
第49回土木計画学研究発表会（春大会） 詳細プログラム１【6月7日(土)】

第1日目：6月7日(土) 時間帯1

第1会場 (912） 第2会場 (913) 第3会場 (921） 第4会場 (922） 第5会場 (924) 第6会場 (925) 第7会場 (934) 第8会場 (935) 第9会場 (936) 第10会場（1号館3階133）
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 道路信頼性評価の方法と適用 高齢社会の地域ケアにおけるモ
ビリティの役割

災害情報 自転車の歩道通行は安全なの
か

案内誘導システム 地域公共交通確保におけるタク
シー事業の可能性を考える

生活道路・通学路における交通
安全対策

都市間旅客交通研究の展開 SS1 巨大防潮堤は人々を守れる
か －国土強靭化の意義とは－

オーガナイ
ザー・
司会者

中山晶一朗 柳原崇男 畑山満則 元田　良孝 外井哲志 山崎基浩 寺内義典 塚井誠人 林良嗣

論文名 一定の信頼度で旅行時間信頼
性指標値を算定するために必要
となるプローブ旅行時間データの
取得日数

都市部における移動に関する社
会的排除の解消する交通に関す
る研究

レーザセンサを用いた津波避難
の人流測定

自転車の歩道通行の安全性等
に関する文献調査

道路案内標識とカーナビゲーショ
ンの利用実態に関するアンケー
ト調査

東京都心部におけるタクシーの
供給の実態に関する一考察

歩道のない双方向道路における
シケインの形状・間隔と車両の速
度・挙動の関連分析

在来線特急列車における席種別
の需要特性に関する基礎分析

発表者 関谷浩孝 猪井博登 熊谷兼太郎 元田良孝 大塚康司 泊尚志 大橋幸子 中川伸吾
所属 国土技術政策総合研究所 大阪大学 国土交通省国土技術政策総合研究所 岩手県立大学 株式会社建設技術研究所 一般財団法人運輸政策研究機構 国土技術政策総合研究所 公益財団法人鉄道総合技術研究所

連名者１ 諸田恵士 西脇美安 永廣迪 宇佐美誠史 外井哲志 鬼塚大輔 柴田宗典
連名者２ 高宮進 土井健司 松崎篤史 木村泰 尾崎尚也
連名者３ 大枝良直 藪雅行 深澤紀子
連名者４ 松永千晶 鈴木崇正
論文名 羽田空港リムジンバスを対象とし

た旅行時間信頼性評価
交通手段の利用可能性を考慮し
た個人のモビリティの計測方法
に関する考察

大地震時火災延焼シミュレーショ
ン・システムを用いたリスク・コ
ミュニケーションに関する研究

自転車の歩道通行の危険性に
関する一考察

道路案内標識による案内誘導効
果の評価

中部地方におけるタクシー事業
者の現状把握

生活道路における路側帯整備効
果に関する研究

整備新幹線の開通に伴う長距離
交通行動の変化に関する研究

発表者 荻原貴之 寺山一輝 二神透 古倉宗治 樋口裕章 福本雅之 鬼塚大輔 河上洋輝
所属 芝浦工業大大学大学院 神戸大学大学院海事科学研究 愛媛大学 株式会社三井住友トラスト基礎研究所 九州大学大学院 公益財団法人豊田都市交通研究所 国土交通省　国土技術政策総合研究所 九州大学工学府都市環境システム工学専攻

連名者１ 岩倉成志 小谷通泰 外井哲志 山崎基浩 大橋幸子 大枝良直
連名者２ 野中康弘 奥田祐己 大塚康司 樋口恵一 木村泰 外井哲志
連名者３ 小山真弘 大枝良直 藪雅行 樋口尚弘
連名者４ 松永千晶 徳永大輝
論文名 都市高速道路における時間信頼

性便益の試算
買い物送迎バスが限界集落の高
齢者にもたらす価値の多様性に
関する研究

予防的避難実施の課題と展望 自動車交通量を考慮した自転車
事故の分析

事故リスク情報がドライバーの選
択行動に与える影響に関する研
究

相乗りタクシーによる高齢者・障
害者のための外出支援に関する
検討
－群馬県前橋市を事例としてー

わが国におけるライジングボラー
ドの導入可能性に関する研究

国内航空路線の休廃止が地方
間移動に与える影響に関する分
析

発表者 長澤光弥 鈴木雄 星出和裕 萩田賢司 村上和宏 大鹿拓寛 谷本智 白石勇人
所属 阪神高速道路株式会社計画部調査課 秋田大学大学院工学資源学研

究科
熊本大学大学院 科学警察研究所 愛媛大学 前橋工科大学大学院 埼玉大学大学院 茨城大学大学院

連名者１ 北澤俊彦 保坂亜沙希 柿本竜治 横関俊也 倉内慎也 湯沢昭 小嶋文 平田輝満
連名者２ 朝倉康夫 日野智 藤見俊夫 森健二 吉井稔雄 久保田尚
連名者３ 福田大輔 金華永 矢野伸裕 大西邦晃
連名者４ 中西雅一 吉田護 川原洋一
論文名 リスク回避型経路誘導の普及が

