
IBS 出版物のご案内

IBS 出版図書の購入をご希望の方は、ホームページより申込用紙を印刷し必要事項をご記入の上、FAX又
は郵送にてお申込み下さい。（http : ／／www.ibs.or.jp／pub―rep／shuppan／shuppan.html）

大規模都市開発に伴う交通対策のたて方
－大規模開発地区関連交通計画マニュアル（０７改訂版）の解説－

国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室／監修

（財）計量計画研究所／編著・発行

２００８年６月／発行年月

B５判・２３０頁 巻頭カラー口絵

定価３，９９０円（税込）

（矢島 隆、竹内佑一、中野 敦、中本良一、福本大輔）

総合都市交通体系調査の手引き 解説書 ２００７年版

国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室／監修

（財）計量計画研究所総合都市交通計画検討会／編著

（財）計量計画研究所／発行

２００７年１０月（第２版）／発行年月

A４判・５２７頁、定価４，０００円（税込）

（秋元伸裕、小島 浩、佐藤昭平、杉田 浩、鈴木喜久子、鈴木紀一、須永大介、

高橋勝美、竹内佑一、中野 敦、平見憲司、牧村和彦、毛利雄一、森尾 淳、

森田哲夫、谷貝 等）

井上孝 都市計画を担う君たちへ

井上研究会／編

（財）計量計画研究所／発行

２００２年３月／発行年月

A５判・３６９頁、定価３，０００円（税込）

（国久荘太郎、宮本成雄、大熊久夫、杉田 浩、秋元伸裕）

データでみる国際比較 －交通関連データ集 ２０００－

国土交通省道路局／監修

（財）計量計画研究所／編著・発行

２０００年／発行年月

CD－Rom（PDF形式）日本語版、英語版、定価各３，０００円（税込）

（牧村和彦、西村 巧、佐藤徹治）

※英語版在庫切れ

出版図書紹介
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Proposals for the International Competition of Sustainable Urban Systems Design
Report of the International Gas Union Special Project

Producer／National Organizing Committee of the２２nd World Gas

Conference and The Institute of Behavioral Sciences

Publisher／The Institute of Behavioral Sciences,２００３

Editor／Shigeru Itoh （竹内佑一）

※販売はしておりません。

（ ）内は IBS執筆者

IBS 職員執筆図書のご案内

（新刊図書） お求めの際は、書店又は出版者にお問合せ下さい。

（ ）内は IBS執筆者

（既刊図書）

Global Universities and Urban Development
Case Studies and Analysis

Editor／

Wim Wiewel, David C. Perry

Publisher／M. E. SHARPE INC
Release Date／２００８

paperback：３３８pages

（竹内佑一）

書名 編著者・出版者 発行年月・形態・定価 IBS 執筆者（執筆当時）

道路投資の費用便益分析
－理論と適用－

（社）交通工学研究会／発行
丸善株式会社／発売

２００８年８月
A５判・１９５頁
２，９４０円（税込）

毛利雄一

交通工学ハンドブック２００８
（DVD－ROM版）

（社）交通工学研究会／発行
丸善出版事業部／発売

２００８年７月
A５版・DVD－ROM１枚
利用の手引き
４７，２５０円（税込）

中野 敦、矢嶋宏光、
萩野保克、牧村和彦、
岩佐賢治、若井亮太

意見分析エンジン
－計算言語学と社会学の接点－

大塚裕子・乾 孝司・奥村 学／
著

コロナ社／発行

２００７年１０月
A５判・２３２頁
２，７３０円（税込）

大塚裕子

都市の物流マネジメント
（日本交通政策研究会研究双書２２）
≪日本物流学会賞（著作賞）受賞≫

苦瀬博仁・高田邦道・高橋洋二／
編著

�勁草書房／発行

２００６年１２月
B５判・２３４頁
３，２００円（税別）

萩野保克

バスサービスハンドブック 土木学会土木計画学研究委員会
規制緩和におけるバスサービス
に関する研究小委員会（委員
長：喜多秀行）編

（社）土木学会／発行

２００６年１１月
B５判・４３３頁
３，４００円（税別）

秋元伸裕
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書名 編著者・出版者 発行年月・形態・定価 IBS 執筆者（執筆当時）

