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運輸総合研究所の研究活動等
2019.12.11〜2021.3.19

開催日 名称等 場所

2019. 
12.11

第134回運輸政策コロキウム 〜ワシントンレポートⅣ〜 : 米国における無人航空機政策の動向
　講師：山田伸一（ワシントン国際問題研究所研究員）
　コメンテータ：鈴木真二（ 東京大学未来ビジョン研究センター特任教授／日本無人機運行管理コン

ソーシアムJUTM代表／一般社団法人日本UAS産業振興協議会JUIDA理事
長／福島ロボットテストフィールドRTF所長）

東京

2020. 
1.14

タイにおける鉄道整備と沿線開発に関する国際セミナー：鉄道整備と沿線開発
　開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
　来賓挨拶 1 ：Sorapong　Paitoonphong（タイ運輸省鉄道局長）
　　　　　　　岡西康博（国土交通省国際統括官）
　　　　　　　関口　昇（在タイ日本国大使館公使）
　基調講演：「Transit Oriented Urban Development in Asian Cities」
　　　　　　森地　茂（ 政策研究大学院大学政策研究センター所長／運輸総合研究所アドバイザー）
　報告：「Railway and Area Development」
　　　　武藤雅威（運輸総合研究所主任研究員）
　パネルディスカッション：
　モデレータ：日比野直彦（政策研究大学院大学准教授）
　パネリスト：「Summary and Roll of DRT」
　　　　　　　「TOD FOR RAIL TRANSPORT In THAILAND」
　　　　　　　Sorapong　Paitoonphong（タイ運輸省鉄道局長）
　　　　　　　森地　茂（ 政策研究大学院大学政策研究センター所長／運輸総合研究所アドバイザー）
　　　　　　　「Presentation for Panel Discussion」
　　　　　　　福田　敦（日本大学理工学部交通システム工学科教授）
　来賓挨拶 2 ：アーコム・トゥームピッタヤーパイシット（タイ王国前運輸大臣）
　閉会挨拶：奥田哲也（運輸総合研究所専務理事）

バンコク
（タイ）

2020. 
1.15

国際セミナー「モバイル・ビッグデータの交通計画への活用」
〜日ASEAN交通連携プロジェクト〜
　開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
　来賓挨拶 1 ：Chayatan Phromsorn（タイ運輸省交通計画政策局長）
　　　　　　　梨田和也（特命全権大使タイ国駐箚）
　　　　　　　岡西康博（国土交通省国際統括官）
　基調講演 1 ：「Sustainable Data Utilization in Digital Smart City」
　　　　　　　関本義秀（東京大学生産技術研究所准教授）
　基調講演 2 ：「Big Data Analytics　How data changes our way of lives」
　　　　　　　Tiranee Achalakul（GBDIビッグデータエクスペリエンスセンター所長）
　報告： 「Relationship between Big Data use and Privacy / Act on the Protection of Personal 

Information of ASEAN states and Japan」
　　　　（運輸総合研究所，ASEAN各国出席者およびASEAN事務局）
　　　　室井寿明（運輸総合研究所研究員）
　　　　Ms. Souphany Heuangkeo（ラオス公共事業運輸省運輸局）
　　　　Dr. Subramani Paiduthaly（マレーシア運輸省情報管理部）
　　　　Ms. May Mon Zaw（ミャンマー運輸通信省国際協力部）
　　　　Ms. Ruth Espinosa Montes（フィリピン運輸局）
　　　　Mr. Kelvin NG ZHI HAO（シンガポール陸上交通庁）
　　　　Ms. Sukanya Meebangkoed（タイ運輸省情報通信技術センター）
　　　　Mr. Rasyid Indra Pratam（ASEAN事務局ASEAN経済共同体部会分野別開発部）
　　　　Mr. Riyan Saputra（ASEAN事務局ASEAN総合モニタリング部）
　来賓挨拶 2 ：アーコム・トゥームピッタヤーパイシット（タイ王国前運輸大臣）
　閉会挨拶：奥田哲也　（運輸総合研究所専務理事）