ネットワーク交通流に及ぼす影
響：東京23区を対象とした分析

地域の交通利便性指標としての
アクセシビリティの計測とその介
護保険サービス利用に与える影
響に関する研究

土砂災害時の避難に関わる情報
課題-伊豆大島における平成25
年台風26号被害調査から-

道路ネットワーク特性を考慮した
自転車の通行位置と進行方向に
よる交通事故遭遇確率の比較分
析

イラストマップベースの経路案内
と地理情報の可視化手法

高利便性乗合タクシーの成立可
能性分析とサービス変数最適化
手法の提案

サイン形状ハンプの事故抑制効
果に関する研究

都市間トリップ発生パターンの旅
行目的間比較

発表者 眞貝憲史 紅林哲 畑山満則 小川圭一 松葉碧 藤垣洋平 鎌田将希 奥村誠
所属 東京工業大学大学院 山梨大学 京都大学防災研究所 立命館大学 株式会社 社会システム総合研究所 東京大学大学院 埼玉大学大学院理工学研究科 東北大学
連名者１ 馬江山 相原洋子 神谷大介 北村優次 森本哲郎 高見淳史 小嶋文 山口裕通
連名者２ 山田薫 小林優輔 藤井義之 大森宣暁 久保田尚 大森一樹
連名者３ 福田大輔 山崎清 西田純二 原田昇
連名者４ 佐々木邦明 上善恒雄
論文名 マルチユーザクラス配分モデル

に基づいた時間信頼性価値推計
に関する研究

高齢者の虚弱予防の観点から見
たモビリティの役割に関する考察

コスト・ロス・モデルにもとづく竜
巻警報の最適運用に関する研究

ドライビングシミュレータを用いた
幹線道路小交差点での自転車・
自動車の出会い頭状況の分析

大規模交通ターミナル地区にお
ける行動分析に基づいた歩行者
サインシステムに関する研究

Flexible Mobility On Demand
(FMOD):　複数の交通サービスへ
の動的な車両割り当てを特徴と
するオンデマンド交通システムの
設計と評価

交通量と道路の物理的特性から
みた児童の通学時における交通
事故の危険性に関する研究

統計的に安定な因果推定による
都市間交通需要モデルの改良

発表者 加藤哲平 北川博巳 松井京子 王茹剛 鬼木渉 池田拓郎 松永千晶 塚井誠人
所属 北海道大学大学院 兵庫県立福祉のまちづくり研究 東京大学工学部社会基盤学科 徳島大学大学院 立命館大学 （株）富士通研究所 九州大学大学院 広島大学大学院
連名者１ 内田賢悦 新開省二 島村誠 山中英生 森圭右 藤田卓志 川喜多正太 片川儀治
連名者２ 野藤悠 初本奈緒子 安隆浩 Ben-AkivaMoshe 末益元気
連名者３ 小森昌彦 塚口博司 大枝良直
連名者４ 吉田由佳 外井哲志
論文名 道路インフラの維持管理の協働

政策の比較研究
高齢者の生活を豊かにするため
の手段としての超小型モビリティ
の利用可能性に関する研究

自転車シミュレータの再現性向
上による教育方法に関する研究

公共交通として位置づけられたタ
クシーが果たすべき社会的役割

都市間交通ネットワークにおける
事業者間の競合と協力が交通利
便性にもたらす影響

発表者 辻寛 高橋一貴 佐藤恵大 加藤博和 大窪和明
所属 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 筑波大学大学院システム情報工学研究科 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 名古屋大学 埼玉大学大学院
連名者１ 森栗茂一 石田東生 鈴木美緒 織田澤利守
連名者２ 武知俊輔 岡本直久 屋井鉄雄
連名者３
連名者４
論文名 高齢者のIADLと交通行動の関係

に関する研究
道路のユーザビリティ評価に向
けた歩行者及び自転車利用者の
意識・行動調査

発表者 柳原崇男 砂川尊範
所属 近畿大学理工学部 株式会社建設技術研究所 大阪本社 道路交通部 計画室

連名者１ 大塚祐司 鈴木清
連名者２ 毛利浩徳
連名者３ 福富浩史
連名者４ 土井健司

第1日目：6月7日(土) 時間帯2 10:45～12:15

土木計画学研究委員会特別セッション：土木計画学の過去、現在、未来：土木計画学の50周年へ向けて（937 tohtec MEMORIAL HALL）

公共政策デザインコンペ
ポスターセッション
（10号館1階 tohtech
FORUM, 16:30まで一般審
査員投票受付）

※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（）内は教室番号を示す．

話題提供者：
林良嗣
（名古屋大学大学院環境学研究
科）
藤井聡
（京都大学大学院工学研究科）
中井祐
（東京大学工学系研究科）
谷下雅義
（中央大学理工学部）
柄谷友香
（名城大学都市情報学部）



第1日目：6月7日(土) 時間帯2

第1会場 (912） 第2会場 (913) 第3会場 (921） 第4会場 (922） 第5会場 (924) 第6会場 (925) 第7会場 (934) 第8会場 (935) 第9会場 (936) 第10会場（1号館3階133） 公共政策デザインコンペ
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 13:15～14:45

