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１９７９年（通巻２３） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 麻生平八郎   

第 1 部  統一論題研究 都市交通の戦略    頁 

都市交通政策の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 秋山 一郎 1

大東京圏総合交通体系の 適編成・・・・・・・・・・・・・・ 河野 博忠 29

都市交通の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 姫野  侑 51

自動車時代の都市交通政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小淵 洋一 71

都市交通の戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 角本 良平 93

第 2 部  一般研究  

交通サービスの公共性・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－公共経済学的アプローチ－ 

山田 浩之 109

派生需要としての交通サービスと消費者行動・・・・・・・・・ 丸茂  新 125

民営鉄道の運賃制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－大手民鉄を中心として－ 

前田 義信 139

国鉄経営組織に関する一考察・・・・・・・・・・・・・・・・ 石井 武俊 157

第 3 部  学界展望・書評  

《学界展望》  

総合交通政策における目標と手段・・・・・・・・・・・・・ 蔵下 勝行 175

《書評》  

池田博行著「ドイツ鉄道小史」・・・・・・・・・・・・・・ 

（時潮社 1978 年 12 月、A5、402 ページ） 

石井彰次郎 187

《回顧》  

今野源八郎先生を囲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・ 増井 健一 193

 藤井彌太郎 

第 4 部  学会記事  

《学会動静》      213



《会員業績リスト》     216

《追悼記》     229

佐藤敏章先生をしのんで・・・・・・・・・・・・・・・・・ 田原 榮一 

上条悦司君の死を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木恒一 

本山 実氏をいたむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高橋 秀雄 

山内公猷氏を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中島 勇次 

大森一二教授の長逝を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・ 細野日出男 

大庭竹治氏を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 杉山 栄一 

北 久一教授の長逝を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・ 細野日出男 
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１９８０年（通巻２４号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今野源八郎   

Ⅰ 統一論題研究 エネルギー問題と交通    頁 

エネルギー問題と交通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中村  貢 1

鉄道とエネルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐藤 金司 13

道路交通における省エネルギー政策・・・・・・・・・・・・・・ 武田 文夫 25

石油エネルギー問題と貨物輸送産業・・・・・・・・・・・・ 野村  宏 39

エネルギー不足時代の内航海運・・・・・・・・・・・・・・ 小川  武 53

航空とエネルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 津崎 武司 68

Ⅱ 一般研究  

交通弱者問題への政策論的接近・・・・・・・・・・・・・・ 衛藤 卓也 79

地方部における自家用車の共同利用について・・・・・・・・・ 中条  潮 93

地方中核都市におけるバス交通の需要促進に関する研究・・・・ 
定井 喜明 

安部 隆久 

106

内航海上労働者の労働と生活・・・・・・・・・・・・・・・・ 土居 靖範 115

Ⅲ 学界展望・書評  

《学界展望》  

ドイツにおける交通政策の動向と交通学会の対応・・・・・・ 杉山 雅洋 125

《書評》  

都市交通計画の新しい発想・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐藤 豊彦 134

  

《対談》  

富永先生と共に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 角本 良平 140

Ⅳ 学会記録  

《学会動静》  155



《会員業績リスト》  158

《追悼記》  168

藤田信一氏を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事 務 局 

会員中山伊知郎博士を悼う・・・・・・・・・・・・・・・・ 細野日出男 

河本健次君を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 増井 健一 

鈴木 明、尾沢 功両氏をしのぶ・・・・・・・・・・・・・ 鈴木 順一 

《編集後記》     170

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９８１年（通巻２５号） 
 

序にかえて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今野源八郎   

Ⅰ 統一論題研究 総合交通政策再論－政策と介入のあり方    頁 

開題－総合交通政策論の回顧と展望・・・・・・・・・・・・ 増井 健一 1

総合交通体系論の「構造」・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡田  清 13

総合交通政策における旅客交通・・・・・・・・・・・・・・・ 藤井彌太郎 23

運政審答申の総合交通体系論・・・・・・・・・・・・・・・ 

－新答申の読み方と若干の批判－ 

伊勢田 穆 37

シンポジウムのまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀 49

Ⅱ 自由論題研究  

総合交通体系とターミナル・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－交通論における論理の転換－ 

北見 俊郎 53

都市交通体系の 適化と価値づけ政策・・・・・・・・・・・ 小淵 洋一 65

筑豊の交通問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－「国鉄ローカル線問題」を契機に－ 

野田 秋雄 79

首都高速道路交通の料金弾力性の計測・・・・・・・・・・・ 河野 博忠 

吉田 雅敏 

松村 有二 

89

交通需要分析の新展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－活動連結メカニズムの解明－ 

近藤 勝直 109

トラック輸送産業の現状と諸問題・・・・・・・・・・・・・ 

－規制・非規制論議をふまえて－ 

長峰 太郎 123

都市鉄道整備の資金調達について・・・・・・・・・・・・・・

－経営形態別資金調達方法の比較－ 

斎藤 峻彦 141

 

 

 

 

Ⅲ 学界展望・書評  

《学界展望》  

世界海運経済の動態と技術進歩・・・・・・・・・・・・・・・・ 宮下  國生 157



《書評》  

宮下國生著『海運業の設備投資行動』・・・・・・・・・・・・

（有斐閣 昭和 56 年 4 月、x+262+9 ページ） 

國領 英雄 169

津崎武司著「日本の空港」－航空輸送の原点－・・・・・・・・

（りくえつ 昭和 55 年 8 月、306+xi ページ） 

鈴木 順一 173

Ⅳ 学会記事      

《活動記録》  179

《会員業績リスト》  181

《追悼記》  193

細野先生の逝去を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 伊坂 市助 

故 杉山栄一氏を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中村 英男 

宮野武雄氏をしのぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事 務 局 
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１９８２年（通巻２６号） 
 

序にかえて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今野源八郎   

《統一論題》 国民生活と交通    頁 

交通と情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
－無形財の経済学序説－ 

榊原  胖夫 5

国民生活と交通補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－通学補助の目的と効果－ 

中条  潮 13

家計構造からみた交通費支出・・・・・・・・・・・・・・・ 

－マイカー維持費を中心に－ 

柴田 悦子 41

国民生活と物流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－川下からのアプローチを中心として－ 

谷本 谷一 53

「国民の交通費に関する研究」・・・・・・・・・・・・・・・ 佐竹 義昌 

鈴木 順一 

63

《自由論題》  

西ドイツ交通政策の方向・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－連邦交通路計画を中心として－ 

杉山 雅洋 73

ロンドンの運賃問題について・・・・・・・・・・・・・・・・ 丸茂  新 89

運輸産業における経済的規制をめぐる若干の問題点・・・・・・

－欧米におけるトラック運送業を中心として－ 

片山 邦彦 101

交通企業のマーケティング戦略・・・・・・・・・・・・・・・・ 細田 繁雄 119

交通企業とサービス水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－その社会的評価を中心として－ 

松澤 俊雄 129

交通サービスの性質と私的交通の拡大・・・・・・・・・・・・ 生田 保夫 141

1920 年代東武鉄道の経営発展とその市場条件・・・・・・・・・ 老川 慶喜 151

《学界展望》  

物流研究の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 野村  宏 167

《書評》  

太田正樹著『航空輸送の経済学』・・・・・・・・・・・・・・

（早稲田大学出版部 1981 年、A5、185 ページ） 

増井 健一 179

生田保夫著「アメリカ経済の生成と鉄道建設」・・・・・・・・

（泉文堂 昭和 55 年 12 月、A5、758 ページ） 

小池 郁雄 183

《回顧》  

高橋秀雄先生を囲んで・・・・・・・・・・・・・ 聞き手 中島 勇次 191

（司会） 大島 國雄 

《学会記事》      
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１９８３年（通巻２７号） 

 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 増井 健一   

《統一論題》 国鉄経営と交通政策    頁 

公有鉄道と公共サービス義務・・・・・・・・・・・・・・・・ 石井 武俊 1

今後における国鉄貨物輸送の利用価値・・・・・・・・・・・・ 崎山 一雄 15

公企業の経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－イギリスの経験－ 

岡田  清 27

臨調行革と国鉄問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平井都士夫 37

行政改革と国鉄再建・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 加藤  寛 49

《自由論題》  

米国航空政策の新展開と輸送構造変化・・・・・・・・・・・・ 塩見 英治 59

総合交通体系モデルと料金シミュレーション・・・・・・・・・

－機会費用原理による交通サービスの評価－ 

三友 仁志 

河野 博忠 

75

輸送量決定メカニズムの定量的解析：・・・・・・・・・・・ 

近における輸送量の動向分析 

鈴木 啓祐 91

  