交通まちづくり
～世界の都市と日本の都市に学
ぶ～

交通まちづくり研究会／編
（社）交通工学研究会／発行

２００６年７月
A５判・２１３頁
２，３００円（税別）

牧村和彦、高橋勝美

道路交通需要予測の理論と適用
第�編利用者均衡配分モデルの
展開

土木学会土木計画学研究委員会
交通需要予測技術検討小委員会
／編

（社）土木学会／発行

２００６年７月
A４判・４５３頁
２，３１０円（税込）

毛利雄一、牧村和彦、
高橋勝美、松井 浩、
中嶋康博、井上紳一、
加藤昌樹、森尾 淳

「交通渋滞」徹底解剖 大口 敬／編著
（社）交通工学研究会／発行
丸善／発売

２００５年８月
A５判
２，１００円（税込）

牧村和彦

［改訂版］地域経済学と地域政策 H．アームストロング、J．テイ
ラー／著、佐々木公明／監訳

（財）計量計画研究所地域経済学研
究会／訳
流通経済大学出版会／発行

２００５年３月
A５判・５５５頁
５，２５０円（税込）

佐藤徹治、馬場 剛、
西村 巧、米川 誠、
林 達朗、島田敦子、
若井亮太、井上紳一、
森尾 淳、樋野誠一、
岩佐賢治、谷貝 等、
宮川昌之

建築設計資料集成
－地域・都市� 設計データ編

（社）日本建築学会／編
丸善／発行

２００４年３月
A４判・１９９頁
１２，６００円（税込）

牧村和彦、高橋勝美、
秋元伸裕、須永大介

都市をつくった巨匠たち
－シティプランナーの横顔－

新谷洋二・越澤明／監修
（財）都市みらい推進機構／編
ぎょうせい／発行

２００４年３月
B５判・２５７頁
３，５００円（税込）

井上 孝

市民参画の道づくり
パブリック・インボルブメント
（PI）ハンドブック

屋井鉄雄・前川秀和／監修
市民参画型道路計画プロセス研究会
／編

ぎょうせい／発行

２００４年３月
B５判
２，４００円（税込）

矢嶋宏光、荒井祥郎

合意形成論
総論賛成・各論反対のジレンマ
（土木学会誌叢書２）

土木学会誌編集委員会／編
（社）土木学会／発行
丸善／発売

２００４年３月
B６判・１７４頁
１，２６０円（税込）

矢嶋宏光

道路交通需要予測の理論と適用
第�編 利用者均衡配分の適用
に向けて

土木学会 土木計画学研究委員
会・交通需要予測技術検討小委
員会／編

（社）土木学会／発行
丸善／発売

２００３年８月
A４判・１９４頁
１，２６０円（税込）

毛利雄一、牧村和彦、
高橋勝美、松井 浩、
趙 勝川、中嶋康博、
井上紳一

明日の都市交通政策
「明日の都市交通政策」研究会
（計量計画研究所自主研究）より

杉山雅洋・国久荘太郎・浅野光行・
苦瀬博仁／編著

成文堂／発行〈品切〉

２００３年６月
A５判・２５２頁
２，５００円（税別）

国久荘太郎、石川友保

実務者のための新都市計画マ
ニュアル� ６

【都市施設・公園緑地編】
都市交通施設

（社）日本都市計画学会／編
丸善／発行

２００３年３月
A４判・２７６頁
定価１９，０００円
（６～１０巻セット、税別）

矢島 隆、大熊久夫

成功するパークアンドライド
失敗するパークアンドライド
－マーケティングの視点から考
える

（社）交通工学研究会・TDM研究
会／編

（社）交通工学研究会／発行
丸善／発売

２００２年２月
A５判・１６１頁
２，１００円（税込）

牧村和彦、高橋勝美

欧米の道づくりとパブリック・
インボルブメント ～海外事例
に学ぶ道づくりの合意形成～

合意形成手法に関する研究会／編
ぎょうせい／発行

２００１年７月
B５判・２３３頁
２，４００円（税別）

大熊久夫、矢嶋宏光、
岩佐賢治

バスはよみがえる ～バスが活
躍する時代が、またやってき
た�～

秋山哲男・中村文彦／編
日本評論社／発行〈品切〉

２０００年５月
A６判・２５１頁
２，０００円（税別）

秋元伸裕、谷貝 等

大規模開発地区関連交通計画マ
ニュアルの解説 都市開発に
伴う交通問題にどう対処すれ
ばよいか －望ましい都市環
境の実現に向けて－

建設省都市局都市交通調査室／監
修

大規模開発地区交通環境研究会／
編著

ぎょうせい／発行〈品切〉

１９９９年９月
B５判・１８６頁
３，０００円（税別）

宮本成雄、中野 敦、
秋元伸裕
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書名 編著者・出版者 発行年月・形態・定価 IBS 執筆者（執筆当時）

渋滞緩和の知恵袋
－TDMモデル都市・ベストプ
ラクティス集－

（社）交通工学研究会・TDM研究
会／編著

（社）交通工学研究会／発行
丸善／発売

１９９９年２月
A４判・１８２頁
２，９４０円（税込）

牧村和彦、高橋勝美

小さなことから始める街のリ
フォーム：快適な都市のエッ
センス

デービッド・スーチャー／著
矢嶋宏光・榎戸敬介他／訳
集文社／発行

１９９８年１１月
A５判・１７５頁
２，３００円（税別）

矢嶋宏光、高橋勝美

地域経済学と地域政策 H．アームストロング、J．テイ
ラー／著、坂下昇／監訳

（財）計量計画研究所地域経済学研
究会／訳
流通経済大学出版会／発行

１９９８年３月
A５判・５４３頁
４，０００円（税別）

西村 巧、佐藤徹治、
谷貝 等、秋元伸裕、
佐藤和彦、岩佐賢治、
島田敦子、馬場 剛

環境を考えたクルマ社会
～欧米の交通需要マネジメント
の試み～

交通と環境を考える会／編
技報堂出版／発行

１９９８年２月
B６判・２１０頁
２，０００円（税別）

中野 敦、萩野保克、
牧村和彦

都市交通問題の処方箋
－都市交通適正化マニュアル－

建設省都市局都市交通調査室／監
修

都市交通適正化研究会／編著
大成出版社／発行〈品切〉

１９９５年２月
A４判・２８８頁
４，９００円（税込）

国久荘太郎、宮本成雄、
鈴木紀一、牧村和彦

書籍の内容についてホームページ（http : ／／www.ibs.or.jp／pub―rep／shuppan／shuppan.html）に掲載しておりま

すのでご参照下さい。
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