
 

 
 
 
 
 

平成 27 年度 

 

事業報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公益財団法人国際交通安全学会 

  



 

平成 27 年度第 5期（平成 27 年 4月 1日から平成 28 年 3月 31 日まで）の事業活

動について、次の通り報告いたします。 

 

 

 

 

平成 28 年 3 月 31 日 

 

公益財団法人 国際交通安全学会 

会    長  武 内 和 彦 

  



 

目次 

平成 27 年度事業活動の概況 ·················································· 1 

１．事業目的 ································································· 1 

２．事業内容 ································································· 1 

３．重点項目 ································································· 1 

４．平成 27 年度の位置付けと活動方針について ··································· 1 

５．特記すべき事項 ··························································· 2 

６．主たる会議 ······························································· 3 

１）評議員会 ····························································· 3 

２）理事会 ······························································· 3 

３）創 50 戦略会議 ························································ 5 

４）企画調整委員会 ······················································· 7 

５）「人」委員会 ························································· 8 

国内外の「交通安全」にかかわる社会貢献事業 

（１）研究調査事業 ··················································· 9 

１．概要 ································································· 9 

２．平成 26 年度研究調査報告会 ··········································· 10 

３．平成 27 年度研究調査内部報告会 ······································· 10 

４．研究調査部会企画委員会 ·············································· 11 

研究調査活動 

1）＜Ｈ2754 プロジェクト＞（継続） 

香川研究－事故発生要因の分析と対策への提言 ·························· 12 

2）＜Ｈ2755 プロジェクト＞（継続） 

アジア諸都市における低炭素交通システム実現に向けた ロードマップの作成 14 

3）＜Ｈ2756 プロジェクト＞（新規） 

効果的な交通取締り計画に関する研究 ·································· 15 

4）＜Ｈ2757 プロジェクト＞（新規） 

アクセルとブレーキの踏み違いに関する高齢者の認知・行動特性の分析 ····· 16 

5）＜Ｈ2758 プロジェクト＞（新規） 

通学路 Vision Zero － 子供の事故死ゼロを目指して ····················· 17 

6）＜Ｈ2759 プロジェクト＞（新規） 

途上国における交通問題の現状と改善に関する研究 －カンボジアの事例－ · 19 

7）＜Ｈ2760 プロジェクト＞（新規） 

安全・安心の本質と身体化された交通文化に関する研究調査 

－日韓台比較を中心に－ ·············································· 20 

8）＜Ｈ2761 プロジェクト＞（新規） 

こどもの交通モビリティと交通安全教育： 

適用制度の展開および拡張の可能性に着目した学際的研究 ················· 22 

9) ＜Ｈ2762 プロジェクト＞ 

自動車の自動化運転：その許容性を巡る学際的研究 ······················ 24 

10) ＜Ｈ2763 プロジェクト＞ 

睡眠障害早期発見・早期治療の普及推進を目指した学際的研究 ············· 26 



 

11) ＜Ｈ2764：企画事業＞ 

ラウンドアバウトを活かしたまちづくり・地域づくりの展開 ··············· 28 

12) ＜Ｈ2765：企画事業＞ 

国際発表：睡眠障害スクリーニングの普及推進を目指した学際的研究 ······· 30 

（２）広報出版事業 ·················································· 31 

１．広報出版部会学会誌編集委員会 ········································ 31 

２．広報出版部会英文論文集編集委員会 ···································· 33 

（３）褒賞及び助成事業 ·············································· 35 

１．第 36 回（平成 26 年度）国際交通安全学会賞贈呈式 ······················ 35 

２．平成 27 年度褒賞助成部会企画委員会 ··································· 35 

第 37 回（平成 27 年度）国際交通安全学会賞 ···························· 37 

（４）IATSS フォーラム事業 ·········································· 39 

（５）国際交流事業 ·················································· 45 

１．国際フォーラム実行委員会 ············································ 45 

２．ATRANS(Asian Transportation Research Society)活動への寄付 ············ 47 

刊行物一覧 ································································ 48 

その他 ···································································· 49 

慶弔 ········································································ 49 

株式の保有等 ································································ 50 

許・認可及び登記事項 ························································ 51 

理事及び監事 ································································ 52 

評議員 ······································································ 53 

財務諸表 ·································································· 54 

１．貸借対照表 ······························································ 54 

２．正味財産増減計算書 ······················································ 55 

３．正味財産増減計算書内訳表 ················································ 57 

４．財務諸表に対する注記 ···················································· 59 

５．財産目録 ································································ 60 

監査報告書 ································································ 61 

 



