報システムに
関する研究－道路用Web記述言語RWMLの開発－

正 加治屋 安彦 北海道開発土木研
究所

山際 祐司 嶋野 崇文   

IV-368 26 10:30～
12:00

IV-5 A31 吉井 稔雄 情報 空間情報を活用した情報統合化の有効性 正 小野 正樹 ジオスケープ 奥村 敬司 須田 清隆 黒台 昌弘  

IV-369 27 08:45～
10:15

IV-5 A31 加藤 博和 バス 前橋市コミュニティバス成立経緯と諸課題の検討 学 阿部 浩之 前橋工科大学大学
院

湯沢 昭 福田 剛   

IV-370 27 08:45～
10:15

IV-5 A31 加藤 博和 バス コミュニティバスの導入過程と利用特性に関する研
究

学 鈴江 早紀子 横浜国立大学大学
院

大蔵 泉 中村 文彦 平石 浩之  

IV-371 27 08:45～
10:15

IV-5 A31 加藤 博和 バス コミュニティバスの動向に関する研究　－千葉県導
入自治体の取り組みを対象として－

学 金山 拓郎 日本大学 榛澤 芳雄 小山 茂   

IV-372 27 08:45～
10:15

IV-5 A31 加藤 博和 バス コミュニティバス運行サービスの変化が利用者の行
動と意識に及ぼす影響－愛知県日進市くるりんば
すを事例として－

正 磯部 友彦 中部大学 山田 昌史 村瀬 真都   

IV-373 27 08:45～
10:15

IV-5 A31 加藤 博和 バス 中山間地域におけるバスサービスの潜在需要予測
と運行計画

正 小霜 陽子 高槻市 藤原 章正 森山 昌幸 杉惠 頼寧  

IV-374 27 08:45～
10:15

IV-5 A31 加藤 博和 バス 集落住民による過疎バスサービスの選択支援モデ
ル

正 渡辺 聡惠 川鉄情報システム 喜多 秀行 谷本 圭志   

IV-375 27 08:45～
10:15

IV-5 A31 加藤 博和 バス バス待ち抵抗緩和のためのバス停設備に関する研
究

学 平野 孝之 東京大学大学院 大森 宣暁 原田 昇 太田 勝敏  

IV-376 27 08:45～
10:15

IV-5 A31 加藤 博和 バス 都市間夜行高速バスの定性的評価の判断分析:新
規利用者とリピータに着目して

学 小林 剛 山梨大学大学院 西井 和夫 佐々木 邦
明

  

IV-377 27 10:30～
12:00

IV-5 A31 武藤 雅威 公共交通ネット
ワーク評価

東京圏における方面別のサービスレベル評価に関
する一考察

正 荒川 英司 ＪＲ東日本 井上 晋一    

IV-378 27 10:30～
12:00

IV-5 A31 武藤 雅威 公共交通ネット
ワーク評価

都市鉄道のCS調査における課題 学 新倉 淳史 芝浦工業大学大学
院

高平 剛 岩倉 成志   
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IV-379 27 10:30～
12:00

IV-5 A31 武藤 雅威 公共交通ネット
ワーク評価

都市鉄道の経路選択行動に影響をおよぼす習慣メ
カニズムの研究

学 高平 剛 東京理科大学大学
院

池嵜 勝利 新倉 淳史 岩倉 成志  

IV-380 27 10:30～
12:00

IV-5 A31 武藤 雅威 公共交通ネット
ワーク評価

鉄道経路選択行動における最小知覚差と反応弁別
閾値の計測

学 小野田 惠一 東京大学大学院 加藤 浩徳 家田 仁   

IV-381 27 10:30～
12:00

IV-5 A31 武藤 雅威 公共交通ネット
ワーク評価

首都圏における鉄道利用者経路選択モデルの構築 学 森田 泰智 東京理科大学大学
院

日比野 直
彦

内山 久雄   

IV-382 27 10:30～
12:00

IV-5 A31 武藤 雅威 公共交通ネット
ワーク評価

意識調査から見た多摩都市モノレール需要予測の
事後分析

学 斎藤 正俊 中央大学大学院 鹿島 茂 谷下 雅義   

IV-383 27 10:30～
12:00

IV-5 A31 武藤 雅威 公共交通ネット
ワーク評価

降車客流動を考慮した鉄道駅乗換え時間の算出方
法に関する研究

正 若林 哲男 東京理科大学大学
院

内山 久雄 日比野 直
彦

里深 慎太
郎

 

