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一般財団法人への移行のお知らせ

運輸政策研究機構は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等に基づき，去る3月28日，

内閣総理大臣より一般財団法人への移行認可を受け，4月1日より一般財団法人運輸政策研究機構

として新たな歩みを始めました．

一般財団法人移行後は，非営利のシンクタンクとして社会貢献に一層精進致すとともに，一般財団

法人としての柔軟な事業展開により，交通運輸の抱える様 な々課題の研究調査に積極的に取り組ん

で参ります．

移行後の組織体制は以下のとおりです．役職員一同，当機構の発展に努力して参る所存でござ

いますので，今後ともなお一層のご支援，ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます．

代表理事
評 議 員 青木　真美 会　　長 黒野　匡彦

〃 安藤　憲一 副 会 長 杉山　武彦（運輸政策研究所長）

〃 五十嵐　誠 副 会 長 鷲頭　　誠（国際問題研究所長）

〃 石川　裕己 理 事 長 春成　　誠

〃 戸矢　博道 理　　事 青山　佳世

〃 平野　直樹 〃 梅﨑 壽

〃 廻　　洋子 〃 栢原　英郎

〃 森地　　茂 〃 佐和　隆光

〃 横山敬一郎 〃 舩山　龍二

〃 宮下　國生

〃 森杉　壽芳

〃 山内　弘隆

監　　事 中村　直幸

〃 宮﨑 達彦
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◆国際セミナー「大都市圏における複数空港の併存のあり方」

