日本交通学会
第 73 回研究報告会・会員総会
プログラム
統一論題「都市観光と交通」
2014 年 10 月 18 日（土）・19 日（日）
会場：同志社大学今出川校地
良心館・寒梅館
第 1 日：10 月 18 日（土）
・エクスカーション
・統一論題（基調講演・シンポジウム）
・会長講演
・総会
・懇親会
第 2 日：10 月 19 日（日）
・自由論題

日本交通学会第 73 回大会実行委員会
〒602-8580 京都府京都市上京区玄武町
同志社大学 商学部 青木真美研究室
TEL：075-251-3681
E-mail:maoki@mail.doshisha.ac.jp

第 1 日（10 月 18 日（土））
*無料ですが必ず事前にお申し込みください

１．エクスカーション

9 時 30 分集合【良心館 南入口】
同志社大学周辺の「仁丹看板」（琺瑯製の住所表示板）をめぐるまち歩きを、京都仁丹
樂會のメンバーのご案内により行います。（京都仁丹樂會 HP：http://jintan.kyo2.jp/）
２．統一論題

「都市観光と交通」

11 時 45 分受付開始【良心館地下
12 時 30 分～13 時 20 分

RY 地 2 教室】

基調講演
須田
寛 氏

（東海旅客鉄道株式会社相談役）

13 時 30 分～15 時 20 分
シンポジウム
パネリスト
別府 正弘 氏 （京都市歩くまち・京都推進室長）
高野 隆嗣 氏 （アルパック (株)地域計画建築研究所）
山内 弘隆 氏 （一橋大学大学院教授）
秋山 孝正 氏 （関西大学教授）
コーディネーター 廻
洋子 氏 （淑徳大学教授）
３．会長講演
15 時 30 分～16 時 20 分

中条

潮

氏（慶應義塾大学教授）

４．総会
16 時 30 分～18 時 00 分
５．懇親会

会費：5,000 円（事前にお申し込みください）

18 時 00 分～20 時 00 分
【会場；寒梅館 1 階 “Hamac de Paradis（アマーク・ド・パラディ）寒梅館”】
第 2 日（10 月 19 日（日））
自由論題
9 時 15 分受付開始【良心館 1 階】
10 時 00 分～12 時 00 分 セッション A（鉄道）
セッション B（道路・自動車）
セッション C（バス）
13 時 00 分～15 時 00 分 セッション D（地域交通）
セッション E（航空・港湾）
セッション F（バス）
（詳細は自由論題プログラムをご参照ください）
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同志社大学今出川校地へのアクセス
JR 京都駅から
地下鉄烏丸線 国際会館行き 今出川駅（所要時間 9 分）
阪急京都線四条駅から 地下鉄烏丸線 国際会館行き 今出川駅（所要時間 6 分）
京阪本線出町柳駅から 西行きバス（201、203）
烏丸今出川（所要時間 5 分）
徒歩 15 分
良心館へは、地下鉄北改札口右手の出口１をご利用ください。
【同志社大学今出川校地

アクセスマップ】

寒梅館

良心館

1 階入口

出町柳駅からのバス停

学会役員の皆様へのご案内
（１）理事会・評議員会
日
場

時：10 月 17 日（金）18 時 00 分～20 時 00 分
所：TKP ガーデンシティ京都 7 階「橘」
※京都駅前の京都タワービル（京都タワーホテル）内にございます。

理事会・評議会

会場

TKP ガーデンシティ京都 7 階「橘」
〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 721-1
京都タワーホテル 7F
TEL：075-342-1533（事務所直通）
7 階へは京都タワーホテルのエレベーターを御利用ください。
※隣接の販売店内（京都タワー名店街）のエレベーターは 7 階に止まりませんのでご
注意ください。

（２）編集委員会
日
場

時：10 月 19 日（日）12 時 00 分～13 時 00 分
所：未定（同志社大学 良心館内）

■研究報告 セッションA （鉄道）
司会：正司健一（神戸大学）
10:00～10:30 A-1

■研究報告 セッションB （道路・自動車）
司会：山内弘隆（一橋大学）

日本の私鉄企業のパフォーマンス
における多角化戦略の影響

ソン・ヨンジュン
（神戸大学）

10:00～10:30 B-1

討論者： 鎌田裕美（淑徳大学）

10:30～11:00 A-2

開発途上国の鉄道貨物輸送実態
国際比較分析

花岡伸也
（東京工業大学）
祖田真志
（東京工業大学）

10:30～11:00 B-2

社会資本のメンテナンスが与えるマ 髙橋 達
クロ経済的影響
（空港環境整備協会）
今橋 隆
討論者：
（運輸政策研究機構）
シンガポールにおける交通需要マ
ネジメントの取り組み