IV-384 27 10:30～
12:00

IV-5 A31 武藤 雅威 公共交通ネット
ワーク評価

都市圏鉄道における乗継ぎ利便性の阻害要因に関
する研究

学 石塚 久美 大阪産業大学 波床 正敏    

IV-385 27 13:00～
14:30

IV-5 A31 大森 宣暁 交通サービス評価 プローブカーデータを利用した路線別旅行時間の変
動特性に関する分析

正 田宮 佳代子 国土交通省 瀬尾 卓也    

IV-386 27 13:00～
14:30

IV-5 A31 大森 宣暁 交通サービス評価 山間部高規格幹線道路整備による運転者の心理
的負担軽減効果

正 日野 智 北海道大学大学院 岸 邦宏 佐藤 馨一 佐藤 宏城 熊谷 政行

IV-387 27 13:00～
14:30

IV-5 A31 大森 宣暁 交通サービス評価 ユーザーコストに着目した舗装マネジメントシステム
の構築

正 山本 亘平 北見工業大学 川村 彰 高橋 清   

IV-388 27 13:00～
14:30

IV-5 A31 大森 宣暁 交通サービス評価 普段の行動や個人属性による交通手段の評価の
違いに関する一考察

正 中野 雅也 パシフィックコンサル
タンツ

山中 英生    

IV-389 27 13:00～
14:30

IV-5 A31 大森 宣暁 交通サービス評価 高速自動車道路のアクセシビリティ改善に対する支
払い意思額の推定

正 高田 和幸 東京電機大学 平塚 潤    

IV-390 27 13:00～
14:30

IV-5 A31 大森 宣暁 交通サービス評価 情報の非対称性とタクシースポット市場の差別化 正 松島 格也 京都大学大学院 小林 潔司 坂口 潤一   

IV-391 27 13:00～
14:30

IV-5 A31 大森 宣暁 交通サービス評価 外部要因の影響による「道の駅」利用者数差異に関
する研究

学 本間 裕介 北海学園大学 小川 直仁 鈴木 聡士 武市 靖  

IV-392 27 13:00～
14:30

IV-5 A31 大森 宣暁 交通サービス評価 北海道における国道路線に着目した「道の駅」の空
間分布に関する研究

学 太田 真 室蘭工業大学大学
院

桝谷 有三 斎藤 和夫 田村 亨  

IV-393 27 14:45～
16:15

IV-5 A31 岡村 敏之 公共交通 鉄道サービスの変化が沿線の土地利用に与える影
響に関する研究

学 池田 嘉章 横浜国立大学大学
院

大蔵 泉 中村 文彦 平石 浩之  

IV-394 27 14:45～
16:15

IV-5 A31 岡村 敏之 公共交通 交通プロジェクトの公的補助における評価・決定プ
ロセスの日英比較～都市鉄道を中心として～

学 太田 武成 東京大学大学院 古谷 知之 原田 昇 太田 勝敏  

IV-395 27 14:45～
16:15

IV-5 A31 岡村 敏之 公共交通 地方都市における新駅開設の費用負担に関する研
究

正 潮江 健吾 ＪＲ九州 古谷 知之 原田 昇 太田 勝敏  

IV-396 27 14:45～
16:15

IV-5 A31 岡村 敏之 公共交通 軌道系公共交通機関のサービス可能範囲に関する
研究

正 大東 延幸 広島工業大学 廣重 徳之    

IV-397 27 14:45～
16:15

IV-5 A31 岡村 敏之 公共交通 都市交通計画におけるタクシー交通システムの評
価に関する研究

学 宮坂 純平 北海道大学大学院 岸 邦宏 佐藤 馨一   

IV-398 27 14:45～
16:15

IV-5 A31 岡村 敏之 公共交通 ドイツにおけるＬＲＴ計画プロセス－カイザースラウ
テルン市の“CityBahn”を例に－

正 伊藤 雅 和歌山工業高等専
門学校

    