日時……平成24年2月1日（水）

15：00～18：00

会場……セントレジスホテル（米国・ワシントンDC）

開会挨拶……当機構国際問題研究所長

鷲頭　誠

基調講演……1. 当機構会長（前成田国際空港（株）代表取締役社長）

黒野匡彦

2. 関西国際空港（株）取締役会長

岩村　敬

3. ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社アシスタント・

ディレクター

ラルフ・トラガーリ

4. 国際空港評議会北米支部（ACI-NA）代表

グレッグ・プリンシパト

パネルディスカッション

モデレーター……Wicks Group代表

グレン・P・ウィックス

パネリスト……上記基調講演者

◆国際セミナー「バラスト水管理システムの技術及び認証セミナー」

日時……平成24年3月8日（木）

10：00～19：30

会場……釜山ロッテホテル（大韓民国・釜山）

主催……当機構国際問題研究所と韓国海洋研究所（KORDI）（共催）

全体挨拶……KORDIバラスト水センター主任研究員

Kyoung Soon Shin

主催者挨拶……1. 当機構国際問題研究所長

鷲頭　誠

2. KORDI南海支部局長

KIM Seong-ryeol

第1部 政策関連事項

1. 国土交通省海事局検査測度課課長補佐

小磯　康

「日本におけるバラスト水管理条約の実施に向けた政策とアク

ション」

2. IMO・GESAMP-BWWG委員／海洋政策研究財団主任研究員

華山伸一

「G2ガイドラインに基づくPSCサンプリングへの危惧とその対応

方法」

3. 韓国国船級協会（KR）主任研究員

Seo Sung Jin

「韓国における型式承認手順とその再構築」

4. IMO・GESAMP-BWWG委員／Kyung Hee大学教授

Rhie Kitae

「適合試験に関するサンプリングと分析の効率」

5. KORDIバラスト水センター主任研究員

Kyoung Soon Shin

「バラスト水処理システムに係る韓国の試験施設」

第2部 技術関連事項

1. 三井造船（株）船舶・艦艇事業本部事業開発部長

植木修次

「SP Hybrid BWMS Ozone Versionについて」

2. テクロス（株）中央研究センター部長

Yong Seok Park

「Electro-Clean? System（ECS）運転後の船舶の安全試験と生

物の除去効率」

3.（株）日立プラントテクノロジー環境システム事業本部随伴水・バ

ラスト事業推進室部長

沼田好晴

「Hitachi Ballast Water Purification System（Clear Ballast）に

ついて」

4. パナシス（株）マーケティンググループ チームマネージャー

Young Chu Ohg

「GloEn-Patrol TM Ballast Water Manegement Systemについて」

5. JFEエンジニアリング（株）舶用機械事業部バラスト水システム部

開発室主幹

岡本幸彦

「JFE-BallastAceの紹介」

6.現代重工業（株）

Ji Hyoung Lee

「EcoBallast & HiBallastの簡単な紹介」

講演会等の開催（開催日順）



◆国際セミナー「ハノイ市人民委員長訪日記念鉄道セミナー」

日時……平成24年3月21日（水）

14：30～17：15

会場……ANAインターコンチネンタルホテル

主催……国土交通省，運輸政策研究機構，海外鉄道推進協議会

（日本財団助成事業）

開会挨拶・基調講演

1. 国土交通省国土交通審議官

北村隆志

2. ハノイ市人民委員長

グエン・テー・タオ

3. 東日本旅客鉄道（株）代表取締役社長／海外鉄道推進協議会

会長代行

清野　智

プレゼンテーション

1. ハノイ市鉄道プロジェクト管理局長

ファム・トゥアン・ソン

2. 当機構国際問題研究所高速鉄道政策推進チーム長

松本勝利

3. 東日本旅客鉄道（株）総合企画本部国際業務部担当部長

太田朝道

4. 東京地下鉄（株）広報部国際担当部長

木村直人

特別講演……政策研究大学院大学特別教授

森地　茂

閉会挨拶……当機構副会長／国際問題研究所長

鷲頭　誠

◆第110回運輸政策コロキウム

日時……平成24年3月21日（水）

18：00～20：00

会場……当機構2階会議室

テーマ……「都市鉄道の整備手法の活用促進方策についての研究」

講師……当機構運輸政策研究所研究員

横田　茂

コメンテータ……芝浦工業大学工学部土木工学科教授

岩倉成志

◆桜寄贈100周年記念観光シンポジウム

日時……平成24年3月23日（金）

15：00～18：00

会場……ワシントンポスト社カンファレンスセンター（米国・ワシント

ンDC）

主催……国土交通省，観光庁，在アメリカ合衆国日本国大使館，国

際観光振興機構（ JNTO），当機構国際問題研究所

開会挨拶……国際観光振興機構理事長

松山良一

基調講演……1. 日米評議会会長

アイリーン・ヒラノ・イノウエ

2. アメリカ合衆国駐箚全権特命大使

藤崎一郎

3. 米国国務副長官

トーマス・R・ナイズ

4. 国土交通省国土交通審議官

北村隆志

プレゼンテーション

ⅰ）アメリカ人から見た日本の魅力

1. デルタ航空アジア・太平洋地区担当上級副社長

ヴィネイ・デューベ

2. ナショナルジオグラフィック・フォトグラファー

マイケル・ヤマシタ

3.トラベルウィークリー・エディター

ケネス・キースノスキ

ⅱ）日本人から見た日本の魅力

1. JRグループ・ニューヨーク事務所長

西山隆雄

2. JR西日本鉄道本部営業本部部長兼東京営業部長

橋本修男

3. JR九州取締役鉄道事業本部副本部長　運輸部長

日高淳一

閉会挨拶……当機構国際問題研究所長

鷲頭　誠

◆第82回評議員会

日時……平成24年3月30日（金）

13：30

場所……当機構2階会議室

第1号議案……平成24年度事業計画及び収支予算（案）について

第2号議案……諸規程の制定及び改正等について
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◆第166回理事会