セッション名 データオリエンテッドアプローチ
に基づく交通計画論の可能性 1

モビリティ増進を考慮した道路交
通安全研究 1

巨大災害に耐えうるしなやかな
土地利用のあり方 -思想・分析・
事例・データ- 1

これからの自転車利用環境の効
果と評価 1

国際・国内物流ネットワークにお
ける港湾 1

政策合意形成 1 身近な地域の魅力を支えるため
の景観形成方策を考える 1

土木計画学と観光科学 1 SS4 新たな時代のバリアフリー
整備の理念構築 ２
－移動が保障される生活環境を
考える－

オーガナイ
ザー・
司会者

羽藤　英二 宇野伸宏 林良嗣 鈴木美緒 石黒一彦 矢嶋宏光 佐々木葉 岡本直久 横山　哲

論文名 乗換検索サービスの経路選択
データを用いた公共交通の経路
選択行動分析

交通事故データ等の安全運転支
援への活用に向けたアプローチ
～動的事故リスク情報予測モデ

全国小地区単位での住民のQOL
評価と将来変化予測

地域における自転車利用者の満
足度を評価する指標の提案

近海コンテナ航路の港間リードタ
イムと港湾選択

シナリオプランニングに基づく台
南市全市規模でのバス路線再編
の戦略と合意形成の課題

岐阜県恵那市大井町における生
活領域と景観資源に関する研究
-土々ヶ根・岡瀬沢地区を対象と

修学旅行にみる『旅』の意義
～明治期におけるドイツ型理念
の導入と変容～

発表者 石村怜美 兒玉崇 猪原暁 小林寛 京田康宏 頼均韋 井出純一 藤田和志
所属 株式会社ナビタイムジャパン 阪神高速道路株式会社 名古屋大学 国土交通省国土技術政策総合研究所 大成建設株式会社 大阪大学 日本大学大学院理工学研究科 東京大学工学部社会基盤学科
連名者１ 梶原康至 井上徹 森田紘圭 今田勝昭 井上聰史 猪井博登 横内憲久 家田仁
連名者２ 太田恒平 小澤友記子 加藤博和 中野達也 森地茂 土井健司 岡田智秀
連名者３ 大藤武彦 林良嗣 高宮進 稲村肇
連名者４ 杉本賢二
論文名 歩行者挙動モデルパラメータ推

定への一般状態空間モデルの適
用

首都高速道路における事故発生
要因に関する一考察

自然災害に対する都市のレジリ
エンス：概念のレビュー

自転車利用者の意識の実態と
自転車通行空間の計画

東アジアにおける国際フェリーの
船型に関する分析と港湾計画へ
の適用

地方行政の統治機構改革に対
する態度形成要因に関する研究

歴史的蓄積を有する地方都市に
おける地域景観まちづくりの取り
組み
－岐阜県恵那市大井町でのまち

スローモビリティを活用したアート
観光が育む創造性の涵養効果

発表者 中西航 山下浩行 塩崎由人 立松秀樹 浦野真樹 沼尻了俊 松田恵理子 人見訓嘉
所属 東京大学 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京大学大学院工学系研究科 （株）オリエンタルコンサルタンツ 国土技術政策総合研究所 京都大学大学院　工学研究科 早稲田大学大学院 創造理工学研究科 建設工学専攻 大阪大学大学院
連名者１ 高橋真美 船岡直樹 加藤孝明 小嶋文 安部智久 中尾聡史 佐々木葉 土井健司
連名者２ 布施孝志 田村勇二 菅田寛 諸田勇 宮川愛由 安永祥平 猪井博登
連名者３ 稲富貴久 小野田豊
連名者４ 割田博 渡部理恵
論文名 交通行動データ活用とプライバ

シー保護のトレードオフ：理論モ
デルによる解析

共分散構造分析を用いた都市内
高速道路の追突事故発生要因
に関する基礎的分析

大規模自然災害に伴う生命・健
康・生活へのダメージの余命指
標を用いた評価

夜間における路面照度が自転車
運転者の挙動に及ぼす影響

東アジア～欧州航路における
NSR・SCR組合せ輸送の経済的
フィージビリティ

成熟期を迎えた地域分権制度に
おける地域住民の意向を反映す
るシステム-大阪府池田市地域
分権制度を事例にして-

過疎地域における景観行政導入
の意義に関する一考察
－長崎県松浦市福島地域を対象
として－

田園地域の沿道景観向上にむけ
た電線電柱類の効果的な景観向
上策に関する研究

発表者 井料隆雅 仙田昂之 橘竜瞳 浅田拓海 古市正彦 田中晃代 永村景子 岩田圭佑
所属 神戸大学 京都大学大学院 名古屋大学 中央大学 （独）国際協力機構 近畿大学 九州大学大学院工学研究院環境社会部門 （独）土木研究所　寒地土木研究所

連名者１ 原祐輔 宇野伸宏 森田紘圭 谷下雅義 大塚夏彦 高尾忠志 松田泰明
連名者２ 日下部貴彦 山崎浩気 加藤博和 兵庫利勇
連名者３ 中村俊之 林良嗣
連名者４ 嶋本寛 杉本賢二
論文名 自動車走行情報の社会的共有

に対する受容性の分析
ショックウェーブを考慮した事故
リスク分析

南海トラフ地震における津波被
害Lost Stockの推計

車道型自転車通行空間における
利用実態と意識の昼夜間比較分
析
－国道463号線「埼大通り」を

ドライポートの世界的動向と日本
への適用性に関する基本的考察

道路連絡会の意義と課題 占用制度を活用した官民連携に
よる賑わいまちづくりの実態と課
題

田園地域における道路のシーク
エンス景観の印象評価に関する
考察
―シーニックバイウェイ大雪・富

発表者 山本俊行 兵頭知 高木渓太 矢澤拓也 安部智久 谷内久美子 西崎将 兵庫利勇
所属 名古屋大学 愛媛大学大学院 名古屋大学大学院環境学研究科 茨城大学工学部都市システム工学科 国土技術政策総合研究所 大阪大学大学院／日本学術振興会 政策研究大学院大学 （独）土木研究所　寒地土木研究所

