
■研究報告 セッションＡ （物流）

司会 杉山 武彦（成城大学）

10:20

タイトル 自由貿易協定が国際物流の自由化・円滑化に果たす役割

報告者 長谷部正道（大和総研）

討論者 桜井　徹（日本大学）

タイトル
トラック輸送からフェリー・RORO船輸送へのモーダルシフトの可
能性に関する研究

報告者 荒谷太郎（運輸政策研究機構）

討論者 松尾 俊彦（大阪商業大学）

タイトル
距離の要素を取り入れた物流に関する考察：東北地方を対象
に

報告者
田村正文（八戸学院大学）
橘洋介（八戸学院大学） 18：00～　懇親会　（東棟3階「スエヒロ」）

討論者 鈴木 崇児（中京大学）

■研究報告 セッションB （鉄道） ■研究報告 セッションC （道路・自動車） ■研究報告 セッションD（航空）

司会 斎藤 峻彦（関西鉄道協会都市交通研究所） 司会 佐々木 公明（尚絅学院大学） 司会 中条 潮（慶應義塾大学）

タイトル 鉄道インフラの海外輸出に関する研究 タイトル
Restrictions over Foreign Ownership of Civil Airlines
– Regional Joint Ventures and Virtual Alliances -

報告者 那須野 育大（中央大学） 報告者 Dimitar M. Dimitrov（一橋大学）

討論者 宇都宮浄人（関西大学） 討論者 西村剛（ANA総合研究所）

タイトル 輸送障害時における人流シミュレーション タイトル
我が国の自動車関係諸税の税体系に関する一考察
－走行燃費と自動車保有率を考慮したガソリン消費モデル－

タイトル
アジア・太平洋地域におけるフルサービスネットワーク航空会社
(FSNA)による新規航空会社の展開

報告者
古谷   修平（日立製作所）
大塚理恵子（日立製作所）
鈴木　敬（日立製作所）

報告者 田邉勝巳（慶應義塾大学） 報告者 金仙淑（同志社大学）

討論者 奥嶋 政嗣（徳島大学） 討論者 橘 洋介（八戸学院大学） 討論者 味水佑毅（高崎経済大学）

タイトル シンガポールにおける住宅政策と地下鉄事業 タイトル 自家輸送を明示化した地域間産業連関表の作成 タイトル 航空機内の安全阻害行為に対する管轄権

報告者 仲田知弘（運輸調査局） 報告者 武藤慎一（山梨大学） 報告者 古畑真美（国際民間航空機関）

討論者 河上哲（近畿大学） 討論者 小島 克巳（文教大学） 討論者 酒井正子（帝京大学）

タイトル
地方鉄道における施策別経営改善効果に関する研究
～複数のシナリオによる比較～

タイトル
交通調整を意図した都市高速道路の対距離料金設定に関する
検討

タイトル
水上飛行機導入による交通行動変化に関する研究 －東京都
市圏～宮古市の利用者を対象として－

報告者
渡邉   亮（運輸調査局）
藤井大輔（運輸調査局）

報告者
秋山孝正（関西大学）
井ノ口弘昭（関西大学）
奥嶋政嗣（徳島大学）

報告者
轟朝幸（日本大学）
西内裕晶（長岡技術科学大学）

討論者 大井 尚司（大分大学） 討論者 竹内健蔵（東京女子大学） 討論者 朝日亮太（福山平成大学）

■研究報告 セッションE（地域交通） ■研究報告 セッションF（都市交通） ■研究報告 セッションG（観光）

司会 正司健一（神戸大学） 司会 松澤 俊雄（大阪市立大学名誉教授） 司会 宮下 國生（関西外国語大学）

タイトル
ソフトな予算制約問題と第三セクターのパフォーマンス
－運輸分野を対象とした実証分析－

タイトル 東京圏における高齢者の外出状況と公共交通の利用実態 タイトル
欧州におけるツアーオペレーター・航空会社間の関係変化と競
争システムの検討

報告者
松本守（北九州市立大学）
後藤孝夫（近畿大学）

報告者 金子雄一郎（日本大学） 報告者 小熊仁（金沢大学）

討論者 須田 昌弥（青山学院大学） 討論者 毛海 千佳子（大阪成蹊短期大学） 討論者 廻洋子（淑徳大学）

タイトル
ドイツの地域公共交通に関する実証分析
：州別パネルデータによる検証

タイトル タクシー事業の規制緩和と料金決定：市場構造に着目した分析 タイトル 日本人と外国人の観光消費による生産波及効果の比較分析

報告者 宇都宮浄人（関西大学） 報告者 松野由希（運輸調査局） 報告者
栗原剛（運輸政策研究機構）
荒谷太郎（運輸政策研究機構）
岡本直久（筑波大学）

討論者 松永和生（地域発展計画研究者機構） 討論者 新納 克廣（奈良県立大学） 討論者 井原 健雄（中部圏社会経済研究所）

タイトル
地下鉄事業とバス事業の範囲の経済性の測定
―全国7公営事業者における実証分析―

タイトル 2つのODデータを用いた観光魅力度推定に関する一考察

報告者 松崎朱芳（青山学院大学） 報告者 古屋秀樹（東洋大学）

討論者 浦西 秀司（大阪市立大学） 討論者 山内 弘隆（一橋大学）

・懇親会費として5,000円を当日お支払いください
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日本交通学会　第72回　研究報告会　　プログラム

10月5日（土曜日）　　　　（10：00～受付開始）
研究報告会場（高層棟2階202教室）
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10月6日（日曜日）　　　（9：30～受付開始）

（昼食）近隣の飲食店をご利用ください
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第１会場　（高層棟5階　503教室） 第２会場　（高層棟5階　504教室） 第３会場　（高層棟5階　505教室）
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開会挨拶

（昼食）近隣の飲食店をご利用ください

＊詳細は別途シンポジウムプログラムをご覧ください
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（南棟講堂）

13：00～16：30　シンポジウム　「物流施策の課題と展望」
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シンポジウム プログラム 

趣旨説明                        13:00～13:05  

                  司会：高田 富夫 氏（流通経済大学） 
 

報告 

（１）物流のシームレス化と連結性の重要性 13:05～13:20 
   －官・民の連携による連結化の推進－      

中村 次郎 氏 
（日本通運株式会社） 

 
（２）ロジスティクスコンセプト 2020 13:20～13:35 

久保田 精一氏 
（日本ロジスティクスシステム協会） 

 
（３）最近の物流政策について 13:35～13:50 

金井 昭彦 氏 
（国土交通省総合政策局） 

 
（４）安心・安全のための物流施策             13:50～14:05 

－救援・復興・防災のための計画論－ 
       苦瀬 博仁 氏 

（東京海洋大学） 
 
（５）サプライチェーンのグローバル展開とアジア共通物流政策 14:05～14:20 

根本 敏則 氏 
（一橋大学） 

 
休憩                           14:20～14:40 

 

シンポジウム 「物流施策の課題と展望」       14:40～16:30 

 
《パネリスト》    中村次郎氏（日本通運株式会社） 

久保田精一氏（日本ロジスティクスシステム協会） 
金井昭彦氏（国土交通省総合政策局） 
苦瀬博仁氏（東京海洋大学） 
根本敏則氏（一橋大学） 

《コーディネーター》  高田富夫氏（流通経済大学） 
 
＊休憩時間にパネリストに対するご質問を質問票にて回収させて頂きます。 
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