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　交通経済研究所資料室で収集・保管している資
料をご紹介します。交通に関心のある本誌読者の
みなさまの一助となれば幸いです。

『ビジネスジェットから見る現代航空政策論
―日本での普及に向けた課題』
戸崎肇著／晃洋書房発行／2021 年１月／四六判／
204 ページ／2,200 円（税込）

　本書は，ビジネスジェットの重要性と日本にお
ける普及に向けた取り組みおよびその過程におけ
る社会的問題について航空政策の専門家（桜美林
大学教授）が考察したものである。ビジネスジェッ
トとは，企業・団体又は個人が商用目的で利用す
る航空運送であり，機動性や時間の有効活用が可
能であるといった利点がある。日本では，観光政
策の転換などに伴いビジネスジェットの重要性は
高まっているが，保有コストが高く，格納庫が不足
していることもあり普及していない。国の成長戦
略の一つとして，経済的効果が期待されているビ
ジネスジェットの利用者を取り込むためには，環
境の整備を推進することが必要である。

目次：なぜ今，ビジネスジェットなのか／ビジネス
ジェットとは／世界のビジネスジェットをめぐる
状況／日本のビジネスジェットをめぐる現状と課
題／日本の大手航空会社，および空港のビジネス
ジェットに対する成長戦略／ビジネスジェットを
国家成長戦略の中に位置付けるには／ほか 古森

新着書棚から（新しく受け入れた資料の紹介）

『 新型コロナとまちづくり
―リスク管理型エリアマネジメント戦略』
足立基浩著／晃洋書房発行／2021 年２月／A5 判／
160 ページ／2,090 円（税込）

　2020 年，新型コロナウイルス感染拡大によっ
て世の中は一変した。地方都市のまちづくりは当
面の間インバウンドに依存できなくなり，国内客
を中心としたベクトルに変わりつつある。本書で
は，これまで数多くの現場を歩いてきた足立氏（和
歌山大学副学長）が，近年注目される民間主導に
よるエリアマネジメント手法なども紹介しつつ，
商圏分析やリスク管理（リアルオプション）など
を絡めた事例紹介を行う。そして，ポストコロナ
の観光需要の変化も見据えた，まちをつくり続け
るためのヒントを提示している。

目次：With コロナの時代のまちづくり：今，まち
で何がおきているのか／With コロナのまちづくり
論：変わらぬ部分，変わる部分／With コロナ時代
のエリアマネジメント：７つの視点／エリアマネ
ジメントの組織像（主体像）：徹底した地域へのこ
だわり／With コロナの時代に期待される新しいエ
リア戦略：インナータイプ，アウタータイプの再
生策／ポストコロナの時代に向けて：エリアマネ
ジメントの今後／ほか 原

新着情報（2021 年２月分）

　＊資料室で入手した主要図書をお伝えします。
　　記事の構成：書名，編著者名，発行所，発行年月

＜和　　書＞
１　 運輸部門の気候変動対策―ゼロエミッション

化に向けて　室町泰徳編　成山堂書店　2021
年１月

２　 第 40 回交通工学研究発表会論文集　交通工学
研究会編　同法人　2020 年

３　 物流総覧 2021 年版　カーゴ・ジャパンカーゴ
ニュース編集局編　同社　2020 年 12 月

４　 観光の実態と志向 令和２年度版　日本観光振興
協会編　同法人　2021 年２月

５　 JTB REPORT2020　JTB 監修，JTB 総合研究
所編　同社　2020 年８月

６　 民泊新法―住宅宿泊事業法・ガイドライン等
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（付：旅館業法）　信山社編　同社　2020 年７月
７　 観光再生―サステナブルな地域をつくる 28 の

キ ー ワ ー ド　 村 山 慶 輔　 プ レ ジ デ ン ト 社　
2020 年 11 月

８　 地域創生と未来志向型官民連携―PPP/PFI 20
年の歩み，「新たなステージ」での活用とその方
向性　日本政策投資銀行，日本経済研究所，ほ
か編　ダイヤモンド・ビジネス企画　2020 年
12 月