IV-399 27 14:45～
16:15

IV-5 A31 岡村 敏之 公共交通 ＬＲＴ（低床式路面電車）導入に関する利用者意識
調査とその分析 ～広島市路面電車の利用者意識
調査より～

正 太田 智 大阪産業大学 三浦 幸弘 中野 雅弘   
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IV-400 27 14:45～
16:15

IV-5 A31 岡村 敏之 公共交通 路面電車の需要予測手法に関する実務的課題と対
応例

正 細川 寛 中央復建コンサルタ
ンツ

山本 俊行 飯田 祐三 白水 靖郎  

IV-401 25 08:45～
10:15

IV-6 A33 福田 大輔 交通発生 効用理論に基づくITと交通のインタラクションに関す
る研究

学 根岸 祥人 北海道大学大学院 加賀屋 誠
一

内田 賢悦 萩原 亨  

IV-402 25 08:45～
10:15

IV-6 A33 福田 大輔 交通発生 離散連続モデルによる高齢者対応型交通機関の利
用頻度の予測

正 森山 昌幸 広島大学 藤原 章正 杉恵 頼寧   

IV-403 25 08:45～
10:15

IV-6 A33 福田 大輔 交通発生 個人の生活行動再現を目的とした活動時間決定に
関する分析

正 川村 俊 間組 菊池 輝 藤井 聡  

IV-404 25 08:45～
10:15

IV-6 A33 福田 大輔 交通発生 選択肢集合を考慮した山村住民の都市への交通行
動モデル

学 三谷 卓摩 愛媛大学 柏谷 増男 羽藤 英二   

IV-405 25 08:45～
10:15

IV-6 A33 福田 大輔 交通発生 Mixed Logit を用いた航空利用スケジュール決定行
動モデルの構築

正 石川 智之 広島大学大学院 藤原 章正 季 百鎭 杉惠 頼寧  

IV-406 25 08:45～
10:15

IV-6 A33 福田 大輔 交通発生 本四三架橋の交通量の多変量時系列分析 学 井上 英彦 広島大学大学院 塚井 誠人 奥村 誠   

IV-407 25 10:30～
12:00

IV-6 A33 松島 格也 交通分布・ネット
ワーク

プローブカーの経路情報を用いた時間帯別ＯＤ交通
量の推定

正 小根山 裕之 東京大学生産技術
研究所

桑原 雅夫    

IV-408 25 10:30～
12:00

IV-6 A33 松島 格也 交通分布・ネット
ワーク

都市高速道路ランプ間OD交通量の時間変動と情
報提供による変化

学 松葉 一弘 名城大学 松本 幸正 野村 耕司   

IV-409 25 10:30～
12:00

IV-6 A33 松島 格也 交通分布・ネット
ワーク

四国ネットワークにおけるリンク切断が地域に及ぼ
す影響

学 村上 公一 愛媛大学 朝倉 康夫 羽藤 英二   

IV-410 25 10:30～
12:00

IV-6 A33 松島 格也 交通分布・ネット
ワーク

確率重要度とクリティカリティ重要度によるネット
ワークの信頼性向上効果

正 若林 拓史 名城大学 大野 隆晴    

IV-411 25 10:30～
12:00

IV-6 A33 松島 格也 交通分布・ネット
ワーク

旅行時間価値を考慮した火山災害時における交通
行動に関する研究

正 若山 裕司 北海道大学大学院 内田 賢悦 加賀屋 誠
一

萩原 亨  

IV-412 25 10:30～
12:00

IV-6 A33 松島 格也 交通分布・ネット
ワーク

土地利用パターンと都市統合指数に関する研究 学 神子島 喬 室蘭工業大学大学
院

桝谷 有三 斎藤 和夫 下タ村 光
弘

 

