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第 1 日：10 月 7 日（土）会場：和歌山県民文化会館（和歌山市小松原通 1-1） 

・統一論題（基調講演・シンポジウム） 

・日本交通学会総会 

・懇親会（ホテルアバローム紀の国：和歌山県民文化会館のとなり） 

第 2 日：10 月 8 日（日）会場：和歌山大学（和歌山市栄谷 930） 

自由論題（午前：セッション A・B・C・D/午後：セッション E・F・G） 



第 1 日（10 月 7 日（土）） 

  １１：３０ 受付開始（和歌山県民文化会館小ホール前） 

               

１．シンポジウム（統一論題）「地方都市のまちづくりと交通政策」 

  １２：３０ 開会挨拶  瀧 寛和氏（和歌山大学長）  

１２：４０ 基調講演 

   松本 年弘 氏 （国土交通省総合政策局公共交通政策部長） 

   

１３：２０ 休憩 

   

１３：３０ パネル報告 

伊藤 義彦 氏 （西日本旅客鉄道 和歌山支社長） 

兒山 真也 氏 （兵庫県立大学教授） 

田島 宇一郎 氏 （福井市都市戦略部理事）  

寺田 一薫 氏 （東京海洋大学教授） 

中西 望 氏 （和歌山社会経済研究所研究委員） 

（50 音順） 

  １４：２５ パネルディスカッション 

   パネリスト 

伊藤 義彦 氏  

兒山 真也 氏  

田島 宇一郎 氏   

寺田 一薫 氏  

中西 望 氏  

松本 年弘 氏                        （50 音順） 

   コーディネーター 辻本 勝久 氏 （和歌山大学教授） 

 

２．日本交通学会総会 

  １５：３０～１６：３０  

 

３．懇親会（ホテルアバローム紀の国） 

  １７：００～１９：００        

   会場：ホテルアバローム紀の国（和歌山県民文化会館のとなり） 

会費：6,000 円（当日受付にてお支払ください） 

 

  



第 2 日（10 月 8 日（日）） 

  ９：４５ 受付開始（和歌山大学） 

 

１．自由論題 

  １０：００～１２：００ 自由論題（経済学部講義棟） 

               セッションＡ（鉄道Ⅰ）     （１階 105 教室） 

               セッションＢ（地域交通）   （１階 104 教室） 

               セッションＣ（航空Ⅰ）     （１階 103 教室） 

               セッションＤ（海上交通）    （１階 102 教室） 

 

１３：００～１４：３０ 自由論題(経済学部講義棟)  

               セッションＥ（鉄道Ⅱ）     （１階 105 教室） 

               セッションＦ（観光）      （１階 104 教室） 

               セッションＧ（航空Ⅱ）     （１階 103 教室） 

 

（詳細は自由論題プログラムをご覧ください） 

 

※２日目の昼食について 

 12：00～13：00 に大学生協食堂を開店します。 

 特別営業のため、メニューは 500 円の定食 2 種類からの選択となります。ご利用くださ

い。 

 

 

  



開催場所（第 1日目）：和歌山県民文化会館(小ホール) 

〒640-8269 和歌山市小松原通り一丁目 1番地 和歌山県庁正門前  

TEL：073-436-1331 

 

 

 

［和歌山県民文化会館へのアクセス］HP: http://www.wacaf.or.jp/access.html 

○南海電鉄「和歌山市駅」より 

•徒歩 約 20 分 

•タクシー 約 5 分 

•バス 約 10 分（9・10 番のりば） 

 「県庁前」バス停下車（バス停より約 300m・徒歩約 4 分） 

○JR「和歌山駅」より 

•徒歩 約 35 分 

•タクシー 約 10 分 

•バス 約 10 分（2 番のりば） 

 「県庁前」バス停下車（バス停より約 300m・徒歩約 4 分） 

○阪和自動車道「和歌山 I・C」より 

•お車で 約 15 分・約 5km （会館南側 有料立体駐車場完備） 

 