 - 1 - 

平成 27 年度事業活動の概況 
 

1. 事業目的 

「理想的な交通社会の実現に寄与する」 

 

2. 事業内容 

（１）交通及びその安全に関する調査研究 

（２）交通及びその安全に関する研究会の開催 

（３）交通及びその安全に関する情報、資料及び文献の収集及び発行 

（４）交通及びその安全に関する調査研究、教育その他の活動に対する褒賞及び助成 

（５）諸外国における理想的な交通社会の実現に向けた研修 

（６）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

3. 重点項目 

１.  学際性並びに国際性を特徴としての、先見性及び実際性を目指す活力ある事業運営。 

２. 調査研究事業を重点事業として、シンポジウム事業、広報出版事業、褒賞助成事業、

及びその他の本会の目的を達成するために必要な事業との連携。 

３. 諸外国における理想的な交通社会実現に向けた研修としての IATSS フォーラム事業

については、アセアン諸国の将来を担う人材の育成を目的としたプログラムの充実。 

４. 完了テーマの知見を活かした社会への貢献。 

５. 社会及び経済環境を直視した事業規模とし、予定された収入を基とした効率的かつ均

衡のとれた事業運営。 

６. 平成 27 年 4 月に会長が発信した「IATSS VISION の具体化に向けて～今後の 10 年の

IATSS の方向性～」を受けて、その事業展開のため会長直下に「創 50 戦略会議」を

設置。 

 

4. 平成 27 年度の位置付けと活動方針について 

１）位置付け 

学会としての平成 27 年度の位置付けとしては、下記 2点とした。 

① “IATSS VISION” を踏まえた次の 10 年（2024 年）へのｽﾀｰﾄ年 

② IATSS フォーラム 30 周年記念（節目）の年 

 

２）目標・施策 

上記位置付けの考えの元、「新たな交通社会を共創する拠点を目指す～次の 10 年へ向け

新たな活動へ～」を目標とし、下記を主な施策として展開した。 

① 10 年後を見据え、今後の展開に繋がる仕組みづくり 
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1．新たな国際・学際展開の強化に向けた基盤づくり 

2．会員が想定する「10 年後の交通社会」を見据えたﾃｰﾏの推進 

② IATSS フォーラムの 30 周年を迎え更なる発展をめざす 

1．30 周年記念式典の完遂 

2．今後のフォーラム活動の方向性検討 

3．各国同窓会との国際貢献活動（交通分野他）での共創を検討 

 

5. 特記すべき事項 

1. 調査研究事業 

今年度は、自主研究については、１０テーマの研究調査活動を行った。この内、４テー

マについては、研究調査報告会において公表する予定である。 

また、研究調査部会企画事業として、以下２事業を展開した。 

① 社会貢献として、過去 6年に及ぶ研究活動の訴求のため、ラウンドアバウト

を活かしたまちづくり・地域づくりの活動を展開した。 

② 積極的な海外発表として、「World sleep 2015」に参加した。 

2. 広報出版事業 

学会誌「IATSS Review」を 3号、英文論文集「IATSS RESEARCH」を 2号、それぞれ発行

した。 

 

3. 褒賞事業 

今年度の国際交通安全学会賞は、業績部門 2件・著作部門 2件・論文部門 1件を決定し

た。 

4. IATSS フォーラム事業 

今年度は、計画通り第 53 回・第 54 回 IATSS フォーラムを開講し、東南アジアの 9か国

から、合計 36 名の研修生が参加した。 

また、IATSS フォーラム 30 周年記念事業を開催した。 

5. 国際交流事業 

2014 年会長発信の「基本方針」に基づき、国際ネットワークを強化し、新たな事業へつ

なげるため、世界の「交通とその安全」に関する国際的討議の場として、第一回国際フ

ォーラムを平成 27 年 11 月に国連大学を会場として開催した。 

 



 - 3 - 

6. 主たる会議 

１）評議員会 
◎第 10 回評議員会（定時評議員会）(H27.6.11) 

   経団連会館 5階 503 会議室に於いて開催し、次の 1）項については承認され、2）、3)

項については選任された。 

1）平成 26 年度事業報告及び決算承認の件 

2）評議員選任の件 

3) 役員選任の件 

 

◎第 11 回評議員会（臨時評議員会）(H28.3.16) 

   経団連会館 5階 502 会議室に於いて開催し、次の 1）項については承認された。 

 1）平成 28 年度事業計画及び収支予算承認の件 

 

２）理事会 
◎第 20 回理事会（通常理事会）(H27.5.14) 