鉄道事業における『第 3 セクター』の動向と課題・・・・・・・

－国鉄赤字線・新線の「第 3 セクター」を中心に－ 

土居 靖範 101

青函トンネルの有効利用方策について・・・・・・・・・・・・ 佐藤 馨一 

野焼 計史 

五十嵐日出夫 

115

鉄道助成の論拠と助成構造の新展開・・・・・・・・・・・・・ 真島 和男 131

陸運・人間交通市場の特殊的性格への一考察・・・・・・・・・

－モータリゼーションと市場機構－ 

村尾  質 145

 

 

 

 

《学界展望》  

米国の航空市場規制をめぐる議論・・・・・・・・・・・・・・ 佐藤 治正 

山内 弘隆 

中条  潮 

157 



《書評》  

村尾 質著『貨物輸送の自動車化』・・・・・・・・・・・・ 

（白桃書房 昭和 57 年 5 月 A5 判 378 貢） 

雨宮 義直 167

《回顧》  

大島藤太郎先生に聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－研究の展開と日本的な特質－ 

池田 博行 

松尾 光芳 
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１９８４年（通巻２８号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 増井 健一   

《統一論題》 戦後交通政策の展開    頁 

戦後日本交通政策試論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 廣岡 治哉 1

戦後交通政策と交通調整論議・・・・・・・・・・・・・・・・ 斎藤 峻彦 13

規制政策のパラドックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－規制の意図と結果－ 

岡野 行秀 
29

国土計画と交通政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今野 修平 39

地域交通政策の展開と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・

－九州の事例を中心として－ 

田原 榮一 55

産業政策の視点からみた都市間交通市場・・・・・・・・・・・ 鈴木 順一 67

《自由論題》  

高速バスの社会的役割と発展可能性・・・・・・・・・・・・・ 武田 文夫 81

地域交通体系の効率的再構築・・・・・・・・・・・・・・・・ 菅原  操 93

交通産業における生産性分析の研究動向・・・・・・・・・・・ 中村  清 105

地域航空サービスの需要推計方法について・・・・・・・・・・

森地  茂 

田村  享 

近藤 淳一 

119

航空輸送の実証分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石田 信博 133

時間の経済的価値に関する計量化への試み・・・・・・・・・・ 畠平  徹 141

物流産業の質的変貌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－流通機能の分担再構築の試み－ 

羽田 昇史 
153

高齢者の交通挙動とその特性・・・・・・・・・・・・・・・・・

清水浩志郎 

本木 正直 

石井 寿典 

169

《学界展望》  



鉄道経営に関する研究の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・ 細田 繁雄 183

《書評》  

野尻俊明著「規制改革と競争政策－アメリカ運輸事業のディレギ

ュレーション－」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（白桃書房 昭和 59 年 1 月 A5 判 242 頁） 

山野辺義方 191

笹木 弘ほか共著『機帆船海運の研究－その歴史と構造』・・・

（多賀出版㈱ 昭和 59 年 2 月 A5 判 644 頁） 
柴田 悦子 199

《学会記事》      

活動記録  205

会員業績リスト  208

会員訃報  219

追悼記  219

野村寅三郎先生の逝去を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・ 秋山 一郎 

崎山一雄氏を悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田 浩之 

《編集後記》  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９８５年（通巻２９号） 
 

序  増井 健一   

《統一論題》 地域交通    頁 

 Ⅰ 大都市圏  

首都圏における交通問題と交通政策・・・・・・・・・・・・・ 伊東 光晴 1

京阪神都市圏における都市化と交通問題・・・・・・・・・・ 

－通勤交通と都市鉄道－ 

山田 浩之 9

大都市の交通戦略と公共交通・・・・・・・・・・・・・・・・

－アジア諸国を中心に－ 

廣岡 治哉 21

 Ⅱ 地方圏  

国鉄ローカル線の活性化の研究・・・・・・・・・・・・・・ 菅原  操 35

地域計画と交通計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 堀  芳男 45

過疎地域における交通手段選択行動に関する調査、分析・・・・ 折田 仁典 

清水浩志郎 

51

 Ⅲ 地域航空  

地域航空と地域開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 榊原  胖夫 61

わが国におけるコミューター航空成立の条件と課題 今野 修平 73

北海道における地域航空システムのフィージビリティ・スタディ

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

佐藤 馨一 

五十嵐日出夫 

79

《自由論題》  

中国交通体系に関する計量分析・・・・・・・・・・・・・・ 張  風波 89

ネットワーク均衡配分手法による道路交通量の推計・・・・・・ 松村 有二 99

クラブ財の理論の交通混雑への適用・・・・・・・・・・・・ 竹内 健蔵 109

運輸業におけるサービス競争について・・・・・・・・・・・・

－便数競争とその厚生上の帰結－ 

寺田 一薫 121

《学界展望》  

近の英国交通学会における研究動向・・・・・・・・・・・・ 正司 健一 135

《書評》  

『大島藤太郎著作集』全 6 巻（時潮社）の完結に寄せて・・・・・ 松尾 光芳 151



《学会記事》      

活動記録  159

会員訃報  161

会員業績リスト  162

《編集後記》  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９８６年（通巻３０号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 増井 健一   

《統一論題》 鉄道再編と交通政策    頁 

幹線旅客輸送と鉄道市場の展望・・・・・・・・・・・・・・・ 秋葉  明 1

再編期の都市・都市間鉄道・・・・・・・・・・・・・・・・・ 藤井彌太郎 13

地方における鉄道輸送の現況と課題・・・・・・・・・・・・・ 井原 健雄 23

地域振興と地方鉄道の再編に関する諸問題・・・・・・・・・ 

－九州における鉄道再編を中心として－ 

田原 榮一 31

 
 

赤字ローカル線への補助金政策の社会的意義について・・・・・ 坂下  昇 

平尾 元彦 

49

物流需要の変化からみた鉄道貨物輸送の問題等点・・・・・・・・ 野村  宏 59

鉄道サービスと費用負担の政策的展開・・・・・・・・・・・・ 真島 和男 69

計画編成モデルによる国鉄経営形態の比較検討・・・・・・・・ 三友 仁志 

石黒 道人 

河野 博忠 

83

総合列車網構想をめぐる交通政策論・・・・・・・・・・・・・ 鈴木 順一 97

《自由論題》  

ラムゼー価格について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－交通サービスとの関連において－ 

丸茂  新 109

交通産業の全要素生産性と費用構造・・・・・・・・・・・・ 

－民営乗合バス事業を例として－ 

千葉 芳雄 123

西ドイツの運輸連合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－交通企業の協力と調整－ 

青木 真美 133

一般均衡および複数交通機関の存在においての交通政策あるいは

システムの変更に係わる経済・財務便益の計測モデル・・・・ 土井 正幸 145



プリズム効用モデルによる交通行動分析・・・・・・・・・・・ 近藤 勝直 157

《学界展望》  

「国鉄改革」をめぐる研究動向・・・・・・・・・・・・・・・ 雨宮 義直 169

《書評》  

中西健一著「戦後日本国有鉄道論」・・・・・・・・・・・・・

（東洋経済新報社刊、’85.12. A5 299 ページ） 

佐竹 義昌 179

杉山雅洋著『西ドイツ交通政策研究』・・・・・・・・・・・・

（成文堂 1985 年 4 月 305 ページ） 

秋山 一郎 185

《学会記事》      

活動記録  193

会員訃報  195

会員業績リスト  196

《編集後記》  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９８７年（通巻３１号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 増井 健一   

