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運輸総合研究所の研究活動等
H30.1月〜H31.3月

開催日 名称等 掲載頁

H30. 2.21

鉄道と船舶における燃料電池の利用に関する国際セミナー

　基調講演「鉄道と船舶における燃料電池の利用に関する調査研究」報告

　河村篤男（横浜国立大学大学院工学研究院 知的構造の創生部門教授）

p208

H30. 3.13
これからのモビリティ社会の実現に向けた国際セミナー 

〜生活者の快適な移動の実現を目指して〜
p209

H30. 3.15

第123回運輸政策コロキウム：長距離貨物輸送における複合一貫輸送の実態と労働生産性　

〜長距離フェリー等のコモンキャリアを利用した複合一貫輸送に注目して〜

　講師：加藤博敏（運輸総合研究所主任研究員）

　コメンテータ：根本敏則（一橋大学大学院商学研究科 名誉教授，敬愛大学経済学部教授）

p188-194

H30. 3.19 草津温泉観光プロモーション＆セミナー p210-223

H30. 4.17
第55回運輸政策セミナー：自動運転の現状と展望

　講師：鎌田　実（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）
p167-172

H30. 5.15

研究報告会2018年春（第43回）

　特別講演「JR東日本グループの現状と今後の展望」

　冨田哲郎（東日本旅客鉄道株式会社取締役会長）

p158-161
（研究員による
報告はWebに
掲載）

H30. 5.29

第124回運輸政策コロキウム：北海道の鉄道貨物の行方

　講師：越智秀信（運輸総合研究所招聘研究員） 

　コメンテータ：石井吉春（北海道大学公共政策大学院特任教授）

p195-200

H30. 6.19
第56回運輸政策セミナー：自動運転の開発，普及促進を支える法制度整備の動向

　講師：小林　豊（国土交通省大臣官房参事官（自動車局保障制度参事官））
p173-179

H30. 7.20

シンポジウム：東京圏の鉄道と沿線の魅力―課題と将来展望―

　基調講演「将来の地域の活性化と鉄道のあり方」 

　森地　茂（政策研究大学院大学 政策研究センター所長）

p224-225

H30. 7.24

第125回運輸政策コロキウム：鉄道バリアフリー施設整備の効果と費用負担のあり方

　講師：五十嵐達哉（運輸総合研究所研究員）

　コメンテータ：谷口綾子（筑波大学システム情報系社会工学域准教授）

p201-207

H30. 9.26
第57回運輸政策セミナー：観光先進国実現に向けた「日本型IR」

　講師：森重俊也（特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長）
p180-185

H30.10. 3

高速鉄道セミナー： 高速鉄道の将来展望　〜米国及び日本〜　（米国ワシントンDC開催）

　基調講演

　（1）Carlos Aguilar（カルロス アギラ）（TCP（Texas Central Partners）社 CEO）

　（2） David Henley（デイビッド ヘンレイ）（TNEM （The Northeast Maglev）社 Project Director）

　（3）石井昌平（国土交通省鉄道局次長）

　（4） 加賀山慶一（HTeC（High-Speed-Railway Technology Consulting Corporation）社 President）

　（5）金山洋一（富山大学都市デザイン学部教授）

p226-234

H30.11. 6

高速鉄道セミナー：世界の高速鉄道の今と将来（東京開催）

　講演

　（1） 「欧州の高速鉄道−不確実な将来に向けた長所と短所−」 

ロドリック・スミス（インペリアル・カレッジ・ロンドン名誉教授）

　（2） 「インドにおける高速鉄道発展に向けたコンセプト及びチャレンジ」 

ブリジェシュ・ディグジット（インド国家高速鉄道公社部長）

　（3） 「台湾高速鉄道の今と将来」 

陳　　強（台湾高速鉄路股份有限公司執行副総経理）

　（4） 「JR東日本の新幹線が目指すもの」 

最明　仁（東日本旅客鉄道株式会社常務執行役員）

　（5） 「超電導リニアによる中央新幹線計画及び高速鉄道の海外展開」 

内田吉彦（東海旅客鉄道株式会社執行役員，中央新幹線推進本部副本部長）

p235-246

【研究活動】
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開催日 名称等 掲載頁

H30.11.12

セミナー：新たなモビリティ・交通情報の創出に関する調査報告

　特別講演

　（1） 「携帯電話基地局通信履歴に基づく人の移動行動の推定可能性」 

関本義秀（東京大学生産技術研究所 准教授）

　（2） 「都市交通事業評価のための対話的可視化シミュレータの開発」 