バンコク
（タイ）

【研究活動】
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開催日 名称等 場所

2020. 
1.29

交通セキュリティセミナー「交通分野のサイバーセキュリティ対策における監査役の役割」
　開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
　来賓挨拶：石井昌平（国土交通省総合政策局次長）
　研究報告：「経営層がとるべきサイバーセキュリティ対策について」
　　　　　　田中英彦（ 学校法人岩崎学園理事／情報セキュリティ大学院大学名誉教授／東京大学名

誉教授）
　講演 1 ：「サイバーテロの可能性と，経営としての監査役への期待」
　　　　　丸山司郎（株式会社ベネッセホールディングス顧問）
　講演 2 ：「サイバーセキュリティの監査」
　　　　　永宮直史（特定非営利活動法人日本セキュリティ協会エグゼクティブフェロー）
　対談・質疑応答：
　モデレーター：田中英彦（ 学校法人岩崎学園理事／情報セキュリティ大学院大学名誉教授／東京大

学名誉教授）
　講師：丸山司郎（株式会社ベネッセホールディングス顧問）
　　　　永宮直史（特定非営利活動法人日本セキュリティ協会エグゼクティブフェロー）
　閉会挨拶：佐藤善信（運輸総合研究所理事長）

東京

2020. 
1.30

第135回運輸政策コロキウム 〜ワシントンレポートV 〜：
アメリカ航空産業の現状と今後の展望 / 米国の空港混雑問題とスロット調整方式
　講師：坂本弘毅（ワシントン国際問題研究所主任研究員）
　講師：高木大介（ワシントン国際問題研究所研究員）
　コメンテータ：遠藤伸明（東京海洋大学海洋工学部流通情報工学部門教授）

東京

2020. 
2.12

フィリピンにおける鉄道整備と沿線開発に関する国際セミナー：鉄道整備と沿線開発
　開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
　来賓挨拶：アーサー P. ツガデ（フィリピン運輸大臣）
　　　　　　羽田浩二（フィリピン共和国駐箚特命全権大使）
　　　　　　ジュン B マグノ（フィリピン国鉄総裁）
　　　　　　日笠弥三郎（国土交通省大臣官房審議官（鉄道））
　基調講演：「Transit Oriented Urban Development in Asian Cities」
　　　　　　森地　茂（ 政策研究大学院大学政策研究センター所長／運輸総合研究所アドバイザー）
　報告：「Railway and Area Development」
　　　　武藤雅威（運輸総合研究所主任研究員）
　パネルディスカッション：
　モデレータ：日比野直彦（政策研究大学院大学准教授）
　パネリスト：前半：「Build−Build−Build」
　　　　　　　後半：「Land Value Uplift in the Philippines」
　　　　　　　ティモシー ジョン R. バターン（フィリピン運輸省鉄道担当次官）
　　　　　　　森地　茂（ 政策研究大学院大学政策研究センター所長／運輸総合研究所アドバイザー）
　　　　　　　前半：「Issues on Railway Development in Metro Manila」
　　　　　　　後半：「Land Acquisition Policies on Railway Development」
　　　　　　　プリミティボ C．カル（フィリピン大学教授）
　閉会挨拶：奥田哲也（運輸総合研究所専務理事）

マニラ
（フィリピン）
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開催日 名称等 場所

2020.
2.14

インドネシアにおける鉄道整備と沿線開発に関する国際セミナー：鉄道整備と沿線開発
　開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
　来賓挨拶：ヘル・ウィスヌ・ウィビウォ（ インドネシア運輸省鉄道総局鉄道インフラ局長）
　　　　　　石井正文（インドネシア駐箚特命全権大使）
　　　　　　日笠弥三郎（国土交通省大臣官房審議官（鉄道））
　基調講演：「Transit Oriented Urban Development in Asian Cities」
　　　　　　森地　茂（ 政策研究大学院大学政策研究センター所長／運輸総合研究所アドバイザー）
　報告：「Railway and Area Development」
　　　　武藤雅威（運輸総合研究所主任研究員）
　パネルディスカッション：
　モデレータ：日比野　直彦（政策研究大学院大学准教授）
　パネリスト：前半：「 STRATEGIC ROLE OF RESEARCH & DEVELOPMENT AGENCIES MINISTRY 