会長報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 増井 健一  

《統一論題》 現代交通と規制緩和    頁 

規制の経済理論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山内 弘隆 1

「参入規制＋内部補助」体制の不当性・・・・・・・・・・・・ 中条  潮 15

国際海運の規制緩和とコンテスタビリティ・・・・・・・・・・ 宮下 國生 29

交通政策論と政策目標・手段・・・・・・・・・・・・・・・・・

－1 つの見方－ 

衛藤 卓也 43

 
 

交通網整備の理念と一評価方法・・・・・・・・・・・・・・・ 田村 亨 

五十嵐日出夫 

佐藤 馨一 

57

《自由論題》  

地域経済活性化と交通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 木谷 直俊 69

北海道北部地域における公共交通機関の役割と課題・・・・・・ 谷口 君雄 

佐藤 馨一 

五十嵐日出夫 

83

地域旅客交通モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－中規模都市のバスと路面電車の需要－ 

新納 克廣 93

 
 

地方都市交通政策における二輪車交通の役割・・・・・・・・・ 清水浩志郎 

木村 一裕 

105

有料道路の国民経済的位置づけとその制度・経営の国際比較・・ 武田 文夫 115

アメリカ道路政策の新局面と課題・・・・・・・・・・・・・・・

－岐路に立つアメリカ道路政策－ 

西村  弘 125



開発途上国の交通開発と対策・・・・・・・・・・・・・・・・ 鳥山 正光 137

テレコム・モビリティ試論・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今橋  隆 147

経済政策の判断基準としての補償原理・・・・・・・・・・・・ 

－補償テストの経済学的含意と問題点－ 

太田 和博 157

《回顧》  

増井健一先生、佐竹義昌先生を囲んで・・・・・・・・聞き手 中条  潮 

杉山 雅洋 

167

《追悼の辞》  

故 島田孝一先生に捧ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 増井 健一 183

  

《学会記事》      

活動記録  185

会員訃報  188

会員業績リスト  189

《編集後記》     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９８８年（通巻３２号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 廣岡 治哉   

《統一論題》 交通費用と運賃政策    頁 

輸送用役の価格、取引形態、および費用・・・・・・・・・・・ 
－学説史的方法による断章－ 

伊勢田 穆 1

  

交通費用と路線間内部補助・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－都市高速道路のケース－ 

正司 健一 15

  

交通事業におけるレート・ベース方式の問題点・・・・・・・・ 菅田 昭正 

稲田 隆司 

29

  

交通社会資本整備に関わる費用負担と資金調達・・・・・・・・ 

－現状認識と問題提起－ 

杉山 武彦 41

  

規制緩和下の運賃政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀 51

《自由論題》  

鉄道建設と地域社会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－三重県下の一事例－ 

武知 京三 63

都市鉄道の相互直通本数の考え方・・・・・・・・・・・・・・ 奥   猛 83

第 3 セクター鉄道の現状と今後の展望についての調査研究・・・ 

－甘木鉄道（佐賀県基山町～福岡県甘木市）を例として－ 

井上 信昭 91

  

コンテナ港の競争と港湾選択に関する研究・・・・・・・・・・ 宮嶋  勝 

郭  圭錫 

105

  

高速道路の利用による流通経済の合理化効果の計測・・・・・・ 

－在庫管理理論に依拠して－ 

三友 仁志 

宮台 洋二 

119

近における空港整備財源対策に関する一考察・・・・・・・・ 楠木 行雄 131

通し運賃の費用配分とその経済的意義・・・・・・・・・・・・ 陶  怡敏 145

交通学への提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 角本 良平 163

《学界展望》  

規制緩和以降の米国空運研究にみられる新潮流・・・・・・・・ 

－経営問題の発生と空運経営論の構築を目指して－ 

高橋  望 177

 
 

《書評》  



武田文夫著「交通の計画と経営－市場構造の変化への対応－」 

（白桃書房 昭和 61 年 7 月 A5 判 239 頁） 
近藤 勝直 195

廣岡治哉著『市民と交通』 

（有斐閣選書 1987 年 10 月 292 頁） 
三上 宏美 205

《学会記事》      

活動記録  211

会員訃報  213

会員業績リスト  214

《編集後記》     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９８９年（通巻３３号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 廣岡 治哉   

《統一論題》 国際化時代の交通    頁 

西欧の内航海運政策と我が国内航海運政策に関する一考察・・・

－EC 統合に伴う構造的過剰船腹削減施策と我が国船腹調整

事業の比較を中心にして－ 

小野 芳計 1

新しい国際分業の形成と海運業・・・・・・・・・・・・・・ 山本 泰督 17

違法格安航空券と方向別格差の基本的問題点・・・・・・・・・

－国際航空における市場の力 VS 規制の力－ 

中条  潮 

山内 弘隆 

27

国際航空のグローバル化・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山本雄二郎 37

  

《自由論題》  

料金・投資政策再考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 金本 良嗣 47

産業連関表による高速道路のストック効果の計測と評価・・・・ 定井 喜明 

硲  茂樹 

53

バス産業における複数産出構造と範囲の経済性・・・・・・・ 千葉 芳雄 69

公営バスの地域交通に果す公共的機能についての研究・・・・・ 宮嶋  勝 

渡邊 篤郎 

81

宅配便の成長とその社会的影響・・・・・・・・・・・・・・ 

－無店舗販売の発展を通した流通への影響－ 

齊藤  実 89

メタノール自動車導入に関する研究・・・・・・・・・・・・ 

－各国の導入政策と研究開発状況－ 

和平 好弘 103

中国における交通・運輸改革の現状と政策的諸課題に関する考察

－深圳経済特別区の港湾改革を中心に－・・・・・・・・・ 香川 正俊 125

国際化時代の交通政策の新傾向とわが国の課題・・・・・・・・ 今野源八郎 139

《学界展望》  

EC 統合と共通運輸政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 青木 真美 151

《書評》  

近藤勝直著「交通行動分析」・・・・・・・・・・・・・・・・

（晃洋書房 1987 年 12 月、A5、206 ページ） 

太田 勝敏 

原田  昇 

157

  

  

『富永祐治著作集』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第 1 巻  交通学の生成－交通学説史研究 

第 2 巻  交通における資本主義の発展 

－日本交通業の近代化過程－   

第 3 巻  交通研究ノート抄 

（やしま書房。第 1 巻は 1989 年 11 月に刊行。 

第 2,3 巻は 90 年初頭の刊行が予定されている） 

増井 健一 165



《回顧》  

前田義信先生を囲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－佐波交通論の継承と発展－ 

山田 浩之 

下條 哲司 

小林 清晃 

175

《学会記事》      

活動記録  185

会員訃報  187

会員業績リスト  188

《編集後記》  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９０年（通巻３４号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 廣岡 治哉   

《統一論題》 地域交通体系と地域活性化    頁 

「地域と交通」への政策哲学・・・・・・・・・・・・・・・ 衛藤 卓也 1

地域活性化からの交通への期待と課題・・・・・・・・・・・ 今野 修平 15

地域格差を考慮した道路ネットワークの選定法に関する一考察 木村 一裕 

清水浩志郎 

27

《特別講演》  

日本の交通と地域活性化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平松 守彦 37

《自由論題》  

旧特定地方交通線沿線地域のバス利用の実態と今後の課題につい

ての調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－旧矢部線におけるケーススタディー－ 

 