経団連会館 5階 502 会議室に於いて開催し、次の 1）については承認され、2）項につ

いては決議され、3）項については報告がされた。 

1）平成 26 年度事業報告及び決算書類等の承認 

2）第 10 回評議員会（定時評議員会）開催決議 

3）代表理事及び業務執行理事の自己の職務執行状況報告 

 

  ◎第 21 回理事会（臨時理事会）(H27.6.11) 

   経団連会館 5階 503 会議室に於いて開催し、次の 1）項については選定され、2）、3)、

4)および 5）項については決議された。 

1）代表理事および業務執行理事選定の件 

2）顧問委嘱の件 

3) IATSS フォーラム部会特別委員再任の件 

4) 海外名誉顧問委嘱及び海外招待会員再任の件 

5) 理事会規程 第 13 号、第 14 号の改定および第 17 号、第 18 号の新設の決議 
 

  ◎第 22 回理事会（臨時理事会）(H28.3.3) 

理事の全員から文書による同意する旨の意思表示を得、また監事からは異議有る旨の

意思表示を得なかったので、以下提案を承認可決する旨の理事会の決議があったもの

とみなされた。 

1）第 11 回評議員会開催の件 

2) 顧問委嘱承認の件 

3) 平成 27 年度第 37 回国際交通安全学会賞承認の件 

 

◎第 23 回理事会（通常理事会）(H28.3.16) 
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   経団連会館 5階 502 会議室に於いて開催し、1）項については承認され、2）項につい

ては報告がされ、3)、4）および 5）項については決議された。 

1）平成 28 年度事業計画書及び収支予算書承認の件 

2）代表理事及び業務執行理事の自己の職務執行状況報告 

3) 顧問委嘱承認の件 

4) 新会員選任および会員再任承認の件 

5) 理事会規程 第 5 号、第 8 号、第 13 号規程の改定の決議 
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３）「創 50 戦略会議」 
 
「創 50IATSS ビジョンに関する諮問委員会」は、平成 25 年度より中長期的な事業方針に関

する答申を検討し、平成 27 年 3 月 12 日に会長に最終答申として「基本方針」が提出された。

この答申内容を事業展開するため、平成 27 年度は、理事と各部会委員長から構成される「創

50 戦略会議」を設置し、具体的展開を企画・実行することとなった。 
 
◎第 1 回会議(H27.04.28） 
今年度の活動方針、国際連携構築拡充へ向けた基本方針案について討議された。国際フォー

ラム実行委員会メンバー補充案件が審議・承認された。 
 
◎第 2 回会議(H27.05.25) 
第 1 回国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催の方針について討議された。 
「『人』委員会」久保田委員長より新会員候補の検討経過について報告がされた。 
 
◎第 3 回会議(H27.07.13) 
第１回国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催の企画内容と第 2 回以降の長期方針について討議された。 
海外招待会員候補の選出方法について討議された。 
 
◎第 4 回会議(H27.10.29) 
国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの第 1 回開催準備状況の報告があり、第 2 回以降開催について各事業部活動と

連携する案について討議された。 
海外連携施策としてインド工科大学デリー校との共同研究継続が審議・承認された。 
来年度の重点的取組みとして、「基本方針」に基づく中核的研究調査のあり方について討議さ

れた。 
 
◎第 5 回会議(H27.12.08) 
来年度の重点的取組みとして、世界の交通安全目標の比較研究調査活動を「戦略プロジェク

ト」として実施することが審議・承認された。 
海外招待会員選定の件について審議・承認された。 
 
◎第 6 回会議(H28.01.29) 
海外招待会員の役割に関する理事会規定の改定内容が審議・承認された。 
来年度実施する「戦略プロジェクト」の展開企画について討議され、研究事業部が主体とな

り公募・選定することが決定された。 
 
議長      赤羽弘和 
副議長  森本章倫 

太田勝敏 
岸井隆幸 
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鈴木春男（理事会まで） 
武内和彦 
蓮花一己（理事会以降） 
石附  弘（理事会まで） 
鎌田 聡（理事会以降） 
長谷川彰 
中村文彦 
大口  敬 
加藤一誠 
中村英樹 
土井健司 
久保田尚 
北村友人 
松山裕司  
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４）企画調整委員会 
◎第 112 回企画調整委員会（H27.05.09） 
平成 26 年度および平成 27 年度の委員会を併催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 各部会今年度計画および進捗状況 

（2） 「人」委員会の活動計画および新会員募集基本方針 

 

◎第 113 回企画調整委員会（H27.06.10) 
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 各部会委員会の進捗状況 

（2） 平成 28 年度新会員募集要項 

 