OF TRANSPORTATION」
　　　　　　　後半：「 PROBLEM AND PERSPECTIVE OF LAND ACQUISITION FOR URBAN 

RAILWAY PROJECT AND TOD DEVELOPMENT」
　　　　　　　　　　アリフ・アンワル（インドネシア運輸省研究開発庁企画協力課長）
　　　　　　　　　　「 TRANSPORTASI KAWASAN METROPOLITAN JAKARTA PELUANG DAN 

TANTANGAN」
　　　　　　　　　　ベルナデッテ・E・S・マヤシャンティ（インドネシア運輸省企画局企画課長）
　　　　　　　　　　森地　茂（ 政策研究大学院大学政策研究センター所長／運輸総合研究所アドバ

イザー）
　　　　　　　　　　「 PROBLEMS OF THE CONSTRUCTION PRIORITY OF URBAN RAILWAY 

NETWORK PROJECT : JAKARTA」
　　　　　　　　　　スタント・ソエホド（ インドネシア大学教授／ジャカルタ首都特別州前知事補）
　閉会挨拶：奥田　哲也（運輸総合研究所専務理事）

ジャカルタ
（インドネシア）

2020．
2.21

第 1 回TTPUセミナー：
「新しいモビリティサービスの実現に向けて 〜日本版MaaSを利用者目線で検証する〜」

開会挨拶：高原明生（東京大学公共政策大学院院長）
挨拶：宿利正史（東京大学公共政策大学院客員教授／運輸総合研究所会長）
基調講演 1 ：「日本版MaaSの推進に向けて」
　　　　　　瓦林康人（国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官）
基調講演 2 ：「人・地域の幸せとMaaS・新しいモビリティサービス」
　　　　　　石田東生（筑波大学名誉教授／一般財団法人日本みち研究所理事長）
講演 1 ：「MONET Technologiesの取組みとMaaSに関する課題について」
　　　　宮岡冴子（MONET Technologies株式会社政策渉外部長）
講演 2 ：「MaaSアプリEMotと共通データ基盤MaaS Japanが実現できる世界」
　　　　西村潤也（ 小田急電鉄株式会社経営戦略部課長／次世代モビリティチーム統括リーダー）
講演 3 ：「都心部への新モビリティの導入と都市のリデザイン・アップデート」
　　　　重松眞理子（ 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会ガイドライン部

会長／三菱地所株式会社開発推進部都市計画室長）
講演 4 ：「日本的なMaaSとは．チョイソコプロジェクトで見えてきたこと」
　　　　加藤博巳（アイシン精機株式会社イノベーションセンター部長）
パネルディスカッション：
モデレーター：石田東生（筑波大学名誉教授／一般財団法人日本みち研究所理事長）
パネラー：重田裕彦（国土交通省モビリティサービス推進課長）
　　　　　伊藤慎介（ 株式会社rimOnO代表取締役社長／兼KPMGモビリティ研究所アドバイザー）
　　　　　宮岡冴子（MONET Technologies株式会社政策渉外部長）
　　　　　西村潤也（ 小田急電鉄株式会社経営戦略部課長／次世代モビリティチーム統括リーダー）
　　　　　重松眞理子（ 一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会ガイドライン

部会長／三菱地所株式会社開発推進部都市計画室長）
　　　　　加藤博巳（アイシン精機株式会社イノベーションセンター部長）
閉会挨拶：大橋　弘（東京大学公共政策大学院副院長）

東京
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開催日 名称等 場所

2020. 
2.26

交通セキュリティセミナー：「交通分野のサイバーセキュリティ対策における経営層の役割」
開会挨拶：奥田哲也（運輸総合研究所専務理事）
来賓挨拶：蒲生篤実（国土交通省総合政策局長）
　　　　　（代読）瀬口芳広（国土交通省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官）
研究報告：「経営層がとるべきサイバーセキュリティ対策について」
　　　　　田中英彦（ 学校法人岩崎学園理事／情報セキュリティ大学院大学名誉教授／東京大学名

