
運輸政策研究研究活動 059Vol.24 2022

運輸総合研究所の研究活動等
2021.1.27～2022.3.28

開催日 名称等 場所

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（運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所主任研究員）
コメンテーター：鈴木真二（東京大学未来ビジョン研究センター特任教授）
質疑応答：
モデレーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

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：東京大学公共政策大学院
共催：一般財団法人運輸総合研究所／一般財団法人日本みち研究所

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（一般財団法人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（運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所次長）
高木大介（運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所研究員）
コメンテーター：福井秀樹（愛媛大学法文学部人文社会学科教授）
質疑応答：
モデレーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

【研究活動】
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開催日 名称等 場所

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（国土交通省国土交通審議官）
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・質疑応答：
モデレーター：河野真理子（早稲田大学法学学術院教授）
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）
　　　　　　　河西一崇（ 住友商事株式会社石油・LPG・海洋事業部石油チーム担当課長兼 

エコバンカーシッピング株式会社取締役）
　　　　　　　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」

事務局からの発表
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・質疑応答：
モデレーター：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／
CO2削減に係る長期目標タスクグループ（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

局からの発表
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

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～

講師：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ーサービスグループ
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）

　　　　安部政貴（西日本鉄道株式会社まちづくり推進部）
コメンテーター：長谷知治（東京大学公共政策大学院特任教授）
質疑応答：
モデレーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催
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開催日 名称等 場所

2021.4.8

第70回運輸政策セミナー：自然災害に対応する計画運休の意義と課題～利用者の理解に向けて～
　1. 講演

　（1）「鉄道事業者の被害軽減のための計画運休」
　　　奥村　誠（東北大学災害科学国際研究所／大学院工学研究科教授）
　（2）「JR東日本の「計画運休」の取組みについて」
　　　内田俊一（東日本旅客鉄道株式会社鉄道事業本部サービス品質改革部次長）
　（3）「東武鉄道の計画運休について」
　　　小林立樹（東武鉄道株式会社鉄道事業本部運輸部運転計画課課長）
　（4）「携帯電話位置情報が示す災害時の人々の移動行動変容」
　　　山口裕通（金沢大学理工研究域地球社会基盤学系助教）
2. パネルディスカッション・質疑応答
　コーディネーター：奥村　誠（東北大学災害科学国際研究所/大学院工学研究科教授）
　パネリスト：金子雄一郎（日本大学理工学部土木工学科教授）
　　　　　　　各講演者
3. 話題提供
　「東京圏における鉄道の計画運休に関する分析」
　金子雄一郎（日本大学理工学部土木工学科教授）
4. 全体講評：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

2021.5.14

第71回運輸政策セミナー：公共交通における自動運転−社会実装のための課題と期待
　1. 講演

　（1）「自動運転を巡る法制度の最新の動向」
　　　　佐藤典仁（森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士）
　　（2）「公共交通における自動運転の実証実験の事例と課題」
　　　　小木津武樹（ 群馬大学准教授／群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター副セン

ター長）
2. コメント
　コメンテーター：鎌田　実（一般財団法人日本自動車研究所代表理事／研究所長）
3. パネルディスカッション・質疑応答
　コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
　パネリスト：講演者およびコメンテーター

オンライン開催

2021.6.2

研究報告会　2021年夏（第49回）
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（国土交通省国土交通審議官）
活動報告：「アセアン・インド地域事務所の開設について」
　　　　　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／アセアン・

インド地域事務所長）
基調講演：「我が国の交通運輸システムは国際社会にどう貢献できるのか」
　　　　　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）
報告概要：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
報告・コメント：

（1）「ASEAN諸国における土地制度の現状と都市鉄道整備が沿線の地価に及ぼす影響」
　　武藤雅威（運輸総合研究所主任研究員）
　　コメンテーター：日比野直彦（政策研究大学院大学教授）

（2）「空港利用料が機材選択と環境に与える影響」
　　田邉勝巳（慶応義塾大学商学部教授／運輸総合研究所客員研究員）
　　コメンテーター：藤村修一（全日本空輸株式会社常勤顧問／運輸総合研究所客員研究員）