◎第 114 回企画調整委員会（H27.09.02） 
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 各部会委員会の進捗状況 
（2） 平成 29 年度以降の新会員選考方法 

 

◎第 115 回企画調整委員会（H27.10.28） 
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 平成 28 年度新会員候補の選考 
 

◎第 116 回企画調整委員会（H27.11.27） 
ホテルニューオータニ LAPIS3 会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 平成 28 年度新会員候補の選考 

 

企画調整委員会 

委員長 赤羽 弘和 

 大口 敬 

 加藤 一誠 

 久保田 尚 

 土井 健司 

 中村 英樹 

 中村 文彦 

 森本 章倫 
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５）「人」委員会 
 

1. 新会員紹介イベントの企画・開催 

平成 27 年度の新会員 3名を既存の関係者へ紹介し、活動の活性化を図るため、以下の

イベントを企画・実施した。 

IATSS 新会員デビュートーク概要 

◯開催日：平成 27 年度 10 月 21 日（水） 

◯会場：ステーションコンファレンス東京 

◯内容：新会員からのプレゼンおよびグループディスカッション 

◯参加者： 23 名（新会員 3 名、役員 6 名、顧問 2 名、既存会員 12 名） 

◯新会員：中村彰宏氏、平岡敏洋氏、堀口良太氏 

 

2. 新会員候補者の選考・提示 

企画調整委員会の意向を踏まえ、当委員会での議論の結果、平成 28 年度の新会員候補

として 6名を選考し、企画調整委員会へ提示した。 

そのうちの 2名が平成 28 年度の新会員として企画調整委員会により上申され、理事会

により決議された。また、他の 4名について、来年度以降に新会員候補者になる可能

性のある人材として、「人」委員会がさらに時間をかけて情報を収集することとなった。 

 

3. 委員会開催実績 

◎平成 27 年度第 1 回「人」委員会（H27.05.13） 
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 「人」委員会の活動趣旨 
（2） 平成 27 年度新会員紹介イベント企画 
（3） 平成 28 年度以降の新会員候補の選考趣旨 

 
◎平成 27 年度第 2 回「人」委員会（H27.07.30) 

八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 平成 27 年度新会員紹介イベント実施内容 

（2） 平成 28 年度以降の新会員候補素案 
 

◎平成 27 年度第 3 回「人」委員会（H27.10.07) 
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議・承認された。 
（1） 平成 27 年度新会員紹介イベント実施内容 

（2） 平成 28 年度以降の新会員候補 
 
企画調整委員会 

委員長 久保田 尚 

 岩貞 るみこ 

 竹内 健蔵 

 谷川 武 

 羽藤 英二 

 福田 敦 
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(1) 研究調査事業 

1. 概要 

平成 27 年度は、次の 11 件の研究調査プロジェクトを実施した。 

＜自主研究＞ 

H2754 香川研究 －事故発生要因の分析と対策への提言－ 

H2755 アジア諸都市における低炭素交通システム実現に向けたロードマップの作成 

H2756 効果的な交通取締り計画に関する研究 

H2757 アクセルとブレーキの踏み違いに関係する高齢者の認知 ・行動特性の分析 

H2758 通学路 Vision Zero －子供の事故死ゼロを目指して－ 

H2759 途上国における交通問題の現状と改善に関する研究 －カンボジアの事例－ 

H2760 安全・安心の本質と身体化された交通文化に関する研究調査 －日韓比較を中心

に－ 

H2761 こどもの交通モビリティと交通安全教育：適用制度の展開および拡張の可能性に

着目した学際的研究 

＜行政・団体連携＞ 

H2762 自動車の自動化運転：その許容性を巡る学際的研究 

H2763 睡眠呼吸障害早期発見・早期治療の普及推進を目指した学際的研究 

＜社会貢献＞ 

H2764 ラウンドアバウトを活かしたまちづくり・地域づくりの展開 

 

また、平成 26 年度のプロジェクトから、以下の成果について国際発表を実施した。 

＜国際発表＞ 

H2765 睡眠障害スクリーニングの普及推進を目指した学際的研究 

 

 



 - 10 - 

2. 平成 26 年度研究調査報告会（H27. 4. 8） 

参加者：役員、評議員、顧問、会員、特別研究員、諸官庁、報道関係及び一般参加者 

計 241 名 

会 場：経団連会館ホール 

報告テーマ： 

・H2643 プロジェクト 天下の公道」と生活道路に関する研究 

－ソフトライジングボラードの定着と新たな展開にむけた実践的検討 

・H2645 プロジェクト ラウンドアバウトの社会実装と普及促進に関する研究 

・H2646 プロジェクト 香川研究 － 事故発生要因の分析と対策への提言－ 

・H2652 プロジェクト インドにおける交通安全のためのコミュニティデザインに関する研究調査 

 