誉教授）
講演 1 ：「企業と経営層の法的責任の問題」
　　　　北條孝佳（西村あさひ法律事務所弁護士）
講演 2 ：「緊急事態の対処能力の向上策に類似する「サイバー脅威対処態勢の整備」」
　　　　名和利男（株式会社サイバーディフェンス研究所専務理事，上級分析官）
対談・質疑応答：
　モデレータ：田中英彦（ 学校法人岩崎学園理事／情報セキュリティ大学院大学名誉教授／東京大

学名誉教授）
　講師：北條孝佳（西村あさひ法律事務所弁護士）
　　　　名和利男（株式会社サイバーディフェンス研究所専務理事，上級分析官）
閉会挨拶：佐藤善信（運輸総合研究所理事長）

東京

2020. 
7.22

研究報告会　2020年夏（第47回）
運輸総合研究所研究員による報告（5本）

（1）「 多様な働き方の時代における都市鉄道の混雑対策　−時間差料金制等に対する企業の意識を踏
まえて−」

　　山田敏之（前運輸総合研究所研究員）
（2）「 公共交通網までの端末型自動運転サービスに関する需要分析　−需要特性公共交通への影響−」
　　安部遼祐（運輸総合研究所研究員）

（3）「地方の公共交通の活性化・再生等の取り組みの評価」
　　林田拓人（前運輸総合研究所主任研究員）

（4）「海事分野における規制緩和とその効果　−旅客船事業の事例を中心に−」
　　小野芳計（前運輸総合研究所主任研究員）

（5）「 観光誘客におけるプレイス・ブランディングの有用性に関する考察　−地域に関するブラン
ディングの現状を踏まえた検証−」

　　岩田　賢（前運輸総合研究所主任研究員）

録画配信
開催

2020. 
8.7

第64回運輸政策セミナー「Nextインバウンド」シリーズVol.1：
それでも私たちは進む「インバウンド観光 新マーケティング5.0戦略」

講師：李　容淑（Lee Yong sook）（ 観光庁Visit Japan大使／関西国際大学経営学部経営学科教授（国
際ツーリズム専攻）／株式会社リンカイ代表取締役社長）

オンライン
開催

2020. 
8.26

第136回運輸政策コロキウム：
新型コロナウィルス感染症による航空業界への影響およびその対応策

講師：藤村修一（運輸総合研究所客員研究員／全日本空輸株式会社常勤顧問）
コメンテータ：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

東京／
オンライン
併用開催

2020. 
9.10

第65回運輸政策セミナー「Nextインバウンド」シリーズVol.2：
We can fly when the headwind blows.　−逆風の時は空を飛ぶ−

講師：横江友則（ 観光庁Visit Japan大使／一般社団法人グローカル交流推進機構専務理事／大阪府・
市特別参与）

コメンテータ：小島克巳（文教大学国際学部国際観光学科教授／運輸総合研究所客員研究員）

オンライン
開催

2020. 
9.30

第137回運輸政策コロキウム：持続可能性を考慮したサプライチェーン構築
講師：マハルジャン ラジャリ（運輸総合研究所研究員）
コメンテータ：鈴木定省（東京工業大学工学院経営工学系准教授）

オンライン
開催

2020. 
10.23

第138回運輸政策コロキウム　〜ワシントンレポートⅥ〜：
米国の安全保障協力支援制度及び海上保安庁との連携に関する考察

東京
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2020. 
10.26

新型コロナウイルスが鉄道輸送と都市構造に及ぼす影響に関するシンポジウム
開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
基調講演：「新型コロナウイルスが鉄道輸送と都市構造に及ぼす影響」
　　　　　森地　茂（政策研究大学院大学客員教授，名誉教授）
パネルディスカッション：
コーディネータ：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：「with/after　COVID-19」
　　　　　　岸井隆幸（ 一般財団法人計量計画研究所代表理事／日本大学理工学部土木工学科特任