井上 信昭 

堤 香代子 

51

   
北海道における鉄道廃止政策の展開と沿線地域社会・・・・・・

－名寄線・池北線の事例を中心に－ 

武田  泉 63

特定地方交通線の転換後の現状と課題・・・・・・・・・・・・ 宇野 耕治 75

ドイツ連邦鉄道の経営改善計画と経営戦略・・・・・・・・・ 

－鉄道活性化のための課題と展望－ 

堀  雅通 91

地方中小都市のバス交通市場について・・・・・・・・・・・ 伊藤 規子 103

都市間中長距離バス輸送の発達と都市間旅客交通市場の変化・・ 新納 克廣 115

道路資源の配分方法の比較・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－時間による支払いと金銭による支払い－ 

竹内 健蔵 127

土地利用の変化とインフラの整備・・・・・・・・・・・・・ 

－アメリカの交通インパクト・スタディーから学ぶもの－ 

芦田  誠 139



国際物流におけるコンテナ港間競争と地域的独占・・・・・・・ 山上  徹 151

SURF モデルによる交易障壁の計測・・・・・・・・・・・・・・

－九州地域国際化の計測を例として－ 

平尾 元彦 161

観光・リゾートの動向と交通・・・・・・・・・・・・・・・・ 秋葉  明 169

《学界展望》  

米国航空産業における規制緩和後の労使関係・・・・・・・・ 高橋  望 179

《書評》  

奥野正寛・篠原総一・金本良嗣編「交通政策の経済学」・・・・

（日本経済新聞社刊 1989 年 12 月、A4、275 頁） 

斎藤 峻彦 189

《回顧》  

角本良平先生を囲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－実学探求への歩みと展開－ 

藤井彌太郎 

谷利  亨 

杉山 雅洋 

201

《学会記事》      

活動記録  223

会員訃報  225

会員業績リスト  226

《編集後記》  

 
 
 
 



１９９１年（通巻３５号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 廣岡 治哉   

《統一論題》 交通体系の整備と交通社会資本の充実    頁 

マクロ経済制約下の交通社会資本整備・・・・・・・・・・・・・・・
今橋  隆 

太田 和博 
1

北海道新幹線の整備目標とその課題・・・・・・・・・・・ 
佐藤 馨一 

五十嵐日出夫 
11

 

鉄道基礎施設公有論 

 

奥   猛 

21

 

新時代に向けての交通施設の整備制度 

 

武田 文夫 

29

《自由論題》  

隅田川における河川交通の実態調査と分析・・・・・・・・・・ 

 

山田 猛敏 

庄司 邦昭 

渡辺  豊 

平野  勇 

37

  

地域交通資本の整備と公共交通機関の運営の調整・・・・・・ 

－ドイツの例からの提言－ 

青木 真美 51

  

九州における第三セクター鉄道の実状と展望に関する一考察（序

論）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  －熊本県南阿蘇鉄道を中心に－ 

香川 正俊 63

  

米国道路貨物輸送市場における経営環境変化と戦略展開・・・ 

 

林  克彦 71

エリア・マネジメント・システム導入による交通社会資本整備に

関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
石井 晴夫 85

幹線交通体系の整備と工場立地・・・・・・・・・・・・・・・ 

～ 近における北海道、東北地域の工場立地動向と交通のの

かかわりあい～ 

小林  茂 

今野 修平 

99

  

モーダルシフトの検証・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

谷利  亨 111



高齢化社会の交通政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－欧米諸国におけるモビリティ・ハンディキャップ対策の展

開と現状－ 

中村 実男 127

わが国の消費生活における交通費支出について・・・・・・・ 丸茂  新 145

《書評》  

谷利 亨著「道路貨物輸送政策の軌跡」・・・・・・・・・・・ 

  （白桃書房 1990 年 4 月 211 ページ） 

今橋  隆 159

《書評》 
 

増井健一・山内弘隆著『航空輸送』 

  （晃洋書房刊 1990 年 5 月 B6 版 215 貢） 
高橋  望 165

《学会記事》      

活動記録  169

会員業績リスト  173

《編集後記》  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９１年 ５０周年記念講演会・記念パーティ 
 

開式の辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀  

会長講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－高密度社会のディレンマ－ 

廣岡 治哉 
 

来賓講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
－実務家の立場から－ 

住田 正二 

外国来賓講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－ヨーロッパにおける交通政策－環境問題を中心に－ 

K.M. Gwilliam 

閉式の辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田 浩之 

記念パーティ  

 
 
 

１９９１年 国際シンポジウム・現代の交通政策 
 

開式の辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 雨宮 義直  

フランスにおける交通政策・・・・・・・・・・・・・・・・ E . Q u i n e t  

統一後のドイツにおける交通の展開・・・・・・・・・・・・ W.Rothengatter 

交通政策における政府の役割・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀 

韓国の鉄道輸送のための政策的条件・・・・・・・・・・・・ Kang-Won-Lim 

中国鉄道の現状と未来・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 李   令 

日本の都市交通問題と都市政策・・・・・・・・・・・・・・ 山田 浩之 

パネル討論                   （議長） 榊原  胖夫 

閉式の辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 杉山 武彦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９２年（通巻３６号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀   

《統一論題》 大都市交通の諸問題    頁 

発展途上国における大都市の交通問題とその対策・・・・・・・ 土井 正幸 1

大都市交通問題への物流面からのアプローチ・・・・・・・・ 谷本 谷一 17

高齢社会と公共交通の整備改善・・・・・・・・・・・・・・ 

－大阪市営交通事業の事例を中心に－ 

花房 信夫 27

二四時間化と大都市交通問題・・・・・・・・・・・・・・・・ 中条  潮 49

京阪神圏における都市交通政策の諸問題・・・・・・・・・・ 

－首都圏都市交通との比較論考－ 

斎藤 峻彦 59

《自由論題》  

国際交通における自由化の流れ・・・・・・・・・・・・・・ 

－産業政策から新しい市場政策へ－ 

東海林 滋 73

LNG の輸入とその輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 米田  博 87

代替交通機関の存在下における都市交通の投資・補助政策につい

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
竹内 健蔵 97

大都市交通問題とロード・プライシングの現代的意義・・・・・ 小淵 洋一 109

定期旅客輸送と都市化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 姫野  侑 121

地域交通の運賃政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－公正の視点から－ 

寺田 一薫 131

大都市交通システム整備における一つの方向・・・・・・・・ 

－昼間時自動車交通について考える－ 

松澤 俊雄 141

札幌市における都心交通対策について・・・・・・・・・・・・ 佐藤 馨一 

高野 伸栄 

五十嵐日出夫 

山屋 恵正 

157

《学界展望》  

近の交通学研究の視点・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－カナダにおける交通学研究を中心として－ 

石井 晴夫 165

《追悼記》  173



高橋秀雄先生を偲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 廣岡 治哉 

佐竹義昌さんを偲ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前田 義信 

中村 英男氏を偲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事 務 局 

《学会記事》      

活動記録  176

会員業績リスト  179

《編集後記》     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９３年（通巻３７号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀   