IV-413 25 10:30～
12:00

IV-6 A33 松島 格也 交通分布・ネット
ワーク

交通ネットワークシミュレーションにおける合流部交
通現象の表現方法に関する一考察

正 飯田 祐三 中央復建コンサルタ
ンツ

森津 秀夫 野寺 寿雄   

IV-414 25 13:00～
14:30

IV-6 A33 倉内 慎也 交通手段分担（1） 公的施設へのアクセス交通手段選択に関する研究 学 齊原 潤 横浜国立大学大学
院

大蔵 泉 中村 文彦 平石 浩之  

IV-415 25 13:00～
14:30

IV-6 A33 倉内 慎也 交通手段分担（1） SPデータを用いたファジィロジットモデルによる交通
手段選択行動の分析

正 関 陽水 ALMEC 福田 敦    

IV-416 25 13:00～
14:30

IV-6 A33 倉内 慎也 交通手段分担（1） 鉄道駅への端末交通手段としての徒歩・自転車・バ
スの選択特性の考察

正 秋吉 大輔 国土交通省 堀内 章司 寺町 賢一 渡辺 義則  

IV-417 25 13:00～
14:30

IV-6 A33 倉内 慎也 交通手段分担（1） 共進化遺伝的アルゴリズムを用いたデマンドバスス
ケジューリングに関する基礎的研究

正 亀田 学広 関西大学大学院 古田 均 加藤 強士   

IV-418 25 13:00～
14:30

IV-6 A33 倉内 慎也 交通手段分担（1） 相互乗り入れ駅へのアクセス交通手段の特徴と交
通手段選択要因に関する研究

学 山中 裕喜 名城大学 松本 幸正 松井 寛   

IV-419 25 13:00～
14:30

IV-6 A33 倉内 慎也 交通手段分担（1） GISを用いた端末交通手段選択の表示システムの
構築に関する研究

学 加納 英明 日本大学 榛澤 芳雄 谷口 滋一 小山 茂  

IV-420 25 13:00～
14:30

IV-6 A33 倉内 慎也 交通手段分担（1） ＭＭ２１地区における社有車保有台数に関する研
究

正 鶴岡 紀之 中央大学 堀田 剛 谷下 雅義 鹿島 茂  
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IV-421 25 14:45～
16:15