教授）
　　　　　　「ウィズコロナ，ポストコロナに向けて」
　　　　　　坂井　究（東日本旅客鉄道株式会社常務取締役総合企画本部長）
　　　　　　「コロナを踏まえた最近の状況等について（東急電鉄）」
　　　　　　城石文明（東急電鉄株式会社代表取締役副社長執行役員鉄道事業本部長）
　　　　　　「ポストコロナを見据えた東京メトロの取組みについて」
　　　　　　野焼計史（東京地下鉄株式会社常務取締役鉄道本部長）
　　　　　　「with/afterコロナのTOD（鉄道とまちづくり）」
　　　　　　太田雅文（ 株式会社東急総合研究所主席研究員／東京都市大学都市生活学部非常勤講

師）
　　　　　　森地　茂（政策研究大学院大学客員教授，名誉教授）
閉会挨拶：佐藤善信（運輸総合研究所理事長）

東京／
オンライン
併用開催

2020. 
11.20

第66回運輸政策セミナー：新型コロナウイルスによる観光への影響と今後の展望
（1）「Covid-19がホテル業界に与える影響について」
　　講師：澤田竜次（ PwCコンサルティング合同会社／リアルエステート＆ホスピタリティパート

ナー）
（2）「ツーリズム産業に対する新型コロナ感染症のインパクトと今後の展望」
　　講師：黒須宏志（株式会社JTB総合研究所研究理事）

オンライン
開催

2020. 
11.30

第67回運輸政策セミナー：観光と地域交通 〜ポストコロナの時代を見据えて〜
研究会座長挨拶：
武田公子（ 「観光と地域交通に関する研究会」座長・金沢大学人間社会研究域経済学経営学系教授）
研究会「提言」の概説：
清水哲夫（ 「観光と地域交通に関する研究会」座長代理・東京都立大学大学院都市環境科学研究科観

光科学域教授）
パネルディスカッション：
コーディネータ：清水哲夫（ 「観光と地域交通に関する研究会」座長代理・東京都立大学大学院都市

環境科学研究科観光科学域教授）
講師：「観光と地域交通：具体的な企画事例を中心に」
　　　松本　順（株式会社みちのりホールディングス代表取締役グループCEO）
　　　「残れる鉄道会社・生き抜く第三セクターへ」
　　　古竹孝一（いすみ鉄道株式会社代表取締役社長）
　　　「インバウンド観光客を地域に誘導する立場から見た課題」
　　　吉田晶子（日本政府光局（JNTO）理事長代理）
　　　「観光地から見た地域交通の課題と現状」
　　　小林昭治（一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント代表理事）
　　　「政策・制度の視点からみた観光と地域交通に関する課題」
　　　大井尚司（大分大学経済学部経営システム学科教授）
全体講評：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン
開催

2020. 
12.17

第139回運輸政策コロキウム 〜ワシントンレポートⅦ〜：
米国都市部におけるMOD/MaaSをめぐる動向

講師：宮本大輔（ワシントン国際問題研究所研究員）
コメンテータ：加藤浩徳（ 東京大学大学院工学系研究科教授／運輸総合研究所研究アドバイザー）

オンライン
開催

2020. 
12.18

第68回運輸政策セミナー「Nextインバウンド」シリーズvol.3：
ポストコロナのインバウンド “Every cloud has a silver lining”

講師：辻村由佳（ 一般財団法人国際観光サービスセンター成田国際空港ツーリストインフォメー
ションセンター所長／観光庁Visit Japan大使）

コメンテータ：小島克巳（文教大学国際学部国際観光学科教授／運輸総合研究所客員研究員）

オンライン
開催
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2020. 
12.21

持続可能な観光地域経営の推進に関するシンポジウム
基調講演 1 ：「持続可能な観光地域経営の推進に向けた観光庁の取組」
　　　　　　村田茂樹（観光庁観光地域振興部長）
基調講演 2 ：「 地域におけるエビデンスベースの持続可能な観光の推進　INSTO（持続可能な観光地