連名者１ 川杉尚之 吉井稔雄 奥岡桂次郎 金利昭 森地茂 松田泰明
連名者２ 杉本賢二 井上聰史 岩田圭佑
連名者３ 谷川寛樹
連名者４
論文名 携帯電話位置情報を活用した

パーソントリップ調査の簡素化に
ついて

安全運転診断やリスク・ハザード
知覚トレーニングの効果の検証
と活用
～「阪高SAFETYナビ」の取り組
みに基づく～

災害復旧費用を含めた小地域単
位での実質的な社会資本維持費
用の推計手法に関する基礎的研
究

心拍間隔を用いたストレス計測
による自転車レーンの整備評価

混雑港湾におけるオフ・ドックで
のコンテナ交通流制御に向けた
新たな提案

大衆性と投票行動の関連性に関
する研究

良好な景観が地域にもたらす効
果とその評価手法に関する考察

ブログデータを用いた八ヶ岳地
域の観光行動の分析と移動中の
景観評価における活用可能性つ
いて

発表者 藤岡啓太郎 小澤友記子 加知範康 渋谷大地 元野一生 中尾聡史 笠間聡 佐々木邦明
所属 国土交通省　国土技術政策総合研究所 株式会社交通システム研究所 九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター 茨城大学大学院 (一財）国際臨海開発研究センター 京都大学工学研究科都市社会工学専攻 独立行政法人土木研究所 寒地土木研究所 山梨大学
連名者１ 森尾淳 兒玉崇 大谷直輝 金利昭 古市正彦 沼尻了俊 松田泰明 桜田朋也
連名者２ 平田晋一 大藤武彦 塚原健一 木本浩 宮川愛由
連名者３ 中野敦 藤井聡
連名者４
論文名 ＰＴ調査と需要予測手法の方向

性に関する基礎的考察－行政実
務者アンケートから見えるもの－

ドライバーの安全走行を支援す
るスマホアプリ「セーフティサポー
ター」の開発

統計分析によるシナリオの妥当
性評価の試み

企画割引の更なる利用に向けた
�高速道路における周遊行動の�
実態把握とその改善案

発表者 遠藤玲 張峻屹 山田菊子 冨田顕嗣
所属 芝浦工業大学工学部土木工学科 広島大学大学院国際協力研究科 東京工業大学大学院 政策研究大学院大学政策研究科
連名者１ 座間貴之 姜影 日比野直彦
連名者２ 佐々木克祥 森地茂
連名者３ 坪内正記
連名者４ 松下剛
論文名
発表者
所属
連名者１
連名者２
連名者３
連名者４

話題提供者：
横山　哲
（株式会社　ドーコン）
山田　稔
（茨城大学）
竹田　保
（北海道オフィスプロダクツ）
江守　央
（日本大学）
吉田　樹
（福島大学）
秋山 哲男
（健やかまちづくり財団）

公共政策
デザインコンペ
プレゼンテーション
(937 tohtech MEMORIAL
HALL)

・ 恵馬内町～地方競馬と住宅地
のインクルージョン～
・ 防災機能を備えた「宮城野貨
物駅」の開発計画
・ 見て、歩いて知ろう 仙台地下
鉄東部エリア～地下鉄を利用し
てもらおう　住んでもらおう～
・ 今と昔との調和～仙台地下鉄
東部エリアで快適にくらすために
～
・ 公園管理を通じた多文化共生
コミュニティ形成の促進
・ 大井の“ツボ”押しプロジェクト
・ Oh!River!! -驚きと感動の都市
河川-
・ 生きて活きる人のまち　－長岡
京官民協働計画－
・ 「学生と地域住民で作り上げる
安全なまち」の提案
・ 民話の深層心理に基づく地方
都市の回遊ルートの設計
・ "新たな観光モデルの創造：進
化を続ける“観光都市京都”へ
・ ～観光客・居住者の意識アン
ケートの差異分析から～"
・ "動と景の結び目
・ ー駅間回遊に着目した港町の
再編ー"
・ トラフィレンジャーによる快適な
通勤・通学
・ 山中湖村プロジェクト
・ 京都府宇治の歴史文化まちづ
くり構想
・ 地域コミュニティの創造



第1日目：6月7日(土) 時間帯3

第1会場 (912） 第2会場 (913) 第3会場 (921） 第4会場 (922） 第5会場 (924) 第6会場 (925) 第7会場 (934) 第8会場 (935) 第9会場 (936) 第10会場（1号館3階133） 公共政策デザインコンペ
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 15:00～16:30