《統一論題》 社会環境の変化と交通のあり方    頁 

身体障害者・高齢者のための交通・・・・・・・・・・・・・ 
－日本型の福祉交通をめざして－ 和平 好弘 1

高齢化社会における交通計画学的視点とその課題・・・・・・・ 清水浩志郎 21

都市における自動車交通適正化政策の考察・・・・・・・・・ 

－交通需要マネジメントを中心として－ 

太田 勝敏 45

都市化と自立・共生と交通システム・・・・・・・・・・・・ 雨宮 義直 55

「社会環境の変化と交通のあり方」総論・・・・・・・・・・ 角本 良平 65

《自由論題》  

わが国の道路整備役割の変遷と意義および課題・・・・・・・ 金沢 哲雄 77

転換期を迎える軽自動車規制・・・・・・・・・・・・・・・ 今橋  隆 

西山  仁 

89

路線トラック産業組織における同時的関係・・・・・・・・・ 千葉 芳雄 99

交通条件改善はオフィス立地分散に有効か・・・・・・・・・ 須田 昌弥 111

交通超混雑の経済理論・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂下  昇 121

ネットワークの経済効果と航空規制緩和の政策評価・・・・・ 

－我国国内航空業に関する実証分析－ 

村上 英樹 139

二地点交通量のルート間配分モデル・・・・・・・・・・・・ 鈴木  武 151

鉄道投資における開発利益の還元・・・・・・・・・・・・・ 

（能勢電鉄日生線におけるコースの定理の有効性） 

青木  亮 161

鉄道の「上下分離」に関する国際比較研究・・・・・・・・・ 堀  雅通 175

高齢者の自動車事故対策・・・・・・・・・・・・・・・・・ 芦田  誠 191

基幹定型輸送サービスは公共財か・・・・・・・・・・・・・ 

－国際交通助成・規制政策の一論拠－ 

陶  怡敏 207

大量公衆（公共）交通への公共的補助の根拠・再（新）論・・・ 村尾  質 221

《学会記事》      

活動記録  231



会員業績リスト  233

《編集後記》     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９４年（通巻３８号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀   

《統一論題》 交通における規制緩和と地方分権    頁 

規制から規制の緩和・撤廃へ・・・・・・・・・・・・・・・ 
－トラックが先頭を行く理由と実態－ 

谷利  亨 1

地方部の乗合型交通における規制緩和と補助政策・・・・・・ 寺田 一薫 17

公共料金の情報公開と規制緩和・・・・・・・・・・・・・・・ 中条  潮 27

国土軸構成と地域交通政策の課題・・・・・・・・・・・・・・ 

－規制緩和と地方分権に関して－ 

田原 榮一 37

《自由論題》  

プライス・キャップ規制下の交通投資政策・・・・・・・・・ 

（ロンドン地区の空港容量拡大を例として） 

太田 和博 49

高速道路の料金のあり方、整備制度および効率化・・・・・・・ 武田 文夫 59

特定地方交通線の廃止・転換に伴う代行交通システムの評価・・ 高橋  清 

高野 伸栄 

佐藤 馨一 

69

  

鉄道旅客運賃について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－都市交通を主題に－ 

奥   猛 79

  

アジア諸国の河川交通の課題・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－ Inland Waterway Transport in Asian Countries: Issues and 
Problemes－ 

赤塚 雄三 

浅枝  隆 

89

通勤費の企業負担と住宅立地・・・・・・・・・・・・・・・・ 姫野  侑 109

「Downs-Thomson のパラドックス」に関する実証的研究・・・・ 宮嶋  勝 

大友左十志 

119

《学界展望》     

近年のフランスの道路貨物運送業の動向・・・・・・・・・・ 中村  徹 125

《書評》  



斎藤峻彦著「交通市場政策の構造」・・・・・・・・・・・・・ 

（中央経済社 1991 年 10 月 25 日 A5 判  343 ページ） 

青木 真美 145

  

角本良平著「交通の未来展望－21 世紀は始まっている－」・・・

（白桃書房 1989 年 4 月 221 ページ） 

三上 宏美 153

《学会記事》      

活動記録  155

会員業績リスト  159

《編集後記》     181

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９５年（通巻３９号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀   

《統一論題》 21 世の交通システム    頁 

道路財源制度の改善に関する一考察・・・・・・・・・・・・ 今橋  隆 1

交通整備・運営効率化の新たな要請・・・・・・・・・・・・ 土井 正幸 11

競争促進政策と空港システムの再検討・・・・・・・・・・・ 塩見 英治 23

震災と交通体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 正司 健一 

近藤 勝直 

35

《自由論題》  

都市鉄道に対する公正報酬率規制とプライスキャップ規制・・・ 城所 幸弘 51

道路混雑・環境問題と交通需要マネジメント政策・・・・・・・ 小淵 洋一 65

都市における駐車マネジメント政策についての考察・・・・・・ 太田 勝敏 77

国内航空運賃の実証分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－決定因と市場別改定効果－ 

村上 英樹 87

  

費用・距離分析からみたモーダルシフトの可能性・・・・・・・ 

－関東～北海道、北九州間の長距離輸送分析－ 

山田 猛敏 

武田 健吾 

101

米国交通社会資本の現状と問題点・・・・・・・・・・・・・・ 和田 憲昌 109

フランス交通政策の背景と論理・・・・・・・・・・・・・・ 図師 雅脩 121

EU 共通鉄道政策の展開にみるフランス国鉄(SNCF）の対応・・・

－フランス鉄道政策の変化とフランス国鉄の現状と展望－ 

中村  徹 133

  

整備新幹線建設の諸問題・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－九州新幹線・鹿児島ルートを中心に－ 

香川 正俊 149

  

都市鉄道需要の計量分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－交通需要の運賃弾力性の計測－ 

山田 浩之 

綿貫伸一郎 

163

《学界展望》     

プライス・キャップ規制の有効性を巡って・・・・・・・・・ 太田 和博 171

《学会記事》      

活動記録  187



会員業績リスト  190

《編集後記》     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９６年（通巻４０号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 藤井彌太郎   

《統一論題》 民営化と市場化の成果と課題    頁 

鉄道事業の生産性分析と運賃規制への示唆・・・・・・・・・・ 井口 典夫 1

インターモーダリズムと消費者指向型の交通計画・・・・・・・ 加藤 一誠 11

交通産業における民営化の意義と限界・・・・・・・・・・・ 斎藤 峻彦 21

《自由論題》  

エッセンシャル・ファシリティとオープン・アクセス理論・・・

－その意義と適用可能性－ 

醍醐 昌英 

堀  雅通 
33

地方都市における公共交通対策と課題・・・・・・・・・・・・

－富山県を例として－ 

青木  亮 47

東京における道路混雑の損失額と 適混雑料金・・・・・・・・ 長尾 重信 59

通信と航空交通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－コミューター航空と多空港・少量多頻度運航への提言－ 

酒井 正子 69

  

海外観光旅行の発生および目的地選択の国内地域格差・・・・・ 森地  茂 

轟  朝幸 

西村  徹 

79

交通施設整備と市場経済・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 奥   猛 89

ISTEA 以後のアメリカ地域交通政策の展開・・・・・・・・・ 西村  弘 99

  

高速鉄道整備の地域システムに与える影響・・・・・・・・・ 

－新幹線ネットワークは地域分散を促進させるか？－ 

佐々木公明 

大橋 忠宏 

安藤 朝夫 

111

私鉄経営者協会期（1948～1967 年）の民鉄業界活動・・・・・ 和久田康雄 127

《学界展望》     

近の都市交通問題に関する若干の議論・・・・・・・・・・ 木谷 直俊 137



《追悼》  

今野源八郎先生を偲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岡野 行秀 155

《学会記事》      

活動記録  157

会員業績リスト  159

《編集後記》     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９７年（通巻４１号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 藤井彌太郎   

《統一論題》 交通分野における規制改革のあり方    頁 

運輸産業における規制改革の方向・・・・・・・・・・・・・・ 山内 弘隆 1

規制改革と補助に関する再検討・・・・・・・・・・・・・・・ 今橋  隆 11

英国域内バス事業の規制改革について・・・・・・・・・・・ 松澤 俊雄 19

規制緩和後のハブ・システムの展開と空港制約の処理・・・・・ 高橋  望 33

《自由論題》  

博物館施設の需要に関する一考察・・・・・・・・・・・・・・

－神戸市立須磨海浜水族館のケース－ 

岡野 英伸 43

航空事業新参入と安全規制・・・・・・・・・・・・・・・ 岩渕 正風 57

米国オープンスカイ政策とそれに伴う市場の変化についての研

究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

遠藤 伸明 65

  