討論者： 小澤茂樹（大同大学）

鉄道旅客交通量の変動要因分析

11:00～11:30 B-3

討論者：
株式所有構造や取締役会構成が
鉄道事業の経営パフォーマンスに
11:30～12:00 A-4 与える影響
討論者：

松本守（北九州大学）
後藤孝夫（近畿大学）

討論者： 青木真美（同志社大学）
西内裕晶
生存時間分析を用いた路面電車の
（長岡技術科学大学）
利用者数の変化に関する研究 -土
轟 朝幸（日本大学）
13:30～14:00 D-2 佐電氣鐵道を対象として 川崎智也（日本大学）
討論者： 今井理雄（駒沢大学）

14:00～14:30 D-3

討論者：

11:30～12:00 B-4

長期的需要を考慮した都市高速道
路料金政策に関する考察

竹内健蔵
（東京女子大学）

LRT事業の都市間比較からみた導 井口智史
入・復活の可能性
（和歌山大学大学院）

地域鉄道の維持に関する考察-時
系列データによる検討-

維持更新時代における道路の車種
別限界費用とネットワークの再検討

坂西明子
（奈良県立大学）

■研究報告 セッションD （地域交通）
司会：斎藤峻彦（近畿大学名誉教授）

13:00～13:30 D-1

討論者：

栗田善吉（運輸調査局）

11:00～11:30 A-3

森川裕貴
（筑波大学大学院）
岡本直久（筑波大学）

討論者： 大井尚司（大分大学）

■研究報告 セッションC （バス）
司会：西村 弘（関西大学）

仲田知弘
（運輸調査局）
湯川創太郎
（マレーシア国民大学）
味水佑毅
（高崎経済大学）
脇嶋秀行
（建設技術研究所）
松井竜太郎
（建設技術研究所）
鈴木裕一
（建設技術研究所）
根本敏則（一橋大学）
田村正文
（八戸学院大学）
秋山孝正（関西大学）
奥嶋政嗣（徳島大学）
井ノ口弘昭（関西大学）

10:00～10:30 C-1

コミュニティバスの乗合バス事業者 松崎朱芳
における運行の可能性
（青山学院大学）
討論者： 根本敏則（一橋大学）

10:30～11:00 C-2

公営バス事業の費用効率性と異質 笠井文雄
性に関する実証分析
（早稲田大学大学院）
討論者：

域内バス事業における公・民QP（質
的協調）政策について －英国オッ 鶴指眞志
クスフォードにおける最近の事例
（神戸大学大学院）
11:00～11:30 C-3
－

討論者：

11:30～12:00 C-4

発展途上国における足の確保：マ
レーシアにおける地方交通問題

討論者： 太田和博（専修大学）

討論者：

■研究報告 セッションE （航空・港湾）
司会：宮下國生（関西外国語大学）

■研究報告 セッションF （海外都市交通）
司会：松澤俊雄（大阪市立大学名誉教授）

米国航空会社の合併時の運賃設
朝日亮太
定行動に関する実証分析～2005年
（福山平成大学）
13:00～13:30 E-1 USエア・アメリカウエスト合併の

ドイツにおける公共交通等の利用
にガソリン価格が及ぼす影響に関
13:00～13:30 F-1 する実証分析

討論者： 泉正史（東海大学）
Limitations of Liberalization Policy
in the Aviation Industry
– The Case Study of Gulf airlines
13:30～14:00 E-2
expansion in Australia in Germany

Dimitar M. Dimitrov
（一橋大学）

西藤真一
（島根県立大学）
小川雅史
港湾管理者の管理運営の効率性と （東京海洋大学大学
ガバナンスに関する一考察
院）
14:00～14:30 E-3
寺田一薫
伊藤秀和
討論者：
（関西学院大学）
討論者：

中山徳良
（名古屋市立大学）

討論者：

13:30～14:00 F-2

フランスの都市交通政策における
契約の形態と特徴

寺田一薫
（東京海洋大学）
湯川創太郎（マレーシ
ア国民大学）
寺田 英子
（広島市立大学）

藤崎耕一
小川雅司
（羽衣国際大学）
板谷和也（運輸調査
局）

討論者： 酒井裕規（神戸大学）
宇都宮浄人（関西大
フランスの地域公共交通需要の動
学）
向と特徴 -ドイツとの比較分析を中
青木亮（東京経済大
14:00～14:30 F-3 心に学）
土方まりこ（運輸調査
討論者：
局）

