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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２７年 １１月 １日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局  神戸大学大学院・工学研究科 

（ふりがな） 

職・氏 名  教授・小池
こ い け

 淳司
あ つ し

  
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（オランダ）とのセミナー（振興会対応機関： NWO ） 

 

 

2． セミナー名 （和文）第五回応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する国際セミナー 

（英文）The 5th International Seminar on Integration of Spatial Computable General 

Equilibrium and Transport Modeling  

 

 

3． 期   間  平成 27年 10月 15日 ～ 平成 27年 10月 17日（3日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 兵庫県神戸市・神戸大学六甲台キャンパス六甲ホール  

 

5． 参加者数   日本側       36 名（うち、滞在費等本会負担   12 名） 
（代表者を含む） 

相手国側      4 名（うち、滞在費等本会負担   4 名） 
 

その他の国    2 名 
 

参加者  計  42  名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

＊織田澤 利守 

＊石倉 智樹 

＊円山 琢也 

＊土屋 哲 

＊山崎 雅人 

＊奥山 恭英 

＊瀬木 俊輔 

＊柴崎 隆一 

＊田邊 怜 

喜多 秀行 

＊大野 秀和 

 

＊山本 浩道 

佐藤 啓輔 

片山 慎太郎 

Sebastien DENTE 

Nguyen Van Truong 

松尾 美和 

寺西 裕之 

後岡 寿成 

村戸 伸行 

伊藤 裕文 

多田 孔充 

門間 俊幸 

油井 洋明 

津島 秀郎 

町田 博之 

林 雅隆 

藤岡 健 

若林 宏幸 

大平 悠季 

神戸大学大学院・工学研究科・准教授 

首都大学東京・都市環境学研究科・准教授 

熊本大学・政策創造研究教育センター・准教授 

鳥取大学・社会基盤工学専攻・准教授 

名古屋大学・減災連携研究センター・助教 

北九州市立大学大学院・社会システム研究科・教授 

京都大学・経営管理大学院・特定助教 

国土交通省国土技術政策総合研究所・国際業務研究室長 

東京大学大学院・工学系研究科・博士課程学生 

神戸大学大学院・工学研究科・教授 

三菱重工株式会社・交通・輸送ドメイン先進事業開発推進室・グルー

プ長 

三菱重工株式会社・交通・輸送ドメイン先進事業開発推進室・主任 

復建調査設計株式会社・総合計画部社会基盤計画課・課長補佐 

一般社団法人システム科学研究所・調査研究部・研究員 

立命館大学大学院・理工学研究科・補助研究員 

首都大学東京・都市環境学研究科・Ph.D. candidate 

早稲田大学・高等研究所・准教授 

国土交通省・国土技術政策総合研究所・研究官 

日本工営株式会社・中央研究所・主任研究員 

日本工営株式会社・大阪支店・技術者 

兵庫県 東播磨県民局加古川土木事務所・所長 

兵庫県 県土整備部 土木局道路計画課・計画調査班班長 

兵庫県 県土整備部 土木局道路計画課・課長 

神戸市建設局・道路部・道路部長 

神戸市建設局・道路部計画課・課長 

神戸市建設局・道路部計画課・係長 

神戸市建設局・道路部計画課・計画係長 

神戸市企画調整局創造都市推進部・課長 

神戸市都市計画総局 計画部計画課・交通計画係長 

神戸大学大学院工学研究科後期課程学生 
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友國 純志 

宮本 佳直 

奥村 亮太 

瀬川 尚毅 

谷口 大地 

 

  

神戸大学大学院工学研究科前期課程学生 

神戸大学大学院工学研究科前期課程学生 

神戸大学工学部学生 

神戸大学工学部学生 

神戸大学工学部学生 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Delft University of Technology・Professor・Lori Tavasszy                               

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

＊Orga Ivanova 

 

＊Kees Ruijgrok 

＊Igor Davydenko 

 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)・

Sinner Researcher 

TIAS School for Business and Society・Professor 

Delft University of Technology・PhD candidate 

 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Johannes Broker 

Euijune Kim  

Kiel University・Professor（ドイツ ） 

Seoul National University・Professor（韓国 ） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

近年，産業のグローバル化に伴い，交通における物資流動，いわゆる，物流が社会経済におよぼす影響が

一段と大きくなってきている．これまでにも交通工学（土木計画学）の分野でもこの物流に対する分析を行

ってきたが，経済活動との相互依存関係を明確にすることなく分析・実務が先行したため，近年みられる物

流のドラスティックな変化に対応できていないのが課題である．一方，応用経済学の分野では，空間的応用

一般均衡分析（SCGE）の発展に伴い，地域間交易を経済現象の一部として物流を内生的に求めることが可能

となってきている．しかし，地域間交易をつかさどる交通現象特有の行動規範を明確にモデル化することに

課題が残っている．つまり，限定的な行動分析としての交通行動分析と，社会経済のマクロ現象である地域

間交易分析とが個別に並行して研究されてきていたが，これらを統合し，総合的な物流のメカニズム解明に

向けた新たなフロンティアがここに生まれようとしている．本セミナーの目的は，これら交通工学の研究者

と応用経済学の研究者が物流のメカニズム解明に向け，お互いの英知を交換し，学際的分野のフロンティア

を明確化し，さらに実証に向けた課題を整理することにある． 

この物流メカニズムの解明が可能となれば，道路交通整備の効果を，社会経済活動への影響も含めた価値

として計測可能であるばかりでなく，東日本大震災のような大規模災害時にサプライチェーンの寸断による

影響をより正確に知ることが可能となる．さらに，災害時の救援物資の最適な配送計画など，物流の効率化

に関する様々な応用が可能となる．そのため，セミナーでは理論的課題の整理とともに，実務的課題に関す

る討議を充実し，実践的な場で，セミナーの成果を生かすように試みる． 

なお，これら物流に関する学際的な分野を志向し，かつ，それらの分野を専門とする研究者は，わが国と

オランダ以外には多くなく，現時点でこの両国が世界の最先端の研究を行っていると断言できる，そのため，

両国の研究領域の交流とさらなる発展を目指して，二国間交流事業セミナーとして開催した． 

これまで，International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and 

Transport Modelingと題し，2009 年から 4回にわたり，応用経済学と交通工学の融合に関する研究セミナー

を実施してきた．そこでは，一般的な交通現象と経済現象の理論的・実証的分析の統合に向けて数々の課題

を解決してきた．本セミナーでは，これまでの研究成果を生かし，特に物流現象のメカニズム解明に特化し

て，セミナーを実施した．そこでは，経済現象として捉える貨幣価値としての交易と，交通現象として捉え

る車両台数，あるいは積載重量との関係をいかに統合するかに焦点を当て，新たな手法の提案を行い，今後

の分析の課題を明確にすることができた．なお，引き続き，交通分野を専門とする研究者の世界的学会であ

る，世界交通会議（WCTR：World Congress of Transport Research）でも同じように物流とロジスティクス

（Freight Transport and Logistics）に関する専門部会（SIG B5）が立ち上がり，2016 年上海で第一回目

の会合が行われる予定である．本セミナーはこの活動を兼ねている．


