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とけこむ／まちの改造と新しい風景づくり／街路

古森

風景に新しい価値を／ほか

『
「持たない時代」のマーケティング
―サブスクとシェアリング・サービス』

髙橋広行，CCC マーケティング総合研究所編著／
同文舘出版発行／2022 年５月／A5 変形判／264

交通専門図書館

交通経済研究所資料室

ページ／2,420 円（税込）

近年，モノを持たずに消費するサブスクやシェ

アリング・サービスといった新しい消費のあり方
2022 年 10 月，鉄道は開業 150 年を迎えます。

が着目されている。モノを持つことよりもコト（体

験や経験）を重視する消費者を理解し，ニーズに

すでに各地でいろいろな企画やイベントが開催さ

応えて価値を提供するには，また顧客との関係を

思います。資料室では鉄道の記録や統計なども所

ばよいか。本書は，このサブスクやシェアリング・

れており，読者のみなさまもご関心をお持ちかと
蔵しています。ぜひお越しになり，
「鉄道 150 年」
に触れてみてください。

新着書棚から（新しく受け入れた資料の紹介）
『路面電車とまちの風景
―LRT

デザインパレット』

ペリー史子，塚本直幸著／技報堂出版発行／2022
年３月／A5 判／192 ページ／2,640 円（税込）

本書は，都市計画の専門家が主に 2000 年以

降新たに開通した路面電車を取り上げ，まちの風

構築し，長く顧客とつながり続けるにはどうすれ
サービスを中心に「持たない消費」
「持たない時代」
の消費者理解，またこれらのサービスで成長して

いる企業の事例を通じて，その提供価値を紐解く。
そして，新しい時代に対応したマーケティングの
あり方を提唱する。

目次：
「持たない時代」の消費者理解／企業の取り組
み事例（どのような価値を提供しているのかを考える）／
「持たない時代」のマーケティングに向けて 原
書庫のなかから（所蔵資料の紹介）

鉄道開業 150 年

景に与える影響をまとめたものである。路面電車
開通にあたっては，自然景観の尊重，歴史的建造
物との調和，および既存のまちなみへの順応につ
いて留意することで，既存風景を壊さず価値を引

1872〜2022 年

第５回：J R の歴史
国鉄の分割・民営化は，1987 年に実施されま

き上げることができる。また，多くの都市では，

した。鉄道 150 年史のなかでも大きな節目のひ

創られるとともに，個性あふれる停留所なども風

後の国鉄の公社化と並びます。新体制でスタート

開通に合わせてまちの改造が進み，新たな風景が

とつです。明治期の鉄道国有化，第二次世界大戦

景に新たな価値を生み出すことができる。さらに， した J R 各社は，それまでのネットワークを維持
交通機関としての働きの面から，まちなかでの

しつつ，新しい経営に取り組みました。そして

生まれてくる。このような路面電車は，交通，環

鉄が存続した期間を越えようとしています。今回

人々の動きが量的，質的に変化し，新しい風景が
境，および都市の面で大きな役割を期待されて整
備が進められている。

目次：路面電車のいる魅力的なまち／既存風景に
114 運輸と経済 第 82 巻 第 ８号 ’22. 8

30 数年のときが過ぎ，まもなく公社であった国
は，その国鉄を引き継いだ鉄道会社７社の代表的
な「年史」をご紹介します。
１

J R 北 海 道 20 年 の あ ゆ み

北海道旅客鉄道

2007 年 10 月
２

ンリサーチ 山内香奈 風間書房 2022 年３月

東 日本旅客鉄道株式会社二十年史
鉄道

３

東日本旅客

10

世 界鉄道文化史

2007 年 10 月

東 海旅客鉄道 20 年史

東海旅客鉄道

2007

11

名 古屋鉄道の世界

年９月
４

交通新聞社

J R 西日本 30 年史

西日本旅客鉄道

2017 年

12

四国旅客鉄道

2017

素政策

J R 九州 30 年史

九州旅客鉄道

７

JR 貨物 30 年のあゆみ

2017 年６月

＜外
16

総合技術研究所，鉄道情報システム，日本国有鉄
道清算事業団などの図書もあります。
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藤村俊夫

新着情報（2022 年６月分）
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U nfinished Lines

５

所蔵資料の一部を公開しています。なお，リ

紙裏側の広告欄をご覧ください。

マルク・レヴィンソン

電話：03-3841-4165

郵便番号：〒 110-0005

最寄駅：J R／東京メトロ

三修社

新・京都観光論

2022 年５月

永田美江子，須田寛

上野駅から徒歩３分

＊閲覧希望や各種照会などはホームページ内

交通新

「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

2022 年５月

レ ジャー・リゾートビジネスの基礎知識と将来
千葉千枝子

第一法規

路 面電車とまちの風景

2022 年３月

ペリー史子，塚本直幸

↓『JR 時刻表』

2022 年３月

貨物地域流動調査・旅客地域流動調査 令和２年
国土交通省総合政策局編

運輸総合研究所

↑『国鉄監修 時刻表』

2022 年６月

（所蔵資料の一部）

新 幹線のすべて〔改訂版〕「旅と鉄道」編集部
編

９

資料室

ホームページ：https://www.itej.or.jp

度
８

交通経済研究所

住所：東京都台東区上野７－１－１

ダイヤ

2022 年２月

技報堂出版
７

2022 年

山口百々男編

展望
６

Key Publishing

和 英：日本の文化・観光・歴史辞典〔三訂版〕

聞社

Pen &

The Modern Railway 2022
〔第 16 版〕 Philip

一般財団法人

物 流の世界史
モンド社

４

Mark Yonge

2021 年 11 月

同社

2022 年３月

３

2022 年４月

ニューアルも行いましたので，詳しくは本誌の表

書＞
主要荷主の運賃・倉庫料金の実態 令和４年２月
調査（42 回改訂版） カーゴニュース編

２

2022 年

交通経済研究所資料室のご案内

＊資料室で入手した主要図書をお伝えします。

１

2022 年４月

書＞

Sword
17

同会

ヨシワールド

国

Sherratt 編

＜和

日経 BP

エアカーゴマニュアル〔改訂 51 版〕 石坂彰房
編

また７社の他の「年史」や，承継法人である鉄道

小学館クリ

2022 年３月

路建設協議会編
15

上記の図書はすべて資料室で所蔵しています。

同社

高 速道路便覧 2021（令和３年度） 全国高速道

14

日本貨物鉄道 2019

年９月

結解喜幸，結解学，ほか

EV シフトの危険な未来―間違いだらけの脱炭

13

年 10 月
６

2022 年

2022 年４月

エイティブ

J R 四国 30 年のあゆみ

講談社

全日本鉄道旅行地図帳 2022 年版

10 月
５

小島英俊

５月

天夢人

2022 年４月

鉄道会社の異常時放送の改善に向けたアクショ
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