９　 路面電車年鑑 2021　イカロス出版編　同社　
2021 年２月

10　 数字でみる鉄道 2020 年版　国土交通省鉄道局
監修　運輸総合研究所　2021 年１月

11　 大手私鉄はどこを目指すのか？―IR 情報から
読む鉄道事業者　平賀尉哲　天夢人　2020 年
12 月

12　 最新版 JR 全車両大図鑑〔改訂第２版〕　原口隆
行編　世界文化社　2021 年２月

13　 東アジアのなかの満鉄―鉄道帝国のフロン
ティア　林采成　名古屋大学出版会　2021年１月

14　 紙の上のタイムトラベル―鉄道と時刻表の
150 年　松本典久　東京書籍　2021 年２月

15　 渋沢栄一と鉄道―「資本主義の父」が鉄道に託
した可能性　小川裕夫　天夢人　2021 年１月

16　 年鑑バスラマ 2020－2021　ぽると出版編　同
社　2021 年２月

17　 内航海運データ集 2021 年版　内航ジャーナル　
同社　2021 年１月

18　 世界のコンテナ輸送と就航状況 2020 年版　日
本 郵 船 調 査 グ ル ー プ 編　 日 本 海 運 集 会 所　
2020 年 12 月

19　 航空六法 令和２年版　国土交通省航空局監修　
鳳文書林出版販売　2020 年 12 月

＜外 国 書＞
20　 中国物流年鑑 2020　中国物流与采購聯合会編　

中国財富出版社　2020 年 11 月
21　 The Role of Sharing Mobility in Contemporary 

Cities―Legal, Social and Environmental 
Issues　Guido Smorto，Ignazio Vinci 編　
Springer　2020 年

22　 La France de gare en gare―Une aventure 
ferroviaire　Clive Lamming　Ouest-France　
2020 年

23　 The Modern Railway 2021〔第 15 版〕　Philip 
Sherratt 編　Key Publishing　2020 年

『都市交通―その現状と対策』
角本良平著／交通協力会出版部発行／1956 年

　本書は，当時の運輸省に勤務する筆者が，都市
が密集・分散・拡大を繰り返すにしたがって都市
交通が抱えることになったさまざまな課題をどう
解決すべきかを論じた１冊である。東京や大阪の
みならずロンドン，パリ，ニューヨーク，モスク
ワなど海外都市の輸送統計や図をふんだんに掲載
しており，比較対照することを目指している。ま
た，高速大量輸送の限界を論じるとともに，時差
通勤や鉄道の相互直通運転，企業と利用者双方に
資する建設資金の調達や運賃制度のあり方を模索
しており，のちの交通政策への示唆を垣間見るこ
とができる。なお，著者は本書の続編『続都市交
通―激増する自動車への対策』を 1960 年に出
版し，さらに増加する自動車交通について論じて
いる。また，本誌にも長きにわたり論稿をお寄せ
いただいていたことを申し添えたい。 田邊

　交通経済研究所では，交通に関する調査・研究
を目的とされている方へ所蔵資料の一部を公開し
ています。利用方法の詳細につきましては，私ど
ものホームページをご覧ください。

　一般財団法人　交通経済研究所　資料室
住　　所：東京都台東区上野７―１―１
郵便番号：110 - 0005
電話番号：03 - 3841- 4165
ファックス：03 - 3841- 4859
URL：https://www.itej.or.jp/
 最寄駅：JR／東京メトロ 上野駅から徒歩３分

【お願い】新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と
して各種対応を行っています。来室のさいには，マ
スク着用および手指消毒にご協力をお願いします。

 担当：土方規義　古森崇史　原祥太　田邊由佳

書庫のなかから（所蔵資料の紹介）

交通経済研究所資料室のご案内


