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小野 泰・水澤 孝宏・岩倉 成志 
I_1061 

鉄道の遅延時間を考慮した出発時刻決定行動に関するモデル分析 

高田 和幸・鈴木 孝典・藤生 慎 
I_1071 

航空事業者の路線撤退要因に関する分析 

高田 和幸・藤生 慎 
I_1079 

 

E 交通運用管理 

 

高速道路料金政策の地方都市圏への影響分析のための統合型交通均衡配分モデルの適用 

堀 広毅・奥嶋 政嗣 
I_1087 

図形情報板の図形表示ガイドライン策定に向けた基礎検討 

飯田 克弘・阪本 浩章 
I_1095 

大規模交差点における左折車通行時危険性の定量評価 

鈴木 弘司・山口 大輔・藤田 素弘 
I_1103 

車両と歩行者・自転車間のコミュニケーションによる協調行動の生起に関する研究 

谷口 綾子・吉村 聡哉・石田 東生 
I_1115 

複数メディアを活用したモビリティ・マネジメント（MM）の有効性についての実証研究 

芳山 慧子・大門 健一・市森 友明・藤井 聡 
I_1123 

子育てバリアフリーにおける世代間ギャップと副作用の可能性に関する研究 

谷口 綾子・奥山 有紀 
I_1133 

首都高速道路における追突事故リスク予測に関するミクロ的分析 

三浦 久・洪 性俊・田中 伸治・桑原 雅夫 
I_1143 



エコドライブ実施時の車両挙動 

森 健二・矢野 伸裕・横関 俊也・牧下 寛 
I_1149 

運転者の安全意識からみた生活道路入口部の空間構成に関する研究 

三村 泰広・安藤 良輔・稲垣 具志・太田 勝敏 
I_1155 

MODELING ACCELERATION AND DECELERATION BEHAVIOR IN HOV LANE BY USING DISCRETE 

CHOICE THEORY 

Jian ZHENG・Koji SUZUKI・Motohiro FUJITA 

I_1163 

信号交差点における損失時間の実証分析 －青から右折矢への切替り時のケーススタディ－ 

大口 敬・山口 智子・鹿田 成則・小根山 裕之 
I_1175 

児童生徒の自転車利用意識と交通安全教育の課題に関する調査研究 

小竹 雄介・日野 泰雄・吉田 長裕 
I_1185 

道路交通安全対策事業における急減速挙動データの活用可能性に関する研究 

菊地 春海・岡田 朝男・水野 裕彰・絹田 裕一・中村 俊之・萩原 剛・牧村 和彦 
I_1193 

市街地における航空機騒音への受容意識の分析 

寺田 惇郎・平田 輝満・清水 吾妻介・屋井 鉄雄 
I_1205 

交通流シミュレータの API 機能を用いたモデルパラメータの同定と動的 OD 推定 

近藤 健祐・Arulanantham ANBURUVEL・Rattaphol PUEBOOBPAPHAN・中辻 隆 
I_1219 

ダイナミックパークアンドライドを対象とした機関選択反復実験による所要時間提供と選択行動との関

係の検証 

葛西 誠・高沢 翔平・寺部 慎太郎 

I_1229 

生活道路における街路特性や沿道特性が走行速度に及ぼす影響に関する研究 

清水 和弘・岡村 敏之・中村 文彦・王 鋭 
I_1237 

電気自動車の普及による都市交通と電力需要への影響分析 

金森 亮・森川 高行・奥宮 正哉・山本 俊行・伊藤 孝行 
I_1243 

実車走行実験に基づくラウンドアバウトと信号交差点の CO2 排出量の比較分析 

吉岡 慶祐・米山 喜之・宗広 一徳・中村 英樹・大口 敬 
I_1253 

高速道路の大型車交通事故に対する車両側安全対策の評価 

Jian Xing・鶴 元史 
I_1261 

バス IC カードデータを用いた定時性評価による道路整備の効果検証に関する研究 

今井 龍一・井星 雄貴・千葉 尚・牧村 和彦・濱田 俊一 
I_1271 

道路の空間的特性からみた通学路における交通事故の危険性に関する研究 

末益 元気・松永 千晶・角 知憲 
I_1279 

複数の動線データの組合せ分析によるバス停留所付近の走行改善の検討支援に関する研究 

今井 龍一・井星 雄貴・中村 俊之・牧村 和彦・濱田 俊一 
I_1287 

旅行時間の区間推定に関する統計分析 

坂井 勝哉・日下部 貴彦・Chong WEI・朝倉 康夫 
I_1297 



雨量と事故データの分析からみた高速道路における安全な速度 

横関 俊也・森 健二・矢野 伸裕・萩田 賢司・牧下 寛 
I_1309 

マイクロ交通流シミュレーションによる車両挙動及び CO2 排出量の再現性比較検証 

小根山 裕之・松田 啓・大口 敬・鹿田 成則 
I_1319 

知覚総コスト最小化原理に基づく希望速度決定モデルに関する基礎的検討 

松尾 幸二郎・廣畠 康裕 
I_1331 

対話による調査に基づいた中山間地の市民バス改善とその効果 

神谷 貴浩・佐々木 邦明 
I_1341 

都市内高速道路における多車線道路区間を考慮した事故発生リスク要因分析 

兵頭 知・吉井 稔雄・高山 雄貴 
I_1349 

運行事業者の違いと自治体の費用負担に着目したコミュニティバスの運行費用に関する研究 

中川 大・松中 亮治・大庭 哲治・中山 偉人 
I_1357 

 