  

http://www.wacaf.or.jp/access.html


開催場所（第 2日目）：和歌山大学 

〒640-8510 和歌山県和歌山市栄谷 930  

TEL: 073-457-7007 

 

 

 

［和歌山大学へのアクセス］HP: https://www.wakayama-u.ac.jp/about/access.html 

○南海和歌山大学前駅から 

・徒歩で約 20 分 

・和歌山バス（和歌山大学前駅東口バス停 和歌山大学方面行き）で約 4 分 

※和歌山大学前駅東口発 9:43 分に、和歌山大学行き臨時直行バスを運行します。 

○南海和歌山市駅から 

・和歌山バス（6・7 番乗り場 和歌山大学行き）で約 20 分 

○JR 和歌山駅から 

・和歌山バス（4 番乗り場 和歌山大学行き）で約 30 分 

 

 

  

https://www.wakayama-u.ac.jp/about/access.html


2017 年度 研究報告会プログラム（自由論題） 

 

 

■研究報告 セッションＡ （ 鉄道Ⅰ）10月8日（日） ■研究報告 セッションB （道路交通）10月8日（日） ■研究報告 セッションC（ 航空Ⅰ ）10月８日（日） ■研究報告 セッションD（海上交通）10月8日（日）

司会 正司健一（神戸大学） 司会 太田和博 (専修大学) 司会 山内弘隆 (一橋大学) 司会 宮下國生 (関西外国語大学)

タイトル 低需要地域における持続可能な公共交通のあり方について タイトル 高齢ドライバーはなぜ運転をするのか？ タイトル 欧州における国際航空の分析 タイトル
日本と東アジアにおける空運・海運選択に関する実証的研究
－航空化率を対象にして－

報告者
遠藤　俊太郎・交通経済研究所
渡邉　亮・交通経済研究所
曽我　治夫・東日本旅客鉄道

報告者
眞中　今日子・横浜市立大学大学院
中村　彰宏・横浜市立大学
加藤　一誠・ 慶應義塾大学

報告者 仲田　知弘・国土交通省 報告者 松瀬由佳里・神戸大学大学院

討論者 鶴指眞志（長崎県立大学） 討論者 加藤博和(米子工業高等専門学校) 討論者 今橋隆（法政大学） 討論者 橋本悟（帝京大学）

タイトル
路面電車・LRT事業と路線バス事業の兼業による費用効果
に関する研究

タイトル
ICカードデータを用いた包絡分析法によるバス路線評価に
関する基礎的研究~とさでん交通バス路線を例に~

タイトル 欧州主要空港における着陸料を用いた低騒音機の誘導政策 タイトル クルーズ船における大気汚染の影響-博多港のケース-

報告者 井口　智史・和歌山大学 報告者
西内裕晶・高知工科大学
兵頭知・日本大学
轟朝幸・日本大学

報告者 髙橋達・空港環境整備協会 報告者
鈴木裕介・福岡大学
酒井裕規・神戸大学
湧口清隆・相模女子大学

討論者 那須野育大（富山高等専門学校） 討論者 岸　邦宏（北海道大学） 討論者 河本健（日本航空） 討論者 醍醐昌英（関西外国語大学）

タイトル ドイツの地域鉄道政策における「生存配慮」概念 タイトル 都市のコンパクト化に対する土地の利用規制の影響 タイトル
佐賀空港におけるインバウンドの拡大とLCC利用者の旅行行
動