IV-6 A33 小山　茂 交通手段分担（2） グループ単位費用を用いた都市部における休日交
通手段選択モデルの構築に関する研究

学 花井 正直 横浜国立大学大学
院

大蔵 泉 中村 文彦 平石 浩之  

IV-422 25 14:45～
16:15

IV-6 A33 小山　茂 交通手段分担（2） 意思決定ルールと潜在的要因に着目した交通手段
転換のSP分析

学 三古 展弘 名古屋大学大学院 森川 高行 倉内 慎也   

IV-423 25 14:45～
16:15

IV-6 A33 小山　茂 交通手段分担（2） 意思決定プロセスの異質性を考慮した潜在クラスモ
デルの推定特性に関する研究

正 倉内 慎也 名古屋大学大学院 大橋 聡子 森川 高行   

IV-424 25 14:45～
16:15

IV-6 A33 小山　茂 交通手段分担（2） 統合型需要モデルを用いた高速鉄道プロジェクトの
需要分析

正 時田 知典 パシフィックコンサル
タンツ

森川 高行    

IV-425 25 14:45～
16:15

IV-6 A33 小山　茂 交通手段分担（2） 心拍間隔指標を用いた長距離運転時のストレス計
測実験　－ＡＨＳの需要予測にむけて－

学 土川 奏 芝浦工業大学大学
院

岩倉 成志    

IV-426 25 14:45～
16:15

IV-6 A33 小山　茂 交通手段分担（2） 生体ストレス指標をとりいれた交通機関選択モデル
に関する考察

学 小泉 健一 芝浦工業大学大学
院

土川 奏 岩倉 成志   

IV-427 25 14:45～
16:15

IV-6 A33 小山　茂 交通手段分担（2） ロジット型価格感度測定法による山間部高規格幹
線道路の心理的負担軽減評価

正 岸 邦宏 北海道大学大学院 佐藤 宏城 佐藤 馨一 長岡 修  

IV-428 25 14:45～
16:15

IV-6 A33 小山　茂 交通手段分担（2） 代替経路を考慮した都市間鉄道･航空機関分担モ
デル

学 枦元 淳平 広島大学大学院 塚井 誠人 奥村 誠   

IV-429 26 08:45～
10:15

IV-6 A33 加賀 有津
子

PI・合意形成 感性工学の視点によるＰＩ事例調査 正 二神 透 愛媛大学 白木 渡 守屋 正平 椎野 佐昌  

IV-430 26 08:45～
10:15

IV-6 A33 加賀 有津
子

PI・合意形成 パブリックインボルブメント方式による道路計画にお
ける参加手法に関する考察

学 西村 潤也 東京大学大学院 原田 昇    

IV-431 26 08:45～
10:15

IV-6 A33 加賀 有津
子

PI・合意形成 四国地方の公共事業におけるPI調査とその事例 正 森下 一男 香川大学 井面 仁志 山中 英生 池田 清  

IV-432 26 08:45～
10:15

IV-6 A33 加賀 有津
子

PI・合意形成 合意形成におけるコーディネート技術の体系化に関
する一考察

正 宮本 善和 中央開発     

IV-433 26 08:45～
10:15

IV-6 A33 加賀 有津
子

PI・合意形成 ワーク・ショップと潜在自然植生の概念に基づく緑化
の「創発」

学 加藤 瑞樹 横浜国立大学 武井 幸久 坂田 正宏   

IV-434 26 08:45～
10:15

IV-6 A33 加賀 有津
子

PI・合意形成 エージェントゲームとしての社会基盤整備を巡るコ
ンフリクトの分析

正 榊原 弘之 山口大学 加来 尚徳    

IV-435 26 08:45～
10:15

IV-6 A33 加賀 有津
子

PI・合意形成 中学校における「まちづくり学習」の人的支援・人材
育成に関する研究

学 片石 圭介 早稲田大学大学院 赤松 宏和 中川 義英   

IV-436 26 10:30～
12:00

IV-6 A33 加藤 浩徳 住民参加・住民意
識

河川事業における環境配慮と住民参加に関する考
察

正 星山 英一 八千代エンジニヤリ
ング

安田 佳哉 長野 幸司   

IV-437 26 10:30～
12:00

IV-6 A33 加藤 浩徳 住民参加・住民意
識

小松島港における市民参加型再活性化施策に関す
る考察

学 山本 道広 徳島大学大学院 山中 英生 澤田 俊明   

IV-438 26 10:30～
12:00

IV-6 A33 加藤 浩徳 住民参加・住民意
識

住民参加型まちづくりを対象とした参加方式の違い
による効果の比較分析

正 高山 純一 金沢大学 中山 晶一
朗

野々田 知
代

  

IV-439 26 10:30～
12:00

IV-6 A33 加藤 浩徳 住民参加・住民意
識

土地利用調整計画における住民参加に関する研究 正 山下 えり子 西日本科学技術研
究所

石塚 塁 中村 隆司   

IV-440 26 10:30～
12:00

IV-6 A33 加藤 浩徳 住民参加・住民意
識

一般廃棄物処理事業における住民主体アコモデー
ションモデルの研究その１

正 成島 誠一 西武建設 五井 隆浩    

IV-441 26 10:30～
12:00

IV-6 A33 加藤 浩徳 住民参加・住民意
識

豊田市における生活環境整備の達成度に関する定
量的分析

正 吉川 久美子 中部経済産業局 松本 幸正 栗本 譲   
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IV-442 26 10:30～
12:00