セッション名 データオリエンテッドアプローチ
に基づく交通計画論の可能性 2

モビリティ増進を考慮した道路交
通安全研究 2

巨大災害に耐えうるしなやかな
土地利用のあり方 -思想・分析・
事例・データ- 2

これからの自転車利用環境の効
果と評価 2

国際・国内物流ネットワークにお
ける港湾 2

政策合意形成 2 身近な地域の魅力を支えるため
の景観形成方策を考える 2

土木計画学と観光科学 2 SS2 ITSによるインフラ・イノベー
ションに向けて

オーガナイ
ザー・
司会者

羽藤　英二 宇野伸宏 林良嗣 鈴木美緒 石黒一彦 矢嶋宏光 佐々木葉 岡本直久 清水哲夫

論文名 スマートフォンアプリを活用した
交通行動調査手法に関する基礎
的研究～つくば市におけるプ
ローブパーソン調査を通して～

二段階横断による歩行者の安全
性向上効果

九州地方を対象とした災害応急
復旧における建設機械の必要量
と賦存量の比較分析

車道混在型自転車通行空間に
おける路面表示の効果に関する
研究

開発途上国における鉄道貨物輸
送実態の国際比較

ナラティブ型コミュニケーションが
公共政策を めぐる政治心理に与
える影響 の研究

街並イメージの相対性 高速交通整備による観光需要へ
の影響を考慮した地域経済効果
の計測手法

発表者 山崎恭彦 林勇朔 田中徹政 木村泰 祖田真志 川端祐一郎 白柳洋俊 佐藤徹治
所属 国土技術政策総合研究所　道路研究部道路研究室 秋田大学大学院　工学資源学研究科 九州大学大学院工学府都市環境システム工学専攻 国土交通省国土技術政策総合研究所 東京工業大学 京都大学大学院 東北大学大学院 工学研究科 千葉工業大学
連名者１ 橋本浩良 浜岡秀勝 加知範康 大橋幸子 花岡伸也 浅井健司 平野勝也
連名者２ 高宮進 森大地 鬼塚大輔 宮川愛由
連名者３ 山王一郎 塚原健一 藪雅行 藤井聡
連名者４ 石田東生 本田肇
論文名 スマホ・アプリを利用した熊本都

心部回遊調査の分析
有効視野を考慮した横断歩行者
の右左折車認知挙動に関する研
究

災害危険区域における集落内規
模の居住地適正化の財政的実
現可能性の検討

自転車通行位置を明示した道路
における自転車走行挙動に関す
る研究

ニカラグアと周辺国における物流
実態調査

地域の実態に対する認知の差異
が共助意識に及ぼす影響に関す
る一考察

A Study on the location of castle
and urban structure of castle-
town by watershed based

観光地域経済調査を活用した地
域レベルの観光経済データによ
る観光地域の比較研究

発表者 野原浩大朗 野坂泰宏 梶本涼輔 鈴木美緒 ファンレビン 田中詢紀 LimLuong 外村剛久
所属 熊本大学 大学院自然科学研究科 社会環境工学専攻 北海道大学大学院工学研究院 九州大学工学部地球環境工学科建設都市工学コース 東京工業大学 国際協力機構 神戸大学 Waseda University, Department of Civil and Environmental Engineering 法政大学大学院　デザイン工学研究科　

連名者１ 福所誠也 萩原亨 加知範康 宮之上慶 小野正純 喜多秀行 SasakiYoh 宮下清栄
連名者２ 井村祥太朗 浜岡秀勝 塚原健一 屋井鉄雄 花岡伸也 四辻裕文
連名者３ 円山琢也 多田昌裕 秋山祐樹 金子広資
連名者４ 宗広一徳 五瀬伸吾
論文名 運営データに基づくカーシェアリ

ングの利用目的推定と潜在需要
に関する分析

脳構造計測による高齢ドライ
バーの運転特性分析

岩手県沿岸被災地の防潮堤整
備事業と防災まちづくり事業の関
係性分析　～地域の葛藤と結実
～

自転車シミュレータの再現性検
証に向けた混合交通下での走行
挙動分析

国際コンテナ貨物のインターモー
ダル輸送ネットワークモデルを用
いた中米地域のコンテナ船寄港
シミュレーション　～入港可能水
深別の分析を中心に～

合意形成内容のタイプと形成過
程の段階に応じた参加手法のあ
り方

外濠・内濠を望む潜在的視点場
分布と現状

個人の宿泊観光旅行回数の推
移に関する基礎的分析

発表者 河尻陽子 朴啓彰 樫原悠 宮之上慶 柴崎隆一 久隆浩 萩森大佑 古屋秀樹
所属 名古屋大学 高知工科大学 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 東京工業大学大学院 （一財）国際臨海開発研究センター（OCDI） 近畿大学 法政大学大学院 東洋大学国際観光学科
連名者１ 金森亮 熊谷靖彦 家田仁 鈴木美緒 川上泰司 福井恒明 全相鎮
連名者２ 山本俊行 阿部玲佳 小島卓也 高川剛 小柳桂泉
連名者３ 森川高行 大田学 柳沼秀樹 屋井鉄雄 飯島隆之
連名者４ 羽藤英二 角野隆
論文名 需要・供給の不確実性に着目し

た乗り捨て型カーシェアリングの
最適化プライシング

ドライビングシミュレータを利用し
た赤信号切り替わり情報提供時
の車両挙動分析

立地均衡モデルを用いた陸前高
田市の土地利用計画の評価

コミュニテイサイクルにおける選
択経路の特性
-金沢市レンタサイクルを対象と
して-

コンテナ輸送における船社・経路
の選択

市民参加型計画における計画プ
ロセスのマネジメントに関する研
究

ネットワークの閉路特性に着目し
た駅周辺街路の回遊性分析

観光案内ナビの多国語化を通し
て得た知見
～あすかナビの多国語化を通し
て～

発表者 若林由弥 中山達貴 谷下雅義 神山藍 松田琢磨 長曽我部まどか 永杉博正 大田香織
所属 東京大学大学院 京都大学大学院　工学研究科 中央大学 金沢工業大学 東京工業大学・日本海事センター 山口大学大学院 東日本旅客鉄道株式会社事業創造本部 ㈱社会システム総合研究所
連名者１ 斉藤いつみ 中村俊之 浅田拓海 工藤浩之 花岡伸也 松野利哉 羽藤英二 重森詩円
連名者２ 羽藤英二 宇野伸宏 榊原弘之 森本哲郎
連名者３ 山村啓一 松葉碧
連名者４ 山崎浩気 西田純二
論文名 車間距離測定プローブカーの長