タイトル
外航クルーズ客船の寄港の集中がもたらす負の影響に関す
る考察

報告者 土方まりこ・交通経済研究所 報告者
竹本　亨・帝塚山大学
赤井　伸郎・大阪大学大学院
沓澤　隆司・政策研究大学院大学

報告者 亀山　嘉大・佐賀大学 報告者
湧口清隆・相模女子大学
酒井裕規・神戸大学

討論者 小林大祐（東洋学園大学） 討論者 橘洋介（広島修道大学） 討論者 引頭雄一（関西外国語大学） 討論者 廻洋子（敬愛大学）

タイトル 鉄道会社における減損会計の現状と課題 タイトル
首都高における混雑課金導入及び将来交通需要変動によ
る余剰への影響分析

タイトル
確率的フロンティア分析による非航空系活動を考慮した空港
の効率性計測

タイトル
水上飛行機の活用に向けた北米における水域利用の実態と
課題

報告者 石川順章・東洋大学大学院 報告者

大瀧逸朗・公共計画研究所
今西芳一・公共計画研究所
内山直浩・公共計画研究所
根本敏則・敬愛大学
宮武宏輔・流通経済大学

報告者 安達 晃史・神戸大学大学院 報告者
江守　央・日本大学
轟　朝幸・日本大学
川﨑　智也・東京工業大学

討論者 青木真美（同志社大学） 討論者 鈴木裕介(福岡大学) 討論者 横見宗樹(大阪商業大学) 討論者 中条潮（京都学園大学）

11:30～12:00 A-4 11:30～12:00

11:00～11:30 D-311:00～11:30 A-3 11:00～11:30 C-311:00～11:30 B-3

D-4B-4 11:30～12:0011:30～12:00 C-4

10:30～11:00 A-2 B-2 D-210:30～11:00 C-2 10:30～11:0010:30～11:00

10:00～10:30 A-1 10:00～10:30 D-110:00～10:30 B-1 10:00～10:30 C-1 キャンセルになりました

このセッションは10時30分開始になります。

C4とG1が入れ替わりました。
■研究報告 セッションE （ 鉄道Ⅱ ）10月8日（日） ■研究報告 セッションF（ 観光 ）10月8日（日） ■研究報告 セッションG （航空Ⅱ）10月8日（日）

司会 西村弘 (関西大学) 司会 竹内健蔵  (東京女子大学) 司会 石田信博 (同志社大学)

タイトル
知的情報処理を用いた都市鉄道需要変化の推計に関する
研究

タイトル
対話原理の活用による日米事例分析を通じたインバウンド・
コミュニケーションの高質化に関する研究

タイトル 日本における航空産業の集積と地域経済への効果

報告者
秋山 孝正・関西大学
井ノ口 弘昭・関西大学
保田 義之・関西大学

報告者 中野宏幸・交通研究者 報告者
堂前 光司・神戸大学大学院
松本 秀暢・神戸大学

討論者 西内裕晶（高知工科大学） 討論者 岡本直久(筑波大学) 討論者 竹本亨（帝塚山大学）

タイトル 道南地域における北海道新幹線開業効果の持続可能性 タイトル
地方における国際・国内航空便等による外国人（中国、韓
国、台湾）延べ宿泊数に対する影響についての調査研究

タイトル ヒースロー空港の拡張と空港アクセスの強化

報告者 岸　邦宏・北海道大学 報告者
九鬼令和・首都大学東京
清水哲夫・首都大学東京

報告者 醍醐 昌英・関西外国語大学

討論者 板谷和也(流通経済大学) 討論者 鎌田裕美（一橋大学） 討論者 福井秀樹（愛媛大学）

タイトル
都市間鉄道との競争を考慮した国内航空市場の分析―ロ
ジット／クールノー・ハイブリッドモデル

タイトル
Benefit and Cost of Visa relaxation -Empirical Analysis on
the Impact of Visa waiver-

タイトル
英国を事例とした我が国における空港運営政策に関する一考
察

報告者 山口　勝弘・東京大学 報告者
後藤剛志・大阪大学大学院
赤井伸郎・大阪大学

報告者
岡本 直久・筑波大学
佐藤 慧一・筑波大学

討論者 文世一（京都大学） 討論者 浦西秀司(大阪市立大学) 討論者 西藤真一(島根県立大学)

14:00～14:30 G-3

13:00～13:30 G-1

13:30～14:00 G-213:30～14:00 E-2

14:00～14:30 F-314:00～14:30 E-3

13:30～14:00 F-2

13:00～13:30 E-1 13:00～13:30 F-1

C4とG1が入れ替わりました。