（3）「定期乗車券の保有が鉄道乗車行動に与える影響と今後の定額制運賃のあり方に関する研究」
　　小林　渉（運輸総合研究所研究員）
　　コメンテーター：藤垣洋平（東京大学先端科学技術研究センター特任助教）

（4）「新型コロナウイルス感染症が出張需要に及ぼす影響と出張の価値に関する研究」
　　安達弘展（運輸総合研究所研究員）
　　コメンテーター：金子雄一郎（日本大学理工学部土木工学科教授）

（5）「リモートワークが交通行動と居住地選択に与える影響に関する研究」
　　安部遼祐（運輸総合研究所研究員）
　　コメンテーター：谷口　守（筑波大学大学院システム情報系社会工学域教授）
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



運輸政策研究 研究活動062 Vol.24 2022

開催日 名称等 場所

2021.6.3

第142回運輸政策コロキウム～ワシントンレポートⅩ～：
新型コロナウイルス感染拡大下における米国の交通機関支援

講師：沖本俊太朗（運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所主任研究員）
コメンテーター：日比野直彦（政策研究大学院大学教授）
質疑応答：
コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

2021.6.25

第72回運輸政策セミナー：ワクチンパスポート・トラベルパスを巡る最新の動向
1. 特別報告
　「新型コロナウイルス感染症に関する米国の現状」
　中川哲宏（運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所次長）
2. 講演
テーマ1「パンデミックにおける海外渡航のリスク対策」
　　　　大越裕文（一般社団法人日本渡航医学会理事）
テーマ2「コモンパス等のデジタル健康証明書の現状」
　　　　藤田卓仙（ 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センタープロジェクト長／慶應

義塾大学医学部特任准教授）
テーマ3「航空業界の視点から見たデジタル健康証明とその統合的ソリューション」
　　　　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）
3. パネルディスカッション・質疑応答

コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：講演者・報告者

オンライン開催

2021.6.30

第73回運輸政策セミナー：
鉄道事業におけるカーボンニュートラル（脱炭素社会）に向けた取組み

1. 基調講演
　「カーボンニュートラルを巡る動向～気候変動リスクとサステナビリティ経営～」
　吉高まり（ 三菱UFJリサーチアンドコンサルティング企画管理部門副部長／プリンシパル・

サステイナビリティ・ストラテジスト）
2. 講演
　（1）「JR東日本グループ「ゼロカーボンチャレンジ2050」の取組み」
　　　笠井浩司（東日本旅客鉄道株式会社経営企画部次長）
　（2）「阪急阪神ホールディングスグループにおけるサステナビリティ推進の取組」
　　　相良有希子（阪急阪神ホールディングス株式会社サステナビリティ推進部課長）
　（3）「鉄道のカーボンニュートラルを支える基盤技術」
　　　近藤圭一郎（早稲田大学理工学術院教授）
3. パネルディスカッション・質疑応答

コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：講演者

東京／
オンライン
併用開催
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2021.7.5

東京圏の鉄道の中長期的課題への対応とコロナ禍に関するシンポジウム～人口と需要の動向を
踏まえた沿線魅力の向上～

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（国土交通省国土交通審議官）
基調講演：「長期的社会環境の変化とコロナ禍が東京圏の鉄道利用に及ぼす影響」
　　　　　森地　茂（政策研究大学院大学客員教授・名誉教授）
特別講演：
　（1）「コロナ禍の影響と対応について」 
　　　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）
　（2）「コロナ禍の影響と対応（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）
　（3）「コロナ禍の影響を踏まえた東京メトロの取組み」
　　　野焼計史（東京地下鉄株式会社常務取締役鉄道本部長）
　（4）「コロナ禍の影響と対応」
　　　藤井高明（西武鉄道株式会社取締役常務執行役員鉄道本部長）
　（5）「小田急電鉄におけるコロナ禍の影響とその対応について」
　　　五十嵐秀（小田急電鉄株式会社常務取締役交通サービス事業本部長）
　（6）「コロナ禍の影響と対応」
　　　吉野利哉（東武鉄道株式会社取締役常務執行役員鉄道事業本部長）
研究成果報告：
　（1）「全駅乗降人員の変化に関する分析（駅カルテの分析）」
　　　白木文康（前運輸総合研究所研究員）
　（2）「ビックデータを活用した訪日外国人の観光行動と鉄道利用に関する分析」
　　　松岡美沙子（運輸総合研究所研究員）
　（3）「東京圏の人口移動とその要因に関する分析（コロナ禍による移動もあわせ）」
　　　室井寿明（運輸総合研究所研究員）
全体講評：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