期観測に基づくネットワーク交通
流のノンパラメトリック推定

運転中の情報機器操作による
ディストラクション発生時の車両
挙動に関する研究

災害リスクを考慮した土地利用
計画・マネジメントと都市計画の
融合

松山市における社会実験データ
に基づく自転車利用者の走行空
間選択特性の分析と空間整備・
規制方針の検討

国際貿易における港湾・空港関
連産業を考慮した多地域応用一
般均衡モデル

公共事業の計画段階評価の手
続き的構造問題について

街路整備に伴う歩行者の滞在効
用を考慮した駐車場配置問題

「大規模イベントにおけるスマー
トフォンアプリを活用した交通需
要マネジメントの可能性」
～鈴鹿F1日本グランプリにおけ
る社会実験の課題と検証～

発表者 瀬尾亨 萩原亨 馬場美智子 倉内慎也 木村祐太 屋井鉄雄 大山雄己 齋藤圭亮
所属 東京工業大学 北海道大学大学院工学研究院 兵庫県立大学 愛媛大学 首都大学東京大学院 東京工業大学 東京大学大学院 株式会社　建設技術研究所
連名者１ 朝倉康夫 鎌田拓未 青木俊介 石倉智樹 羽藤英二 中川哲也
連名者２ 鈴木祐太郎 小根山裕之 阪井宣行
連名者３ 江守昌弘
連名者４ 横山憲
論文名 Estimation and update of origin-

destination matrices using mobile
phone population density data in
Tokyo

発表者 GEQian
所属 東京工業大学
連名者１ 福田大輔
連名者２
連名者３
連名者４
論文名
発表者
所属
連名者１
連名者２
連名者３
連名者４

公共政策デザインコンペ
ポスターセッション

（10号館1階 tohtech
FORUM, 16:30まで一般審査

員投票受付）

話題提供者：
清水哲夫
（首都大学東京）
牧野浩志
（国土技術政策総合研究所）
葛西章史
（NPO青森ITSクラブ）



第1日目：6月7日(土) 時間帯4

第1会場 (912） 第2会場 (913) 第3会場 (921） 第4会場 (922） 第5会場 (924) 第6会場 (925) 第7会場 (934) 第8会場 (935) 第9会場 (936)

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

セッション名 沈黙の交通計画論 低炭素都市実現のための土地
利用・交通政策

LRTを活かしたまちづくり 自転車利用環境の計画・政策 土木計画学における空間経済モ
デル

需要変化の空間変化を踏まえた
人口減少時代のインフラ整備

おでかけを支える地域公共交通
の戦略と実践

「次の大津波」に備える防災計画
と地域構造

オーガナイ
ザー・
司会者

久保田尚 加藤博和 伊藤　雅 吉田長裕 石倉智樹 植村哲士 吉田　樹 森田　哲夫

論文名 PT調査におけるWebの適用可能
性に関する基礎的研究

既成市街地を対象とした街区群
デザインの低炭素性評価

交通運輸連合の形成と公共交通
輸送の持続可能性―ドイツ諸都
市の交通統計分析

マラソン・スポーツサイクル愛好
者からみた自転車利用増進施策

我が国における地域間代替弾力
性の産業別・空間スケール別特
性分析

東彩ガス供給エリアにおける
2030年の人口・世帯減少とガス
管ネットワークの関係

生活圏単位での地域公共交通
計画の必要性と計画手法に関す
る一考察

「次の大津波」に備える防災計画
と地域構造

プローブデータを活用した危険箇
所抽出手法に関する研究

目標車頭時間の視覚情報提示
が先行車追従行動に与える影響

発表者 平見憲司 森田紘圭 伊藤雅 山中英生 佐藤啓輔 植村哲士 杉浦晶子 森田哲夫 矢田淳一 平岡敏洋
所属 （一財）計量計画研究所 名古屋大学大学院環境学研究科 広島工業大学 徳島大学 神戸大学／復建調査設計㈱ 野村総合研究所 名古屋大学 東北工業大学 国土交通省国土技術政策総合研究所 京都大学
連名者１ 平田晋一 高野剛志 中嶋悠人 小池淳司 加藤博和 稲村肇 尾崎悠太 橘崇弘
連名者２ 森尾淳 加藤博和 真田純子 平井健二 福本雅之 森尾淳 藪雅行 葛西誠
連名者３ 藤岡啓太郎 林良嗣 小島浩 松本修一
連名者４ 松本正生 杉田浩
論文名 スマホ調査を実施したPT調査に

おける調査参加選択行動モデル
の構築

居住-移動統合分析に基づく低
炭素街区群デザイン手法の検討

広島市内再開発とＬＲＴ計画の動
向

奈良中心市街地における安全で
快適な自転車利用環境の創出に
向けた自転車利用ニーズの分析

交通整備評価のための産業連
関表と応用一般均衡モデルの整
合性

鉄道駅を核としたまちづくりのた
めの駅前広場の空間設計とユー
ザビリティに関する研究

Bus system planning procedure
with iPDCA mechanism for
enhancing residents' mobility