地方空港の国際化の進展とそのネットワーク化に関する研究・・ 石井 伸一 

高野 伸栄 

佐藤 馨一 

75

国際交流と戦略的ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・ 陶  怡敏 89

地方における社会資本投資の妥当性・・・・・・・・・・・・・ 中村 彰宏 103

  

高齢社会における歩行空間整備に関する基礎的考察・・・・・・ 横山  哲 

清水浩志郎 

木村 一裕 

115

今後における公共流通拠点の機能展開・・・・・・・・・・・・

－行政機能統合化の方向－ 

忍田 和良 127

《追悼》  

オビチュアリー： 富永祐治先生・・・・・・・・・・・・・ 伊勢田 穆 137



《学会記事》      

活動記録  141

会員業績リスト  143

《編集後記》     169

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１９９８年（通巻４２号） 
 

序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 藤井彌太郎   

《統一論題》 運輸新時代における地域交通のあり方    頁 

ドイツにおける鉄道近距離旅客輸送の地域化・・・・・・・・ 青木 真美 1

地域交通計画の策定主体としての都市圏計画機構・・・・・・・

－米国アイオワ州デモイン都市圏を例として－ 

太田 和博 11

  

都心交通対策における循環バス実験の成果と課題・・・・・・ 高野 伸栄 

加賀屋誠一 

赤澤 義遵 

21

都市鉄道における距離別運賃構造・・・・・・・・・・・・・ 新納 克廣 31

過疎地域交通維持の必要性と需給調整規制廃止問題・・・・・ 

－第三セクター鉄道の維持と過疎地域「再生」政策の密接不

可分性を中心に－ 

香川 正俊 41

《自由論題》  

都市化の集積水準に関する空間的収入モデル・・・・・・・・ 

－東京首都圏の私鉄沿線駅周辺地区を対象にして－ 

神頭 広好 51

  

密集市街地における交通空間確保と地震防災性の改善に関する提

言  －市場メカニズムによる土地利用変化に着目して－ 

森地  茂 

山縣 弘樹 

61

利用者意識からみた航空会社が提供するサービスの評価・・・・ 岸  邦宏 

石井 伸一 

佐藤 馨一 

71

  

国内旅客のアクセス手段選択の分析・・・・・・・・・・・・ 榊原  胖夫 

加藤 一誠 

81

イギリスにおける空港の料金政策・・・・・・・・・・・・・ 

－BAAplc の事例を中心に－ 

松本 秀暢 

大野 泰資 
91

地方空港への国際定期路線就航の可能性・・・・・・・・・・ 

－計量的手法による分析－ 

辻本 勝久 101

交通サービスの自発的供給は可能か？・・・・・・・・・・・ 

－理論的フレームワーク－ 

湧口 清隆 111



社会資本整備における民間参画の経済分析・・・・・・・・・ 手塚広一郎 121

EU における自動車諸税をめぐる議論の動向について・・・・・ 中村  徹 131

ロード・プライシング政策と市民の合意形成の方策・・・・・・ 小淵 洋一 141

ロード・プライシングの都市間比較・・・・・・・・・・・・ 

－シンガポールとノルウェー－ 

兒山 真也 151

仮想的市場法による高速道路サービスの便益評価・・・・・・・ 井口 典夫 163

地方私鉄における経営多角化・・・・・・・・・・・・・・・ 

－北陸地方を例として－ 

青木  亮 173

《回顧》  

秋山先生を囲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・聞き手 宮下 國生 

伊勢田 穆 

正司 健一 

191

《追悼》  

麻生平八郎先生を偲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松尾 光芳 201

《学会記事》      

活動記録  203
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１９９９年（通巻４３号） 
 

序 文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 藤井彌太郎   

《統一論題》 情報通信時代の交通    頁 

情報通信時代の交通と交通政策・・・・・・・・・・・・・・ 小淵 洋一 1

料金自動収受システム導入時の都市高速道路交通管理についての

考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 秋山 孝正 9
  

テレワーク／テレコミューティングによる交通混雑低減効果とそ

の実現可能性  －日米比較を通じて－ 

三友 仁志 19

情報利用の高度化と交通の変貌・・・・・・・・・・・・・・ 今橋  隆 29

《自由論題》  

政府規制と規制環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－インセンティブ規制との関連において－ 

白神 昌也 37

鉄道事業における垂直的分離と経済厚生・・・・・・・・・・ 

－上下分離への産業組織論的アプローチ－ 

山根 智仁 47

低成長期における交通整備制度のあり方・・・・・・・・・・ 醍醐 昌英 65

引き当て営業権価格に基づく日本の内航海運業界の論理的考察 中泉 拓也 75

鉄道事業におけるネットワークと組織に関する考察・・・・・・ 山田 徳彦 87

地域コミュニティによる交通サービス供給の可能性・・・・・ 

－利用可能性確保の観点から－ 

高橋 愛典 97

高速道路沿線住民の高速バス利用可能性について・・・・・・ 今野 惠喜 107

英国バス市場における品質協定の政策的意義・・・・・・・・ 

－ 近の域内バス規制の変化－ 

寺田 一薫 115

  

ロード・プライシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－一つの研究ノート－ 

庭田 文近 

關（金沢）哲雄  

125

地球温暖化問題と自動車交通・・・・・・・・・・・・・・・ 

－税制のグリーン化と二酸化炭素排出削減－ 

二村真理子 137



  

航空におけるカボタージュ禁止問題・・・・・・・・・・・・ 

－自由化は国境の壁を越えられるか－ 

岩渕 正風 147

《回顧》  

廣岡先生を囲んで・・・・・・・・・・・・・・・・・聞き手 雨宮 義直 
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２０００年（通巻４４号） 
 
序 文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田 浩之   

《統一論題》 交通政策の展開と環境制約   頁 

環境負荷の少ないロジスティクスをめざして・・・・・・・・・ 根本 敏則 1

都市経済の変貌と都市交通・都市環境・・・・・・・・・・・ 西村  弘 11

《自由論題》  

BAA 民営化の成果に関する一考察・・・・・・・・・・・・・ 

－商業政策の変遷における視点から－ 

横見 宗樹 21

複数空港における機能分担規則の国際比較・・・・・・・・・・
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花岡 伸也 31

ハフモデルを用いたニセコ・洞爺地域における空港立地計画に関

する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

坂野 匡弘 

岸  邦宏 

佐藤 馨一 

41

国際航空分野におけるハブ・アンド・スポークシステム・・・・・

－日本・ソウル間の航空ネットワークからの考察を中心に－ 

松本 秀暢 51

株式市場に見る経済的規制の緩和による影響・・・・・・・・・

－航空産業を事例として－ 

手塚広一郎 61

国際物流拠点としてみた地方空港の現状・・・・・・・・・・・ 青木  亮 71

わが国航空会社の供給・費用構造の一考察・・・・・・・・・ 
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遠藤 伸明 83

物流業における取引形態と企業間関係・・・・・・・・・・・・

－長期継続取引を中心に－ 

小澤 茂樹 93

中国における港湾システムの技術効率性の計測・・・・・・・・

－DEA(Data Envelopment Analysis)手法の応用－ 

伊藤 秀和 

土井 正幸 

河上  哲 

103

日本のインバウンド・ツーリズムの需要分析・・・・・・・・・

－経済時系列データから捉えた訪日外国人旅行者数の動向－ 

麻生 憲一 113

「背伸び観光」と「身の丈観光」・・・・・・・・・・・・・ 

－日本とイギリスのパッケージ・ツアーの比較－ 

玉村 和彦 125

違法駐車防止条例が及ぼす政策効果に関する定量的研究・・・・ 橋爪  崇 

宮嶋  勝 

135

都市・交通体系とエネルギー消費・・・・・・・・・・・・・・

－自動車とガソリン消費を中心に－ 

小川 雅司 

山田 浩之 

145

英国バス市場における入札制度と契約・・・・・・・・・・・ 田邉 勝巳 155



事前購入割引制度に関する一考察・・・・・・・・・・・・・・

－需要サイドのオプション価格に基づく分析－ 
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195
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秋山 孝正 
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205
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２００１年（通巻４５号） 
 