2021.7.16

第74回運輸政策セミナー：物流とDX ～デジタル技術で労働力不足を乗り越えられるか～
1. 基調講演
　「物流DXと全体最適」
　西成活裕（東京大学先端科学技術研究センター教授）
2. 講演
　（1）「ラストワンマイルの配車最適化の現在地」
　　　 松下　健（株式会社オプティマインド代表取締役社長）
　（2）「CBcloudが取り組む物流のデジタライゼーション」
　　　 松本隆一（CBcloud株式会社代表取締役CEO）
　（3）「アスクルeコマースが取り組む全体最適を実現する物流DX」
　　　 宮澤典友（アスクル株式会社執行役員CDXOテクノロジスティクス本部長）
3. パネルディスカッション・質疑応答

コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：講演者

オンライン開催

2021.7.30

第75回運輸政策セミナー：ワーケーション～働き方と地域活性化
1. 講演
　（1）「アフターコロナのワークプレイス，ワークスタイル」
　　　松下慶太（関西大学社会学部教授）
　（2）「交通事業者としてのワーケーションの取り組み～日本航空における取組みについて～」
　　　東原祥匡（日本航空株式会社人財本部人財戦略部アシスタントマネジャー）
　（3）「ワーケーションで地域活性化～「空港型地方創生」の取り組み～」
　　　岡田信一郎（株式会社南紀白浜エアポート代表取締役社長）
　（4） 「受け入れ施設として取り組む「参加・共創型」ワーケーション～軽井沢プリンスホテ

ルの取組みについて～」
　　　赤松衛一（株式会社プリンスホテル執行役員兼マーケティング部長兼海外事業部長）
2. パネルディスカッション・質疑応答

コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：講演者

オンライン開催
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2021.8.31

第76回運輸政策セミナー： 
モビリティ・マネジメント×MaaS：最強タッグで人々の行動が変わる

1. 講演
（1）「モビリティ・マネジメントのココロ」
　　谷口綾子（筑波大学大学院システム情報工学研究科教授）

（2）「MaaSとコミュニケーション」
　　牧村和彦（一般財団法人計量計画研究所理事）

（3）「地方都市の公共交通利用促進戦略-アナログMaaSとモビリティ・マネジメント」
　　淺見知秀（小山市都市整備部技監）
2. 鼎談・質疑応答
　講演者
3. 全体講評
　山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

2021.9.10

第77回運輸政策セミナー：
地方都市・社会を持続可能とするための地域鉄道の持続可能化方策を考える
～新型コロナウイルス感染症を契機として～

1. 基調講演
　「地方の都市・社会を持続可能にしうる鉄道のあり方と制度的知見」
　金山洋一（ 国立大学法人富山大学都市デザイン学部都市・交通デザイン学科教授（学科

長）／都市政策支援ユニット長／地方鉄軌道等再生支援センター長／運輸総 
合研究所研究アドバイザー）

2. 講演
　（1）「アフターコロナにおいて持続可能な地方と鉄道」
　　　伊東尋志（前えちぜん鉄道株式会社専務取締役）
　（2）「アフターコロナを見据えた地域鉄道あり方～ひたちなか海浜鉄道のこれまでと今後～」
　　　吉田千秋（ひたちなか海浜鉄道株式会社代表取締役社長）
3. パネルディスカッション・質疑応答

モデレーター：金山洋一（ 国立大学法人富山大学都市デザイン学部都市・交通デザイン学
科教授（学科長）／都市政策支援ユニット長／地方鉄軌道等再
生支援センター長／運輸総合研究所研究アドバイザー）