IV-6 A33 加藤 浩徳 住民参加・住民意
識

環境にやさしい交通のための交通利用と意識に関
するアンケート調査～埼玉県川越市を対象として～

正 小瀬 博之 東洋大学 星川 淳    

IV-443 27 08:45～
10:15

IV-6 A33 羽藤 英二 交通需要マネジメ
ント

ツアーパターン選択に基づいた都市圏の非集計交
通需要予測モデルに関する研究

正 武山 渉 名古屋市 河上 省吾    

IV-444 27 08:45～
10:15

IV-6 A33 羽藤 英二 交通需要マネジメ
ント

パークアンドバスライド社会実験による意識変化の
モデル分布

学 坂倉 昇 山梨大学大学院 西井 和夫 佐々木 邦
明

小泉 知由 土屋 勇太

IV-445 27 08:45～
10:15

IV-6 A33 羽藤 英二 交通需要マネジメ
ント

周囲の利用率によるP&BR利用意向の変化に関す
る基礎的考察

正 佐々木 邦明 山梨大学大学院 土屋 勇太 西井 和夫   

IV-446 27 08:45～
10:15

IV-6 A33 羽藤 英二 交通需要マネジメ
ント

都市鉄道の時刻別需要予測手法に関する研究 学 原田 知可子 芝浦工業大学大学
院

岩倉 成志    

IV-447 27 08:45～
10:15

IV-6 A33 羽藤 英二 交通需要マネジメ
ント

社会的ジレンマにおける他者協力率・誤認矯正方
略

正 藤井 聡 東京工業大学大学
院

    

IV-448 27 08:45～
10:15

IV-6 A33 羽藤 英二 交通需要マネジメ
ント

自動車・鉄道間の混雑料金賦課・還元スキームの
影響分析

学 吉村 充功 広島大学大学院 奥村 誠    

IV-449 27 08:45～
10:15

IV-6 A33 羽藤 英二 交通需要マネジメ
ント

社会基盤整備にかかわる学校教育の現状と課題
～道路交通を例として～

正 谷口 綾子 北海道大学大学院 原 文宏 高野 伸栄 加賀屋 誠
一

 