域経営推進国際ネットワーク）の役割」（ビデオレター）
　　　　　　ダーク・グラッサー（UNWTO本部持続可能な観光部部長）
取組事例 1 ：「持続可能な観光地域経営の推進に関する手引書の作成について」
　　　　　　齋藤　悠（ 運輸総合研究所主任研究員／持続可能な観光地域経営の推進に関する調査

検討委員会事務局）
取組事例 2 ：「 日本における持続可能な観光地域経営の推進に関する現状と課題〜アンケート・ヒア

リング調査より〜」
　　　　　　鈴木宏子（UNWTO駐日事務所副代表）
取組事例 3 ：地方自治体より事例発表
　　　　　　久保竜太（ 岩手県釜石市 株式会社かまいしDMC旅行マーケティング事業部サスティ

ナブルツーリズム推進担当）
　　　　　　北川健司（京都府京都市観光戦略担当部長）
パネルディスカッション：
統括・モデレータ：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：片山敏宏（観光庁参事官）
　　　　　　本保芳明（UNWTO駐日事務所代表）
　　　　　　久保竜太（ 岩手県釜石市 株式会社かまいしDMC旅行マーケティング事業部サスティ

ナブルツーリズム推進担当）
　　　　　　北川健司（京都府京都市観光戦略担当部長）
閉会挨拶：本保芳明（UNWTO駐日事務所代表）

東京／
オンライン
併用開催

2021. 
1.27

研究報告会　2020年冬（第48回）
運輸総合研究所研究員による報告（5本）

（1）「新型コロナウィルス感染症による航空業界への影響とその対応策」
　　藤村修一（運輸総合研究所客員研究員）

（2） 「グローバルロジスティクスおよびサプライチェーンのレジリエンス強化に関する研究−
COVID-19が日本企業に与える影響からの展望−」

　　マハルジャン ラジャリ（運輸総合研究所研究員）
（3）「働き方改革等の進展による女性就業者の増加が鉄道需要に及ぼす影響の分析」
　　根本早季（運輸総合研究所研究員）

（4） 「海運活用によるトラックドライバーの働き方改革と輸送力の確保−複合一貫輸送の労働生産性
評価と輸送力・労働環境の改善効果−」

　　加藤博敏（ 復建調査設計株式会社 技師長／敬愛大学／一般財団法人みなと総合研究財団 客員研
究員）

（5）「 海運における温室効果ガス削減施策の評価−般船の生存時間解析とシミュレーションから−」
　　岡田　啓（運輸総合研究所客員研究員）

録画配信
開催

2021. 
1.27

第140回運輸政策コロキウム〜ワシントンレポートⅧ〜：
米国における「空飛ぶクルマ（Urban Air Mobility）」の実現に向けた取組み

講師：藤巻吉博（ワシントン国際問題研究所主任研究員）
コメンテータ：鈴木真二（ 東京大学名誉教授未来ビジョン研究センター特任教授／一般社団法人航

空イノベーション推進協議会AIDA代表理事）

オンライン
開催
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2021. 
2.15

第 2 回TTPUセミナー：「持続可能な新しいモビリティの実現方策について」
主催者挨拶：大橋　弘（東京大学公共政策大学院院長）
挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長／東京大学公共政策大学院客員教授）
基調講演 1 ：「持続可能な地域公共交通の実現と日本版MaaSの推進」
　　　　　　久保田雅晴（国土交通省公共交通・物流政策審議官）
基調講演 2 ：「地域公共交通の新たな挑戦と課題〜運輸総合研究所調査から見えてきたもの〜」
　　　　　　石田東生（筑波大学名誉教授／一般財団法人日本みち研究所理事長）
プレゼンテーション 1 ：「交通成熟国における新しいモビリティサービスの導入」
　　　　　　　　　　　松本　順（ みちのりホールディングス代表取締役グループCEO ／株式会社