パネリスト：講演者
4. 全体講評

山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

2021.9.15

第78回運輸政策セミナー：
ユニバーサルデザインとユニバーサルツーリズム～東京パラリンピックのレガシーを活かす～

1. 講演
（1）「 ユニバーサルデザインの意義～東京パラリンピックのレガシーとしてのユニバーサルデ

ザイン～」
　　髙橋儀平（東洋大学名誉教授／東洋大学工業技術研究所客員研究員）

（2）「ユニバーサルツーリズムについて～観光庁の取組み～」
　　柿沼宏明（観光庁観光産業課長）

（3）「ハードとソフトが充実したユニバーサルツーリズムの最新事例」
　　山崎まゆみ（温泉エッセイスト／跡見学園女子大学兼任講師／観光庁Visit Japan大使）
2. パネルディスカッション・質疑応答

コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：講演者

オンライン開催

2021.9.21

第143回運輸政策コロキウム～ワシントンレポートXI ～：
米国における無人航空機政策の最新動向2021 ～更なる利用拡大に向けた制度改正～

講師：藤巻吉博（運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所主任研究員）
コメンテーター：鈴木真二（東京大学未来ビジョン研究センター特任教授）
質疑応答：
コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催
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2021.9.22

日本学術会議公開シンポジウム（共催：運輸総合研究所）：
海空宇宙のCOVID-19対応と今後のパンデミック対応に向けて

主催：日本学術会議 総合工学委員会・機械工学委員会合同フロンティア人工物分科会
共催：一般財団法人運輸総合研究所／東京大学未来ビジョン研究センター
後援： 一般社団法人日本航空宇宙学会／公益社団法人日本船舶海洋工学会／一般社団法人日

本機械学会／一般社団法人航空イノベーション推進協議会／公益社団法人日本航海学
会／公益社団法人日本工学会／一般社団法人日本流体力学会／一般社団法人プラズマ・
核融合学会／日本海洋政策学会／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構／国立研究
開発法人海上・港湾・航空技術研究所

趣旨説明：鈴木真二（ 日本学術会議連携会員／東京大学名誉教授／未来ビジョン研究セン
ター特任教授）

挨拶：宿利正史（一般財団法人運輸総合研究所会長）
講演：「COVID-19と海洋−パンデミックは何をもたらしたか−」
　　　坂元茂樹（ 日本海洋政策学会長／公益社団法人人権教育啓発推進センター理事長／ 

神戸大学名誉教授）
　　　「COVID-19の航空産業への影響と維持−運輸，製造」
　　　李家賢一（ 東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻航空宇宙システム学講座 

教授）
　　　「COVID-19に対応した船舶運航対策及び認証動向」
　　　平田純一（一般財団日本海事協会調査開発センター長／交通物流部長）
　　　「国際空港におけるCOVID-19対応と国際渡航再開への課題」
　　　宮本秀晴（成田国際空港株式会社取締役経営企画部門長）
　　　「港湾における感染症に関する取組み」
　　　遠藤仁彦（国土交通省港湾局技術参事官）
　　　「パンデミックへの疫学的国際対応」
　　　田中純子（ 日本学術会議連携会員／広島大学理事・副学長・大学院医系科学研究科 

教授）
　　　「航空分野におけるCOVID-19対策・国際連携」
　　　平嶋隆司（国土交通省大臣官房審議官航空局担当）
　　　「国際宇宙ステーション活動におけるCOVID-19対策の概要」
　　　三丸敦洋（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構有人宇宙技術部門総括医長）
　　　「パンデミック対応も考慮した病院船構想及び今後のクルーズのあり方」
　　　池田良穂（大阪府立大学名誉教授）
　質疑応答
　総括と閉会の挨拶：大和裕幸（ 日本学術会議連携会員／一般財団法人次世代環境船舶開発

センター代表理事）

オンライン開催

2021.10.15

第144回運輸政策コロキウム バンコクレポート～スタートアップシリーズその1 ～：
コロナ禍におけるタイの観光の現状と我が国のインバウンド観光復活に向けた示唆
～コロナ鎖国を打ち破り，国を再び開くということ～

講師：澤田孝秋（運輸総合研究所アセアン・インド地域事務所主任研究員兼次長）
コメンテーター：長谷川保宏（帝京大学経済学部観光経営学科教授）
パネルディスカッション：
コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
全体講評：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