序 文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山田 浩之   

《国際シンポジウム・統一論題》 規制改革と交通政策   頁 
Deregulation and Liberalization of Air Transport: Focus on the 
Northeast Asian Air Transport System・・・・・・・・・・・・ 

Tae Hoon OUM 
and Hideki 
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1

Regulation Policy for Surface Transportation in Europe・・・・・・ John PRESTON 13
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A. SMALL 

27

Road Transport and Environmental Policies in Japan・・・・・・・・ Yoshitsugu 
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HASUIKE  
a n d  T o r u 
FUJIWARA 

39

《自由論題》  

東京－札幌間の航空運賃に対する価格感度の時系列分析・・・・ 岸  邦宏 

佐藤 馨一 

57

グローバルアライアンス時代におけるチェコ・ハンガリー及びポ

ーランド航空の規制改革・民営化における外資提携戦略・・・ 

辻本 政雄 67

わが国における空港成立要件の再検討と地方空港の活性化・・・

－地方空港における新しい航空市場の創造－ 

和田 忠久 77

費用便益分析再論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－ネットワークに焦点を当てて－ 

城所 幸弘 87

中国における荷主の港湾選択・国際物流行動・・・・・・・・・

－離散型選択モデル－ 

Piyush Tiwari 

伊藤 秀和 

土井 正幸 

97

中国における貿易自由化が経済と港湾システムに及ぼす影響・・

－CGE アプローチ－ 

河上  哲 

土井 正幸 

Piyush Tiwari 

107

地域統合におけるクロスボーダー輸送の方向性・・・・・・・・

－アセアンを中心に－ 

大出 一晴 117
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－連結財務データによる実証分析－ 

呉  聳湜 127

交通と通話の代替・補完・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中村 彰宏 137

わが国の道路貨物輸送産業における生産性の変化とその要因につ

いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－TFP・TPP による分析－ 

水谷  淳 147

ヘドニック・アプローチによる通勤混雑疲労の測定・・・・・・
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山鹿 久木 157
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岡田  啓 167
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検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 蓮池 勝人 187
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実証的分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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奥村 泰宏 

淺岡  均 
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佐藤 馨一 

217
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－JR 会社間の事例を中心として－ 

醍醐 昌英 227
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２００２年（通巻４６号） 
 

序 文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 杉山 雅洋   

《統一論題》 転換期の道路政策   頁 

転換期の現代社会と道路政策・・・・・・・・・・・・・・・・ 西村  弘 

水谷 洋一 

1

《自由論題》  

鉄道不採算線問題の再検討・・・・・・・・・・・・・・・・・

－可部線廃止問題の含意－ 

松永 州正 11

道路関係四公団改革と国鉄改革・・・・・・・・・・・・・・・ 山田 徳彦 21

空港のスロット配分と無線周波数の割当て・・・・・・・・・・

－稀少な公共資源の配分方法をめぐる一考察－ 

湧口 清隆 31

複数空港選択におけるフライト時間とアクセス時間の関係・・・ 花岡 伸也 41

現代国際物流のネットワーク間競争・・・・・・・・・・・・ 

－東アジア地域の事例を中心にして－ 

飴野 仁子 51

  

時系列データを用いた国際コンテナ荷主の行動と貨物流動予測分

析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

上野  潤 

岡本 直久 

61

道路特定財源制度の配分過程における地域間内部補助の現状とそ

の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－揮発油税・石油ガス税・自動車重量税を中心に－ 

後藤 孝夫 71

日本における総合交通基本法の必要性と交通権・・・・・・・・ 戸崎  肇 81

わが国都市間バス市場の成熟化と事業者の経営戦略・・・・・・

－「第 2 次ブーム期」以降を対象として－ 

加藤 博和 91

地方路線バスにおける内部補助と運賃の弾力性に関する一考察 早川 伸二 101

公的補助金が規制企業に与える影響の実証分析・・・・・・・・

－公営バス事業におけるトランスログ費用関数を中心に－ 

田邉 勝巳 111

交通サービスにおける品質規制の理論的考察・・・・・・・・・

－望ましい規制デザインの方向性－ 

小島 克巳 121

公営バス事業における乗合・貸切バス事業間の範囲の経済性の検

証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 浦上 拓也 131



福祉移送サービスにおける乗合バスサービスの代替可能性・・・ 青木  亮 141

道路投資評価における費用負担分析に関する一考察・・・・・・ 味水 佑毅 151

アメリカの道路整備に対する州政府の財政的役割・・・・・・・ 加藤 一誠 161

道路特定財源と受益者負担の原則・・・・・・・・・・・・・・ 陶  怡敏 171

モータリゼーションの時系列分析・・・・・・・・・・・・・・・・ 小川 雅司 181

心理的効果を考慮した走行支援道路システム整備の経済評価・・ 武藤 慎一 

秋山 孝正 

高木 朗義 

191

都市交通政策としてのゾーン別混雑料金設定・・・・・・・・・

－遺伝的アルゴリズムを用いた分析－ 

秋山 孝正 

奥嶋 政嗣 

201

《自由論題 Summary》   211

《学会記事》      

活動記録  221

学会賞受賞理由  226

会員業績リスト  227
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２００３年（通巻４７号） 
 

序 文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 杉山 雅洋   

『会長講演』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 杉山 雅洋  

《統一論題》 地域・都市と交通の新展開  頁  

(1) ユーズ重視の視点に立った地方部高速道路の技術的／ 
政策的な高度利用方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

家田  仁 

国久荘太郎 

高橋  清 

1

(2) 都道府県間アクセシビリティ改善の経済効果・・・・・・・ 山口 勝弘 

幕  亮二 

9

(3) 地方分権下の地域交通政策の意思決定システム・・・・・・

－再構築の視点－ 
太田 和博 21

《自由論題》  

(1) 「駅」という社会空間・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－地域と交通の接点としての鉄道駅の社会的特性－ 

天野 景太 31

(2) JR（旅客・貨物）と大手民鉄の生産性の計測・・・・・・・ 

～TFP の計測～ 

大坪 嘉章 41

(3) 新幹線の開業および延伸に伴う貨物輸送の線路使用料問

題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小澤 茂樹 49
(4) 鉄道事業の公共性を考慮した線路使用料の決定方法に関する

検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

－DEA による線路敷設・管理のヤードスティック指標の

計測－ 

 

中村 彰宏 

実積 寿也 

59

(5) 米国都市交通資本整備に対する ISTEA および TEA-21 の効果

と評価～フレキシブル・ファンドの制度的枠組を中心に～ 

川尻 亜紀 69

(6) 規制緩和後の乗合バス・サービスの変容・・・・・・・・ 

－福岡県、西鉄を中心に－ 

前田 善弘 79

(7) 非営利組織によるバス運行の展望・・・・・・・・・・・ 

－日本における先駆的事例の分析を通じて－ 

高橋 愛典 89

(8) 観光交通の経営における諸問題について・・・・・・・・ 

－神戸シティループバスの事例を中心に－ 

岡野 英伸 99

(9) わが国国際航空政策の一考察・・・・・・・・・・・・・ 

－複数社政策をめぐって－ 

遠藤 伸明 109

(10) 鉄道端末交通市場におけるバス運賃・・・・・・・・・・ 新納 克廣 119

(11) 地方自治体間における協調的交通インフラ整備方策の可能性

に関する理論的考察・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

田村 正文 

福山  敬 

129



(12) もしもしピット（携帯電話・カーナビ用停車帯）設置に対 

する評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

浜岡 秀勝 

清水浩志郎 

139

(13) PFI 事業における交通需要リスクの分担方法について・・・ 小路 泰広 149

(14) 地方部における高速道路利用と地域連携の実態に関する研

究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

須永 大介 

家田  仁 

奥平  聖 

林  達朗 

159

(15) 交通均衡分析による都市高速道路の料金体系に関する 

考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

奥嶋 政嗣 

秋山 孝正 

 
169

(16) 東北地方における高速道路の冬期交通安全対策に関する考

察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

中西  勉 

清水浩志郎 

浜岡 秀勝 

 
179
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1 高齢社会と道路交通からの CO2排出量     岡 田   啓／51 