IV-450 27 10:30～
12:00

IV-6 A33 中村 知久 鉄道工学（11） 直結４形スラブ区間における扛上用締結装置の試
験敷設

正 鷹﨑 徹 ＪＲ西日本 青野 正 塩﨑 宏紀   

IV-451 27 10:30～
12:00

IV-6 A33 中村 知久 鉄道工学（11） 新型座面式直結系軌道用レール締結装置の提案 正 田淵 剛 鉄道総合技術研究
所

阿部 則次 若月 修   

IV-452 27 10:30～
12:00

IV-6 A33 中村 知久 鉄道工学（11） ＰＵＲ製バラストマットの室内試験 正 川崎 祐征 ＪＲ東海 長戸 博    

IV-453 27 10:30～
12:00

IV-6 A33 中村 知久 鉄道工学（11） 内軌側扛上法による道床部分修繕BS工法可能区
間の拡大

正 井手 剛 ＪＲ西日本 金岡 裕之 岩本 正廣   

IV-454 27 10:30～
12:00

IV-6 A33 中村 知久 鉄道工学（11） 繊維補強道床コンクリートを用いた弾直軌道の性能
試験

正 向井 明 鉄道総合技術研究
所

安藤 勝敏 堀池 高広 渡辺 忠朋 益田 彰久

IV-455 27 10:30～
12:00

IV-6 A33 中村 知久 鉄道工学（11） 流水を受ける桁の挙動に関する水理模型実験 正 庄司 朋宏 ＪＲ東海 中嶋 繁 鍛冶 秀樹 浜口 憲一
郎

坂入 俊弘

IV-456 27 10:30～
12:00

IV-6 A33 中村 知久 鉄道工学（11） 列車荷重を考慮した座屈安定性の評価 正 高原 正樹 鉄道総合技術研究
所

柳川 秀明 片岡 宏夫   

IV-457 27 10:30～
12:00

IV-6 A33 中村 知久 鉄道工学（11） 構造物境界を跨ぐ1点突起型防振材式フローティン
グ・ラダー軌道の温度変形挙動

正 浅沼 潔 鉄道総合技術研究
所

松本 信之 涌井 一   

IV-458 27 13:00～
14:30

IV-6 A33 中村 圭二
郎

鉄道工学（12） 簡易型落石防護柵に用いる支柱基礎形状の検討 正 細岡 生也 鉄道総合技術研究
所

佐溝 昌彦 大畑 和弘 村石 尚 杉山 友康

IV-459 27 13:00～
14:30

IV-6 A33 中村 圭二
郎

鉄道工学（12） 地盤に設置した新型落石防護柵の落石衝撃時の荷
重伝搬過程

正 大畑 和弘 鉄道総合技術研究
所

佐溝 昌彦 細岡 生也 村石 尚 杉山 友康

IV-460 27 13:00～
14:30

IV-6 A33 中村 圭二
郎

鉄道工学（12） 鉄道沿線における空中写真を活用した落石対策に
ついて

正 荻原 郁男 ＪＲ東日本 若林 正三 井原 伸浩 松本 義孝 淀 健

IV-461 27 13:00～
14:30

IV-6 A33 中村 圭二
郎

鉄道工学（12） トンネルの剥落対策について 正 遠藤 和重 ＪＲ東日本 齊藤 吉司 高野 幸宏   

IV-462 27 13:00～
14:30

IV-6 A33 中村 圭二
郎

鉄道工学（12） 鉄道本設土留に使用した鋼矢板土留壁の変形挙動 正 齋藤 玲美 ＪＲ東日本 渡邊 康夫    
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IV-463 27 13:00～
14:30

IV-6 A33 中村 圭二
郎

鉄道工学（12） 線路下横断工事に伴う斜面対策の検証 正 大川 忠広 ＪＲ東日本 坂上 信一    

IV-464 27 13:00～
14:30

IV-6 A33 中村 圭二
郎

鉄道工学（12） 鋼板を溶接しないで形鋼と高力ボルトで製作する枕
木抱込み式工事桁の開発

正 工藤 伸司 ＪＲ東日本 梅田 孝夫 山田 啓介 山口 愼  

IV-465 27 13:00～
14:30

IV-6 A33 中村 圭二
郎

鉄道工学（12） 仮設構造部材の変形性能試験 正 永野 邦博 ＪＲ東海 藤橋 秀雄 安原 真人 嵯峨座 孝
明

後藤 幸司

IV-466 27 14:45～
16:15

IV-6 A33 久島 義憲 鉄道工学（13） 地震時運転規制の発令基準改定を対象とした防災
投資の定量的評価に関する研究

正 森 敬芳 ＪＲ東日本 島村 誠 露木 寿   

IV-467 27 14:45～
16:15

IV-6 A33 久島 義憲 鉄道工学（13） 路盤噴泥に起因した軌道狂い急進箇所の効果的整
備に関する研究

正 千代 誠 ＪＲ西日本 金岡 裕之 森山 陽介   

IV-468 27 14:45～
16:15

IV-6 A33 久島 義憲 鉄道工学（13） 高山本線飛騨細江・角川間土石流災害復旧工事の
設計施工

正 小椋 伸司 ジェイアール東海コ
ンサルタンツ

平田 貢 鷹尾 武 岡田 勝也  

IV-469 27 14:45～
16:15

IV-6 A33 久島 義憲 鉄道工学（13） 異なる健全度診断手法による河川橋脚の振動測定
結果の比較

正 中島 大輔 鉄道総合技術研究
所

佐溝 昌彦 佐藤 新二 羽矢 洋 村石 尚

IV-470 27 14:45～
16:15

IV-6 A33 久島 義憲 鉄道工学（13） 効果的な水位計設置箇所に関する一考察 正 新津 正義 ＪＲ東日本 藍郷 一博    

IV-471 27 14:45～
16:15

IV-6 A33 久島 義憲 鉄道工学（13） 曲線区間の鉄道橋における増水時の運転規制に関
する一考察

正 馬場 隆徳 ＪＲ東海 岩澤 良彦 青島 亘佐 大西 利美 中野 聡

IV-472 27 14:45～
16:15

IV-6 A33 久島 義憲 鉄道工学（13） 地下鉄駅出入口における列車風緩和対策解析調
査及び実証実験

正 泊 弘貞 帝都高速度交通営
団

西尾 豊 武田 章 今泉 直也  
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