2021.10.15
ITF（国際交通フォーラム）とWBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）主催
日本みち研究所／運輸総合研究所協賛：

「革新的なモビリティーの展望 MaaSの状況」日本向けウェビナーへの参加
オンライン開催

2021.10.29
第145回運輸政策コロキウム～ワシントンレポートⅫ～：
インド太平洋における海上保安機関への支援連携に関する課題とその対応
～米豪印，フランス及び東南アジア各国との連携強化に向けて～

オンライン開催
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2021.11.15

The 16th JTTRI-KOTI Joint Seminar ～ COVID-19と交通機関の変化～
1. 開会の挨拶
　JaeHak OH（韓国交通研究院院長）
　宿利正史（運輸総合研究所会長）
2. 2021年の研究活動について
　山内弘隆（運輸総合研究所所長）
　Nakmoon Sung（韓国交通研究院副院長）
3. セッション1「COVID-19による交通機関の変化」
　モデレーター：Nakmoon Sung（韓国交通研究院副院長)
　「COVID-19の韓国における公共交通機関の影響と対応策」
　Seoyeon LIM（韓国交通研究院研究員）
　「COVID-19が交通需要へ与えた影響」
　安達弘展（運輸総合研究所研究員）
4. JTTRI-AIRO紹介
　発表者：奥田哲也（運輸総合研究所専務理事）
5. セッション2「COVID-19への対応」
　モデレーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
　「COVID-19後の地域公共交通事業者の対応と官民の取組」
　小林　渉（運輸総合研究所研究員） 
　 「パンデミック後の韓国の都市物流市場について～ラストワンマイル配送市場のより包括的

な発展のための課題と戦略～」
　Jee-Sun Lee（韓国交通研究院研究員）
6. 次回セミナーについて
　モデレーター：Hunki LEE（韓国交通研究院研究員）
7. 閉会挨拶
　JaeHak OH（韓国交通研究院院長）
　宿利正史（運輸総合研究所会長）

オンライン開催

2021.11.17

第79回運輸政策セミナー：
交通サイバーセキュリティ～ DXが進展する企業経営への新たな脅威とリスクコントロール～

1. 基調講演
　「 DX with Cybersecurity ～デジタル活用の拡大と大規模サイバーセキュリティ災害への 

“備え” ～」
　後藤厚宏（情報セキュリティ大学院大学学長・教授）
2. 講演
　「新たなサイバーセキュリティ戦略について」
　𠮷川徹志（内閣サイバーセキュリティセンター副センター長（内閣審議官））
　「「企業利益を損なう結果を招くサイバー脅威」への対策のあり方」
　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）
3. 質疑応答
　コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
　登壇者：講演者者

オンライン開催

2021.11.26

第146回運輸政策コロキウム バンコクレポート～スタートアップシリーズその2 ～：
ASEANから見る航空NOW! ～コロナ禍の先の空の世界～

講師：山下幸男（運輸総合研究所アセアン・インド地域事務所主任研究員兼次長）
コメンテーター：花岡伸也（東京工業大学環境・社会理工学院融合理工学系教授）
ディスカッション：
コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催
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2021.12.1

研究報告会　2021年冬（第50回）
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（国土交通省国土交通審議官）
基調講演：「ポストコロナの交通像に関する一私論」
　　　　　福田大輔（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）
報告概要：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

（1）「観光DMOの取組み及びガバナンス構造に関する分析～滞在型観光の推進に向けて～」
　　後藤孝夫（運輸総合研究所客員研究員／中央大学経済学部教授）
　　コメンテーター：鎌田裕美（一橋大学大学院経営管理研究科准教授）

（2）「大規模災害時の緊急支援物資供給の円滑化に関する研究」
　　後藤浩平（運輸総合研究所客員研究員）
　　コメンテーター：藤生　慎（金沢大学融合研究域融合科学系准教授）

（3）「高齢者の増加に伴う東京圏の鉄道需要の将来～就業実態の変化に基づく分析～」
　　嶋田優樹（運輸総合研究所研究員）
　　コメンテーター：岩倉成志（芝浦工業大学工学部土木工学科教授）
討論・質疑応答：
モデレーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
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