加藤　学（株式会社日立製作所 研究開発グループ 主任研究員）

　（3） 「日本の魅力の届け方〜デジタルマーケティングの根本強化のご提言」 

陳内裕樹（ グーグル合同会社 広告営業本部 観光立国推進部長 

内閣官房　クールジャパン地域プロデューサー）

なし

H30.11.21

研究報告会2018年秋（第44回）

　特別講演「Peach “The Game Changer”」

　井上慎一（Peach Aviation株式会社代表取締役CEO）

p162-166
（研究員による
報告はWebに
掲載）

H30.11.30
航空セミナー： アメリカ航空産業の現状と今後の展望　〜超長距離・直行便の拡充等

を受けた米国航空会社のアジア路線・ハブ戦略〜
p186-187

H31. 1.18
第58回運輸政策セミナー：海の京都の観光まちづくり　〜総合的な交通政策の実践〜

　講師：村尾俊道（京都府政策企画部副部長）
次号掲載

H31. 2. 7

船舶の代替燃料としてのLNGの可能性に関する国際セミナー

　基調講演

　（1） 「海外における船舶燃料のLNG化に関する状況や今後の展開」 

ピーター・ケラー（SEA＼LNG会長） 

　（2） 「船舶の代替燃料としてのLNGの可能性に関する調査研究」報告 

高崎講二（九州大学 総合理工学研究院 名誉教授）

次号掲載

H31. 2.28

第126回運輸政策コロキウム：働き方の変化に伴う鉄道通勤行動への影響に関する研究

　講師：山田敏之（運輸総合研究所研究員）

　コメンテータ：金子雄一郎（日本大学理工学部土木工学科教授）

次号掲載

H31. 3. 7

第59回運輸政策セミナー：インバウンド観光と対話・コミュニケーション

　（1） 対話から見た「観光地のアイデンティティ」 

―インバウンド旅行者とのウォーキングツアーからのメッセージ― 

中野宏幸（AGP顧問，前国土交通省） 

高梨博子（日本女子大学文学部准教授）

　（2） 小田原・箱根SGGクラブの取組み  

吉田　稔（小田原・箱根SGGクラブ会長） 

　（3） JNTOのインバウンド施策 

藤田礼子（JNTO 海外プロモーション部長）

次号掲載

H31. 3.13

観光・ブランディングに関する国際シンポジウム

世界の潮流と観光も包含したナショナルブランディングの必要性

〜ポスト2020オリパラを見据え，「レガシー」を考える〜

　基調講演

　（1） 「国家ブランディングとその必要性」（仮） 

キース・ディニー（書籍「国家ブランディング」編者，Brand Horizons 創設者） 

　（2） 「何故『いまさら“ブランディング”とは？』なのか?」（仮） 

並木将仁（株式会社インターブランドジャパン 代表取締役社長兼CEO）

　（3） 「米国　DMOの先端的取り組みと今後の方向」（仮） 

マキコ・マツダ・ヒーリー（ニューヨーク市観光局（NYC ＆ Company）マネー

ジング・ディレクター（ツーリズム・マーケット・ディベロップメント））

次号掲載
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開催日 名称等 掲載頁

H30. 2.19

シリーズ：モビリティを活用したまちづくりセミナー

「道の駅」を地域振興，観光戦略に生かすために

　主催： 一般財団法人国土計画協会，一般社団法人全国道路標識・標示業協会， 

株式会社時評社

なし

H30. 3.30
第94回土木計画学ワンデーセミナー

　主催：土木学会土木計画学研究委員会（都市間旅客交通研究小委員会）
なし

H30. 7.27

〜 7.29

第十三回　日本モビリティ・マネジメント会議（JCOMM）

　主催：一般社団法人日本モビリティ・マネジメント会議
なし

H30. 8.28
「都市再生2 ―世界の都市間競争は日本経済の総力戦で挑む―」講演会

　主催：株式会社時評社
なし

H30. 9. 5

公共交通フェスタ　まちの快適空間づくりから考える公共交通2018

〜都会の進化と地方の反撃〜

　主催：関東運輸局

なし

H31. 2.14

シリーズ：モビリティを活用したまちづくりセミナー

自転車を活用したまちづくり−東京五輪開催を見据えて

　主催： 一般社団法人全国道路標識・標示業協会，一般財団法人国土計画協会，株式

会社時評社

なし

【後　援】

開催日 名称等 掲載頁

H30. 6. 5
日中交流：国家発展改革委員会総合運輸研究所

国際交流第24回日中運輸経済技術交流会議（於 東京）
Web掲載

H30.10.10
日韓交流：韓国交通研究院（KOTI）

The 14th JTTRI-KOTI Joint Seminar 2018（於 世宗（セジョン）特別自治市）
Web掲載

【国際交流】
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