経営共創基盤取締役共同経営者）
プレゼンテーション 2 ：「New normalに必要なmobility service」
　　　　　　　　　　　村瀨茂高（WILLER株式会社代表取締役）
パネルディスカッション：「持続可能な新しいモビリティの実現方策について」
モデレーター：石田東生（筑波大学名誉教授／一般財団法人日本みち研究所理事長）
パネリスト：河田敦弥（国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課長）
　　　　　　谷口綾子（筑波大学大学院システム情報工学研究科教授）
　　　　　　松本　順（ みちのりホールディングス代表取締役グループCEO ／株式会社経営共創基

盤取締役共同経営者）
　　　　　　村瀨茂高（WILLER株式会社代表取締役）
閉会挨拶：長谷知治（東京大学公共政策大学院特任教授）

東京／
オンライン
併用開催

2021. 
3.4

第141回運輸政策コロキウム〜ワシントンレポートⅨ〜：
アメリカ航空産業の現状と今後の展望／ COVID-19と日米欧の航空業界

講師： 中川哲宏（ワシントン国際問題研究所次長） 
高木大介（ワシントン国際問題研究所研究員）

コメンテータ：福井秀樹（愛媛大学法文学部人文社会学科教授）

オンライン
開催

2021. 
3.9

国際社会の脱炭素化を見据えた海運・航空分野の気候変動対策に関するシンポジウム：
開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
来賓挨拶：藤井直樹（国土交通審議官）
第 1 部：基調講演：
　　　　高村 ゆかり（東京大学未来ビジョン研究センター教授）
第 2 部：海運分野の気候変動対策の最新動向及び今後の課題：
パネルディスカッション及び質疑応答：
モデレータ：河野真理子　早稲田大学法学部教授 
パネリスト：斎藤英明（ 国土交通省大臣官房技術審議官（国際海事機関（IMO）海洋環境保護委員

会（MEPC）議長）
　　　　　　高橋正裕（日本郵船株式会社環境グループグループ長）
　　　　　　（調整中）※エネルギー業界からのご参加
　　　　　　平田純一（一般財団法人日本海事協会調査開発部部長）
　　　　　　※ 以上に加え，「海運分野におけるCO2排出削減促進に関する調査検討委員会」事務局
第 3 部：航空分野の気候変動対策の最新動向及び今後の課題：
パネルディスカッション及び質疑応答：
モデレータ：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：吉村　源（ 国土交通省航空局安全部航空機安全課航空機技術基準企画室室長（国際民

間航空機関（ICAO）航空環境保全委員会（CAEP）委員／長期目標に関す
るタスクグループ（CAEP LTAG-TG）議長））

　　　　　　宮田千夏子（ ANAホールディングス株式会社執行役員，サステナビリティ推進部部長）
　　　　　　大木雅文（ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー部部長）
　　　　　　関口順一（成田国際空港株式会社共生・用地部門地域共生部部長）
　　　　　　※ 以上に加え，「航空分野におけるCO2削減取組に関する調査検討委員会」事務局
閉会挨拶：奥田哲也（運輸総合研究所専務理事，ワシントン国際問題研究所長）

東京／
オンライン
併用開催
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2021. 
3.19

第69回運輸政策セミナー：
 九州におけるマルチモーダルモビリティサービス「my route」について
〜トヨタ・西鉄・JR九州によるMaaSの共創〜（仮）

講師：安部政貴（西日本鉄道株式会社まちづくり推進部）
　　　間嶋　宏（ トヨタファイナンシャルサービス株式会社モビリティサービスG ／兼トヨタ自動

車株式会社未来プロジェクト室主幹）
　　　木下貴友（九州旅客鉄道株式会社総合企画本部経営企画部モビリティサービス推進室長）
コメンテータ：長谷知治（東京大学公共政策大学院特任教授）

オンライン
開催

【後援・協力】
開催日 名称 場所
2020. 
1.28

iJAMP自治体実務セミナー「成田空港の成長を地域の活性化に活かせ」
　主催：株式会社時事通信社 東京

2020. 
12.19-20

第十五回　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 広島

（2021年2月16日時点）