2021.12.8

観光を活用した持続可能な地域経営の普及・促進に関するシンポジウム
主催：一般社団法人運輸総合研究所／国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所／観光庁
開会挨拶：宿利正史（一般財団法人運輸総合研究所会長）
基調講演：

（1）「持続可能な観光の実現に向けて」
　　和田浩一（観光庁長官）

（2）「いかに持続可能な形で観光を推進するか？～コロナ後を見据えた地域での実践～」
　　鈴木宏子（国連世界観光機構（UNWTO）駐日事務所副代表）

（3）「 「観光を活用した持続可能な地域経営の手引き（案）」について～ 50年，100年後も住み
続けたくなる地域であるために～」

　　小泉　誠（運輸総合研究所主任研究員）
パネルディスカッション：「観光を活用した持続可能な地域経営について」
コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
パネリスト：下地芳郎（一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー会長）
　　　　　　高橋葉子（北海道ニセコ町商工観光課参事）
　　　　　　高山　傑（GSTC（世界持続可能観光協議会）公認トレーナー）
　　　　　　山下保博（株式会社伝泊＋工芸代表取締役社長）
閉会挨拶：本保芳明（国連世界観光機構（UNWTO）駐日事務所代表）

東京／
オンライン
併用開催
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2021.12.9

日米鉄道オンライン・カンファランス
コロナ・パンデミックからの回復とレジリエンス確保に向けた日米両国の鉄道業界の 
戦略と取組み

1. 開会挨拶　　
　ポール・スコウテラス（米国公共交通協会（APTA）CEO）
　宿利正史（運輸総合研究所会長）
2. プレゼンテーション
　＜米国側＞
　概要説明：
　「コロナ流行による米国の鉄道への影響」
　マシュー・タッカー（APTA事務局長　ノースカウンティ交通公社）
　プレゼンテーション：
　ジム・ダーウィンスキ（Metra, CEO/Executive, Director）
　キャサリン・リナルディ（Metro North Railroad, President）
　ミッシェル・ブシャード（Caltrain, Acting Executive Director）
　＜日本側＞
　概要説明：
　「コロナ流行による日本の鉄道への影響」
　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／アセアン・インド地

域事務所長）
　プレゼンテーション：
　最明　仁（東日本旅客鉄道株式会社常務執行役員国際事業本部長）
　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）
　小坂彰洋（東京地下鉄株式会社常務取締役経営企画本部副本部長）
3. 討論・質疑応答
　モデレーター：マシュー・タッカー（APTA事務局長　ノースカウンティ交通公社）

オンライン開催

2021.12.10

第１回AIROビジネスセミナー：ASEAN航空市場の現状と今後
1. 特別報告
　「新型コロナウイルス感染症に関するASEAN地域の概況」
　山下幸男（運輸総合研究所アセアン・インド地域事務所主任研究員兼次長）
2. 講演及びコメント
　（1）「ASEAN航空市場における当社の現状と今後」
　　　神田真也（全日本空輸株式会社アジア・オセアニア室長兼シンガポール支店長）
　（2）「新型コロナ影響下におけるアジア航空市場の状況と当社の取組み」
　　　畠山隆久（日本航空株式会社アジア・オセアニア地区支配人）
　コメンテーター：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）
3. パネルディスカッション・質疑応答
　コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
　パネリスト：講演者・報告者，コメンテーター
4. 全体講評
　山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

2021.12.24

第147回運輸政策コロキウム バンコクレポート～スタートアップシリーズその3 ～：
「世界の工場」ASEANの発展とタイの港湾政策～世界経済を支えるASEANにおける港湾の役割～

講師：坂井啓一（運輸総合研究所アセアン・インド地域事務所研究員）
コメンテーター：松田琢磨（拓殖大学商学部国際ビジネス学科教授）
ディスカッション：
コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

2022.2.1

第148回運輸政策コロキウム ～ワシントンレポートXIII ～：
自由で開かれたインド太平洋（FOIP）実現に向けた国際協力の現状と今後

講師：岡本泰宏（運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所研究員）
コメンテーター：兼原敦子（ 運輸総合研究所理事／上智大学法学部教授／総合海洋政策本部