－クズネッツ曲線を用いた接近－ 

                    
2 高齢者に対する道路交通安全対策の検討    後 藤 孝 夫／61 
－交通政策からみた交通事故抑止対策の分析－ 
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秋 山 孝 正 
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に基づく実証的研究 
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〈Summary〉  ／251 

〈学会記事〉 ／261 

 活動記録・学会賞授賞 

〈『交通学研究』査読者一覧（第 48 号～第 51 号）〉                       ／268 

〈編集後記〉                                                        ／269 



２００９年（通巻５３号） 
 
 

 

序 文 宮 下 國 生 
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1 グリーン物流の企業動向 ～企業事例を中心に～ 下村 博史／  1 
 
2 我が国における交通政策と地球温暖化対策 山口 勝弘／ 11 
 
3 地球環境問題と交通における自由 西村  弘／ 19 
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6 米国における都市交通政策と計画システム 山田 浩之／ 85 
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 田村  亨 
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１ 観光立国の実現に向けた取組みについて ···································································· 1 
 武藤 浩（観光庁） 
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 松園 俊志（東洋大学） 
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１ クラスター計画による地域づくりにおける MICE 及び交通の関係性に関する一考察 ·········25 
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 金子  彰（東洋大学） 
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―外国人旅行者の利便性評価に着目して－ ································································45 
 野瀬 元子（東洋大学） 
 太田 勝敏（東洋大学） 
 堀  雅通（東洋大学） 
 古屋 秀樹（東洋大学） 
 
４ 居住地域別訪日中国人旅行者の日本国内における観光行動 

―インバウンド戦略検討のため基礎的分析― ·····························································55 
 日比野直彦（政策研究大学院大学） 
 森地  茂（政策研究大学院大学） 
 島田 貴子（建設技術研究所） 
 
５ 集積および交通にもとづく観光都市の合併による経済効果 ···········································65 
 神頭 広好(愛知大学) 
 
 
６ 国庫補助金の一般補助金化が広域的地域交通政策に与える影響に関する研究···················75 
 寺田 一薫（東京海洋大学） 
 



 
７ 補助金が効率性に与える効果：公営地下鉄の例 ··························································85 
 中山 徳良（名古屋市立大学） 
 
８ 鉄道会社の多角化戦略に関する分析 ·········································································95 
 鎌田 裕美（西武文理大学） 
 山内 弘隆（一橋大学） 
 
９ 鉄道廃線事例の類型化－関係主体の行動を中心に－ ·················································· 105 
 板谷 和也（運輸調査局） 
 
10 連邦制改革後のドイツの地域交通に対する連邦補助制度 

―地域交通助成法から解消法への移行を中心に― ······················································ 115 
 渡邉  徹（早稲田大学） 
 
11 ドイツにおける地域交通組織の連携関係とその変容·················································· 125 
 小林 大祐（中央大学） 
 
12 巡回車両の公共交通機関としての利用可能性に関する研究 

～郵便集配車両を事例とした効果分析～ ································································· 135 
 西内 裕晶（日本大学） 
 荒谷 太郎（日本大学） 
 轟  朝幸（日本大学） 
 
13 民間バス事業における分社化された組織形態に関する一考察 

―親子会社間関係からの検討― ············································································· 145 
 酒井 裕規（神戸大学） 
 鈴木 裕介（神戸大学） 
 
14 国内航空運賃に関する一考察 

～割引運賃の割引率に基づく路線の類型化～ ··························································· 155 
 渡邉  亮（運輸調査局） 
 
 
15 大都市圏における複数空港の役割分担 －大阪を例に ················································ 165 
 文  世一（京都大学） 
 寺地 祐介（京都大学） 
 
16 EU における航空会社‐空港の垂直的統合と競争政策上の課題 ··································· 175 
 小熊  仁（運輸調査局） 
 
17 ベルリンの空港事業統合に関する一考察································································· 185 
 醍醐 昌英（関西外国語大学） 
 
18 地方都市交通の現状把握と類型化 

―多変量解析による都市・交通指標の作成と、都市の分類― ······································ 195 
 湯川創太郎（滋賀県立大学） 
 
19 鉄道貨物輸送に関するダイヤ配分の一考察······························································ 205 
 小澤 茂樹（運輸調査局） 
 



20 交通サービス維持に対する消費者選好···································································· 215 
 中村 彰宏（帝塚山大学） 
 
21 地域政府による地域間道路の分権的整備が産業立地に及ぼす影響に関する分析 ············· 225 
 池田 結樹（鳥取大学） 
 福山  敬（鳥取大学） 
 
22 エコドライブ走行に関する経済性評価···································································· 235 
 松本 修一（慶應義塾大学） 
 中村 彰宏（帝塚山大学） 
 
23 都市高速道路のゾーン別対距離料金の適用可能性に関する検討 ·································· 245 
 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） 
 
24 Barro 型 CES 関数に基づく空間的応用一般均衡(SCGE)モデルの一般性向上 

―交通モデルを中心に― ······················································································ 255 
 武藤 慎一（山梨大学） 
 桐越 信（(社)雪センター） 
 
25 事後評価データを用いた PFI 道路事業のリスクの定量化··········································· 265 
 金子雄一郎（日本大学） 
 
26 長期社会的限界費用課金に基づく道路整備計画論····················································· 275 
 味水 佑毅（高崎経済大学） 
 根本 敏則（一橋大学） 
 
27 諸条件の違いを考慮した高速道路ネットワーク整備水準の国際比較手法の開発とその応用 

························ 285 
 家田  仁（東京大学） 
 井後 貴博（東京大学） 
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序 文 塩見 英治 

 

 

＜日本交通学会 70 周年記念 国際シンポジウム＞ 

「持続可能社会における交通政策」 

 
1 The Past, Present, and Future of US Transportation Policy: A Public Choice Theory Perspective····1 

Kenneth Button（George Mason University） 
 
 

2 European Union Transport Policy and Sustainability – the role of rail ······································15 
Chris Nash（University of Leeds） 

 
3 Transport Policy in a Sustainable Society ·······································································31 

Hirotaka Yamauchi（Hitotsubashi University） 
 
 

4 パネルディスカッション「持続可能社会における交通政策」 ········································43 
 

＜研究論文＞ 
1 高速道路ネットワークにおける整備密度と資源投入量の国際比較と日本国内地方比較 

～国土条件の差異を考慮した相対比較手法～ ·····························································53 
家田  仁（東京大学） 
近藤 康人（東京大学） 

 
2 鉄道施設とリスクファイナンス ···············································································63 

松野 由希（東洋大学） 
 

3 ＪＧＳＳ（日本版総合的社会調査）による自動車利用の要因分析 
－利用目的別にみた都市構造の自動車抑制効果を中心に－ ···········································73 

小川 雅司（羽衣国際大学） 
 
4 総収入制約を付与したプライスキャップ規制の社会厚生上の含意： 

KTO モデルの開発と価格規制政策への示唆 ·······························································83 
太田 和博（専修大学） 
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