日時……平成24年3月30日（金）

15：00～

場所……当機構2階会議室

第1号議案……平成24年度事業計画及び収支予算（案）について

第2号議案……会長，副会長，理事長，常務理事の互選について

第3号議案……顧問の委嘱について

第4号議案……諸規程の制定及び改正等について

◆第3回アジア諸国における都市間交通システムに関する国際シンポジウム

日時……平成24年4月20日（金）

9：30～18：05

会場……政策研究大学院大学 想海樓ホール1階

主催……政策研究大学院大学，運輸政策研究機構，アジア交通学会

後援……韓国交通研究院

開会挨拶……1. 政策研究大学院大学副学長

大山達雄

2. 当機構運輸政策研究所長

杉山武彦

来賓挨拶……国土交通省国土交通審議官

北村隆志

共同研究の概要……前当機構運輸政策研究所長，政策研究大学

院大学特別教授

森地　茂

基調講演……東海旅客鉄道（株）顧問

田中宏昌

「アジアの幹線鉄道の現状と整備に向けた課題（仮題）」

研究報告…1. 大連理工大学教授

Shengchuan Zhao

「中国における都市間交通システムの挑戦と今後の

見通し」

2. インドネシア大学教授

Sutanto Soehodho

「インドネシアにおける都市間陸上交通システム」

3. 環境・交通開発センター所長

Trinh Van Chinh

「ベトナムにおける都市間旅客輸送－挑戦と今後の

見通し－」

4.トリブバン大学准教授

Tara N. Bhattarai

「ネパールにおける都市間旅客輸送の課題と挑戦」

5. プリンス・オブ・ソンクラ大学教授

Pichai Taneerananon

「タイ国の均衡ある発展に向けて：高速鉄道網の接続」

6. アジア交通開発研究所主任研究員

Raghu Dayal

「インド：都市間旅客交通－現状と挑戦－」

7. マラヤ大学教授

Mohamed Rehan Karim

「マレーシアにおけるバランスのとれたモード間の競

合とシェアの達成」

8. 韓国交通研究院主任研究委員

Young-In Kwon

「韓国における都市間交通システム」

9. 台湾国立交通大学教授

Cheng-Min Feng

「台湾における高速鉄道の課題と教訓からの示唆」

10. 当機構運輸政策研究所主任研究員

Surya Raj Acharya

「アジアにおける都市間交通－比較分析と政策提言－」

パネルディスカッション

モデレーター……前当機構運輸政策研究所長，政策研究院大学院

大学特別教授

森地　茂

パネリスト……タイ運輸省副次官

Chamroon Tangpaisalkit

インドネシア運輸省副大臣（調整中）

Bambang Susantono

インド計画委員会交通担当顧問

Manoj Singh

中国交通運輸部計画研究所所長

Li Xinghua

韓国交通研究院院長

Gyeng-Chul Kim

ベトナム国鉄総裁

Nguyen Dat Tuong

国土交通省鉄道局次長

田村明比古

閉会挨拶……当機構運輸政策研究機構理事長

春成　誠
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◆シンガポール海事港湾庁（MPA）主催第7回シンガポール・マリ

タイム・ウィーク協賛イベント

国際セミナー「海運企業のCSR活動に関するセミナー」

日時……平成24年4月26日（木）

14：00～19：30

会場……マリーナマンダリンシンガポール内会議室（5階，Vanda

Ballroom）（シンガポール）

主催……日本財団，BIMCO，当機構国際問題研究所

後援……国土交通省，国際海事機関（IMO），（社）日本船主協会

司会……ペドロメディア社アジア支部長

マーカス・ハンド

開会挨拶……1. 公益財団法人 日本財団会長

笹川陽平

2. BIMCO会長

ユティシュティラ D カタウ

特別講演……国際海事機関（IMO）事務局長

関水康司

講演……1. シンガポール海事港湾庁海運部長

チョン・ケン・スーン

「マリタイム・シンガポール・グリーン・イニシアティブ」

2. カナダ・ブリティッシュコロンビア大学特別研究員

リンダ・コーディー

「包括的・世界的観点から見たCSRとその活動の概観」

3. BIMCOアジア連携担当官

トーマス・ティムレン

「マラッカ・シンガポール海峡におけるIMO協力メカニ

ズム：環境保護と航行安全強化のための政府と産業

界の協働」

4. インド海運会社会長兼取締役

サビャサチ・ハジャラ

「CSRの事例紹介」

5.（社）日本船主協会副会長

五十嵐誠

「CSRの事例紹介」

閉会挨拶……当機構国際問題研究所長

鷲頭　誠

◆研究報告会2012年春（第31回）

日時……平成24年5月25日（金）

13：00～18：00

会場……海運クラブ国際会議場（千代田区平河町）

詳細については，決まり次第，お知らせします．

講演会等の開催予定
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