参与／国際法学会代表理事）
質疑応答：
司会：山田輝希（運輸総合研究所主席研究員国際部長）

オンライン開催
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2022.2.7

マレーシアにおけるコールドチェーン普及啓発セミナー
開催者：国土交通省／マレーシア運輸省／一般財団法人運輸総合研究所
協力：一般財団法人運輸総合研究所アセアン・インド地域事務所

開会挨拶1：寺田吉道（国土交通省公共交通・物流政策審議官）
開会挨拶2：宿利正史（一般財団法人運輸総合研究所会長）
基調講演：森　隆行（流通科学大学名誉教授）
講演1：「現地事業者からみたコールドチェーン物流サービス規格普及の意義」
　（1）Freddie Lim（CEO, TASCO Yusen Gold Cold Sdn Bhd（TYGC））
　　 　Nee Phing Tan（CBDO, TASCO Yusen Gold Cold Sdn Bhd（TYGC））
　（2）岩原功一（CEO, NL Cold Chain Network（M）Sdn. Bhd.（NLCCN））
講演2：「国土交通省によるコールドチェーン物流サービス 規格の普及に向けた取り組み」
　　　　大坪弘敏（国土交通省大臣官房参事官（国際物流））
講演3：「コールドチェーン物流サービス規格の認証体制整備に向けた取り組み」
　　　　平田純一（一般財団法人日本海事協会調査開発センター長／交通物流部長）
講演4：「 マレーシア運輸省による コールドチェーン物流サービスに関する 国家規格化の 

現状と見通し」 
Azwana Binti Mohamad@Ahmad（マレーシア運輸省戦略企画国際局課長）

パネルディスカッション及び質疑応答：
モデレーター：森　隆行（流通科学大学名誉教授）
パネリスト： Freddie Lim（CEO, TASCO Yusen Gold Cold Sdn Bhd（TYGC）） 

岩原功一（CEO, NL Cold Chain Network（M）Sdn. Bhd.（NLCCN）） 
大坪弘敏（国土交通省大臣官房参事官（国際物流）） 
平田純一（一般財団法人日本海事協会調査開発センター長／交通物流部長）
Azwana Binti Mohamad@Ahmad（マレーシア運輸省戦略企画国際局課長） 
澤田孝秋（運輸総合研究所 アセアン・インド地域事務所主任研究員兼次長）

閉会挨拶：Anis Mardiana Binti Abdullah（マレーシア運輸省戦略企画国際局次長）

オンライン開催

2022.2.10

第149回運輸政策コロキウム バンコクレポート～スタートアップシリーズその4 ～： 
アジアの都市交通の新たなステージ～バンコクにおける鉄道・バスの結節機能に関する現状と
今後の動向～

講師：南　裕輔（運輸総合研究所アセアン・インド地域事務所研究員）
コメンテーター：福田　敦（日本大学理工学部交通システム工学科教授）
ディスカッション：
コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）

オンライン開催

2022.2.17

航空分野の2050年カーボンニュートラルに向けた取組みに関するセミナー
～ SAF（持続可能な航空燃料）を制するものは世界を制す～

開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
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）
講演：大塚大輔（国土交通省航空局大臣官房参事官（航空戦略担当））
　　　中川由起夫（日本航空株式会社執行役員調達本部長）
報告：「我が国におけるSAFの普及促進に向けたサプライチェーン全体の課題・解決策」
　　　松坂真史（運輸総合研究所研究員）
　　　　　　　（「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）
パネルディスカッション・質疑応答：
パネリスト：講演者・報告者
コーディネーター：山内弘隆（運輸総合研究所所長）
閉会挨拶：柏木隆久（運輸総合研究所理事長補佐）

東京／
オンライン
併用開催
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2022.2.24

JTTRI国際海運セミナー：
新たな船舶燃料のライフサイクルアセスメント

開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
「船舶用燃料のライフサイクルにおけるGHGガイドライン（案）の紹介」
Lanfranco BENEDETTI（ Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate D – 

Waterborne, Unit D.2 – Maritime Safety, European Commission）
「ガイドライン案を適用した脱炭素燃料及び合成燃料のWtT排出量について」
大坪新一郎（運輸総合研究所客員研究員／前国土交通省海事局長）