安全な津波避難の実現に向けた
施策の導入に対する市民意識の
分析
-宮城県気仙沼市民を対象として

長崎県域における行動ログデー
タの分析に基づく滞在施設属性
の推定

先々行車両の加減速情報が追
従車両に与える影響

発表者 円山琢也 高野剛志 園部貴之 本田拓也 小池淳司 鹿島翔 洪百賢 小野村広平 渡部康祐 櫻井宏樹
所属 熊本大学 名古屋大学大学院 中国新聞社 株式会社建設技術研究所 大阪本社 道路交通部 計画室 神戸大学大学院 大阪大学 大阪大学大学院 東京電機大学理工学部建築・都市環境学系 日本工営株式会社福岡支店技術第一部 慶応義塾大学大学院
連名者１ 平原雄太郎 森田紘圭 清水将之 伊藤朗 土井健司 角野惇 高田和幸 菅原優 松本修一
連名者２ 中村一樹 砂川尊範 猪井博登 大原美保 森賢二 葛西誠
連名者３ 加藤博和 堀内秀格 土井健司 藤生慎 門間俊幸 平岡敏洋
連名者４ 林良嗣 山中英夫 松本修一
論文名 宇都宮におけるLRT利用の市民

PRに関する研究
街区群の世帯構成の違いから見
た電気使用量分布推計による環
境政策効果分析

利用者・沿線住民の路面電車支
援意識からみたまちづくり　～阪
堺電気軌道を例に～

都心部の自転車歩行者専用道
路の移動環境改善に関する研究
～大阪天神橋筋商店街を対象と
して

空間経済分析のための市区町
村間交易マトリクスの推定と関東
地域への適用

周辺地区の変化に着目した近隣
センター空間を活かしたまちづく
りの方向性

公共交通のサービス水準と費用
負担の選択に関するモデル分析

ゲリラ豪雨時の社会現象に関す
る一考察
－twiterデータを用いた検討－

道路プローブ情報の道路管理へ
の活用に関する検討

工事規制区間近傍の交通状態
に関する基礎的分析

発表者 森千鶴 早川諒 仲村賢人 柳幸大介 吉川光志 小濱諒 池宮六季 藤生慎 田中良寛 山下賢一郎
所属 宇都宮大学 関西大学 関西大学大学院理工学研究科 大阪大学工学部 首都大学東京 関西大学 神戸大学大学院 金沢大学理工学域環境デザイン学類 国土交通省国土技術政策総合研究所 株式会社福山コンサルタント
連名者１ 森本章倫 北詰恵一 武田恵美 土井健司 石倉智樹 北詰恵一 喜多秀行 高田和幸 金澤文彦 割田博
連名者２ 長田哲平 北詰恵一 小根山裕之 四辻裕文 冨田智之 澤田泰征 小林健二郎
連名者３ 菅洋子 伊東大輔 佐治秀剛 深井靖史
連名者４
論文名 社会実験がサイレント層に及ぼ

す影響に関する研究―実験前ア
ンケートの回答内容から見た社
会実験後サイレント層の特徴―

低炭素都市実現に向けたエネル
ギー施策と市民の意識

フランスにおけるLRT導入の制度
的背景

パーソントリップデータに基づく自
転車交通量推計の有効活用方
法に関する考察

新経済地理学に基づく空間応用
一般均衡モデルによる便益評価

LABVを用いた都市再開発事業
の効率性の検討

能登半島地域における地域生活
交通の実態と地域連携方策に関
する調査研究

東日本大震災時の救援物資輸
送における一次集積所の実態分
析
－宮城県を対象として－

交通事故発生場所の経度・緯度
の精度検証と事故分析システム
の開発

渋滞終了位置の提供による渋滞
緩和効果の検証

発表者 小嶋文 川原志郎 南聡一郎 鈴木清 高山雄貴 高杉祥明 向川利樹 長田哲平 山田晴利 梅田祥吾
所属 埼玉大学大学院理工学研究科 川崎市環境総合研究所　都市環境課プロジェクト研究担当　研究員 大阪大学大学院法学研究科 国土交通省 四国地方整備局 四国技術事務所 愛媛大学 東京都市大学大学院 金沢大学大学院　自然科学研究科 宇都宮大学大学院 ITARDA、東京大学 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

連名者１ 白澤太貴 中野綾子 砂川尊範 石倉智樹 宮本和明 高山純一 後岡寿成 HORANONTTeerayut 田中淳
連名者２ 久保田尚 荻原朗 毛利浩徳 赤松隆 牧野史典 中山晶一朗 小早川悟 田中祥夫 小林健二郎
連名者３ 木村啓二 福富浩史 高木沙織 柴崎亮介
連名者４ 井村秀文 土井健司
論文名 公共事業を巡る各種言葉のイ