「TtWにおける燃料ライフサイクルラベル（FLL）と認証制度の概要」
Tore LONGVA（Principal consultant, Regulatory Affairs department, DNV）

「Well to Tank：オーストラリアの水素の生成源認証制度」
Prerna Bhargava（ Department of Industry, Science, Energy and Resources, Australian 

Government）
質疑応答・まとめ：
モデレーター：中川直人（国土交通省海事局海洋・環境政策課環境渉外室長）

オンライン
ウェビナー開催

2022.2.28

第3回TTPUセミナー： 日本の鉄道システムの海外展開を考える 
～ 150年の実績に基づくサステイナブルな発展への貢献～

主催：東京大学公共政策大学院 交通・観光政策研究ユニット（TTPU）
後援：国土交通省／独立行政法人国際協力機構（JICA）
協力：一般財団法人運輸総合研究所（JTTRI）／一般社団法人国際高速鉄道協会（IHRA）

開会挨拶：大橋　弘（東京大学公共政策大学院長／ TTPUユニット長）
基調講演：「交通インフラ海外展開をめぐる現状と課題」
　　　　　藤井直樹（国土交通省国土交通審議官）
発表：「世界の高速鉄道のさらなる発展に向けて」
　　　宿利正史（一般社団法人国際高速鉄道協会理事長）
パネルディスカッション：
パネリスト：冨田哲郎（東日本旅客鉄道株式会社取締役会長）
　　　　　　藤井直樹（国土交通省国土交通審議官）
　　　　　　森地　茂（政策研究大学院大学客員教授・名誉教授）
　　　　　　山田順一（独立行政法人国際協力機構副理事長）
モデレーター：宿利正史（東京大学公共政策大学院客員教授）
閉会挨拶：軸丸真二（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（予定）

2022.3.11

第4回TTPUセミナー： 観光の基本に立ち返る 
～ 2000年代の観光の総括とこれからの持続可能な観光のあり方～

主催：東京大学公共政策大学院交通・観光政策研究ユニット（TTPU）
共催：一般財団法人運輸総合研究所／国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所
後援：観光庁

開会挨拶：大橋　弘（東京大学公共政策大学院長／ TTPUユニット長）
基調報告：「観光有識者100名アンケートの結果報告」
　　　　　三重野真代（東京大学公共政策大学院特任准教授）
パネルディスカッション
コーディネーター：矢ケ崎紀子（ 東京女子大学現代教養学部国際社会学科コミュニティ構想

専攻教授）
パネリスト：桑野和泉（一般社団法人由布市まちづくり観光局代表理事
　　　　　　桑原　悠（新潟県津南町町長）
　　　　　　冨山和彦（株式会社経営共創基盤（IGPI）グループ会長）
　　　　　　フレデリック・マゼンク（フランス観光開発機構在日代表）
　　　　　　本保芳明（国連世界観光機関（UNWTO）駐日事務所代表）
閉会挨拶：佐藤善信（東京大学公共政策大学院客員教授）

東京／
オンライン

併用開催（予定）
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2022.3.28

モビリティサービスの明日～その課題と可能性を多面的に考察する～（仮）
主催：一般財団法人運輸総合研究所
共催：一般財団法人日本みち研究所
　開会挨拶：宿利正史（運輸総合研究所会長）
　第1部：新しいモビリティの実現方策に関する調査研究について（仮）
　報告：安達弘展（運輸総合研究所研究員）
　講演：石田東生（筑波大学名誉教授／日本みち研究所理事長）
　第2部：パネルディスカッション
　　　　　 「モビリティサービスの広がりとその導入に向けて～地域の課題をモビリティサービ

スで解決しよう～」
　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課長）
　　　　　　　野村文吾（十勝バス株式会社代表取締役社長）
　　　　　　　藤岡健裕（ネクスト・モビリティ株式会社代表取締役副社長）
　　　　　　　細谷精一（前橋市政策部交通政策課参事（兼）課長）
　コーディネーター：石田東生（筑波大学名誉教授／日本みち研究所理事長）
　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（予定）