メージ変化要因に関するパネル
分析

統合型GISデータベースの構築と
エネルギー・資源循環システム
設計への適用

フランスにおける都市公共交通
政策に関する一考察
－ モンペリエ、ルマン、アンジェ
を事例として －

スマートフォンを活用した自転車
通行実態調査手法の提案

最適容積率規制下におけるコー
ドンプライシングと道路投資

内水氾濫軽減のために雨水を汚
水関連施設へ流入させるハイブ
リッドな下水道システムの提案と
効果に関する研究

群馬県におけるデマンドバス運
行の利用実態と課題

広域災害時における災害時応援
協定の効果的な締結方法につい
て

大型車両に対する走行経路表示
システムの有効性検証実験

まちのナビゲーターから輸送・情
報・エネルギーの統合サービスを
目指して　―長崎電気軌道の「ド
コネ」―

発表者 田中皓介 戸川卓哉 吉川耕司 中野達也 川口宏弥 白柳博章 加藤明裕 後岡寿成 築地貴裕 森田均
所属 京都大学大学院工学研究科 国立環境研究所 大阪産業大学 国土技術政策総合研究所 東北大学 奈良県 前橋工科大学大学院 日本工営株式会社 国土技術政策総合研究所 長崎県立大学国際情報学部
連名者１ 神田佑亮 藤田壮 塚本直幸 小林寛 河野達仁 北村幸定 湯沢昭 長田哲平 金澤文彦 松坂勲
連名者２ 藤井実 今田勝昭 小早川悟 鈴木彰一 山口泰生
連名者３ 平野勇二郎 高宮進 佐治秀剛 高比良惣
連名者４ 大西悟
論文名 地域の物語に着目した住民協働

事業への参画に関する研究
コンパクトシティ形成のための移
転促進，および交通政策の有効
性に関するモデル分析

フランスにおけるLRTプロジェクト
と公共空間デザインに関する考
察
  ―ディジョン、ブレスト、トゥー

自転車レーンと自歩道の併用整
備の実態とその是非

動学SCGEモデルによる高速道
路整備便益の推計

多時点最適配置モデルに基づく
廃棄物焼却施設の更新・廃止戦
略の安定性

時系列データにもとづいた地域
鉄道の維持に関する考察

地域建設業が担う災害応急対策
の現状と課題に関する研究

Bluetooth通信を活用した移動体
間距離推定に関する研究

アニメーションを観光コンテンツと
して活用する地域ITSの可能性

発表者 窪田愛実 相川航平 ペリー史子 金利昭 東山洋平 吾妻樹 森川裕貴 久保田修司 薄井智貴 金石明日香
所属 愛媛大学 熊本大学大学院自然科学研究科 大阪産業大学 茨城大学 日本大学大学院 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻 筑波大学大学院システム情報工学研究科 政策研究大学院大学政策研究科 名古屋大学 長崎県立大学大学院国際情報学研究科

連名者１ 羽鳥剛史 溝上章志 森杉壽芳 大窪和明 石田東生 日比野直彦 金杉洋 森田均
連名者２ 福田敦 奥村誠 岡本直久 森地茂 熊谷潤
連名者３ 山本俊行
連名者４ 森川高行
論文名 地域活力に資する発電事業に関

する物語描写研究
農地制度が土地利用と生物多様
性に与える影響の実証的検討

トランジットモールにおけるLRT
騒音の測定結果分析

動学的多地域応用一般均衡モデ
ルによる気候変動に伴う水害被
害の計測

各都道府県における持続可能な
地域社会形成に関する研究

「真の利用者」による公共交通維
持のあり方について－九州の事
例から－

東日本大震災における道路啓開
から学ぶ南海トラフ巨大地震に
関する研究

発表者 荒川友洋 今野悟 波床正敏 中嶌一憲 小竹輝幸 大井尚司 山本和宏
所属 京都大学大学院工学研究科 東北大学大学院情報科学研究科 大阪産業大学工学部都市創造工学科 兵庫県立大学 社会システム株式会社 大分大学経済学部 政策研究大学院大学政策研究科
連名者１ 吉村まりな 福本潤也 森杉壽芳 森地茂 森地茂
連名者２ 宮川愛由 森杉雅史 日比野直彦 日比野直彦
連名者３ 藤井聡 坂本直樹 稲村肇
連名者４
論文名 高知県黒潮町におけるレジリエ

ンス確保のための防災行政につ
いての物語描写研究

バンコクにおける交通網整備シ
ナリオの違いが経済発展とCO2
排出に与える影響分析

欧州諸国におけるＬＲＴ車両への
自転車持込規則とその背景

道路ネットワーク整備評価のた
めの交通均衡配分を統合した
SCGEモデルの開発

英国における改革の論点から見
たわが国PFIの現状と課題

地域公共交通網の再構築が都
市に与えるインパクトに関する実
証分析

なぜ、小規模孤立型の高台防災
移転計画が発生したのか？
－その原因と背景の分析－

発表者 佐藤翔紀 山下優輔 遠藤俊太郎 武藤慎一 坪井薫正 吉田樹 稲村肇
所属 京都大学大学院 名古屋大学 カッセル大学 山梨大学 政策研究大学院大学 福島大学 東北工業大学工学部都市マネジメント学科

連名者１ 神田佑亮 三室碧人 安藤倫規 宮本和明 森田哲夫
連名者２ 藤井聡 中村一樹 森杉壽芳 森地茂
連名者３ 加藤博和 井上聰史
連名者４ 林良嗣
論文名 中国における自動車製造業サプ

ライチェーンの直接・間接CO2排
出量の将来推定

発表者 中道久美子
所属 東京工業大学
連名者１ 花岡伸也
連名者２ 谷蘊
連名者３
連名者４

16:45～18:15

ITS（高度道路交通システム）(P)
※電子情報通信学会 ITS研究会との併催

松本修一

第10会場（1号館3階133）
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