 

3. 平成 27 年度研究調査内部報告会（H28. 3.5） 

参加者：役員、評議員、顧問、会員および特別研究員 計 116 名  

会 場：経団連会館 ４階 ダイヤモンドルーム 

報告テーマ：今年度実施の全プロジェクトテーマ 
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4. 研究調査部会企画委員会 

◎第 1 回委員会（H27.06.24） 
1. 研究調査部会企画委員会の役割の共有 
2. 昨年度委員会からの申し送り事項・企画調整委員会での意見の共有 
3. 本年度の活動方針について検討 

 

◎第 2 回委員会（H27.08.19) 
1. 第 1 回 IATSS サロンの進捗共有 
2. 第 2 回以降の IATSS サロンの検討 
3. 海外調査プロジェクトの進捗共有 

 
◎第 3 回委員会（H27.11.11） 

1. 海外調査事業の進捗報告と来年度計画の共有 
2. 今後の IATSS サロンの検討 
3. 来年度のプロジェクト募集要領の検討 
4. 今年度の内部報告会実施要領の検討 
5. 企画調整委員会からの情報共有 

 
◎第 4 回企画調整委員会（H28.01.07） 

1. 今後の IATSS サロンの検討 
2. 来年度のプロジェクト募集要領の確認 
3. 内部報告会の実施要領の検討 
4. 内部シンポジウム実施要領の検討 
 

◎第 5 回委員会（内部報告会）（H28.03.05） 
1. 外部報告会での発表プロジェクトの選考 
 

◎第 6 回委員会（H28.03.11） 
1. 平成 28 年度研究プロジェクトの選考 
 

◎第 7 回委員会（PL 会議）（H28.03.30） 
1. 平成 28 年度研究プロジェクトの内容と予算の整合 

 

企画調整委員会 

委員長 中村 文彦 

 加藤 一誠 

 上條 俊介 

 篠原 一光 

 谷川 武 

 福山 敬 

 森本 章倫 
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１） 香川研究－事故発生要因の分析と対策への提言 

＜H2754 プロジェクト＞ 
 

1. 研究目的と概要 
本プロジェクトの目的は、人口当たり交通事故死者数がワースト高位である香川県に実効

的安全対策を提言し、かつ同策定過程を普遍化して他地域に適用することである。本年度は、

平成 25～26 年度の成果を踏まえ、下記の調査・分析を行った。 

信号交差点のコンパクト化前後のビデオ観測により、右左折時の速度、ショートカット、

走行位置のばらつき抑制効果が検証・確認された。 

運転者の安全意識に関して、免許更新時講習受講者への追加アンケートから、講習種別間

差とそれらの県内地域性が確認され、各講習受講者の特徴をふまえた教育の重要性が指摘さ

れた。さらに、交差点のコンパクト化などによる運転挙動のばらつき抑制が、運転者のリス

ク回避・同受容行動の改善に寄与すると指摘された。 

交差点間での横断中事故の約 20％が、小売り施設周辺で発生していることを確認した。ま

た、中央分離帯開口部における散発的横断事故に対応した閉鎖措置には、実施状況にばらつ

きがあった。これは安全対策施工に合意形成が肝要なことを示唆している。 

プローブデータにより 500m 四方の生活道路網毎に評価した事故リスクが、幹線道路より約

2 倍高いことを示し、その増大要因として新規開発地域、学校、幹線道路との交差数を特定

した。 

 

2. 研究経過 
◎コアメンバー会議（H27.5.29） 

◎交差点改良後の交通挙動調査（丸亀市土器町）（H27.6.16） 

◎中間とりまとめ検討会議（H27.6.26） 

◎丸亀市交差点視察（H27.7.30） 

◎第 1回研究会（H27.7.31） 

◎中間報告シンポジウム（高松市）（H27.9.10） 

◎運転免許更新時講習受講者へのアンケート調査（高松および東讃地域）（H27.9-10） 

◎マクロ分析検討会議（H27.10.28） 

◎第 2回研究会（H27.11.4） 

◎第 3回研究会（H28.2.18） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 赤羽 弘和 

 大口 敬 

     土井 健司 

     中村 英樹 

（特別研究員） 

    蓮花 一己（IATSS 理事：帝塚山大学心理学部 教授） 



＜研究調査事業＞ 
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    喜多 秀行（IATSS 顧問：神戸大学大学院工学研究科 教授） 

    小川 圭一（立命館大学理工学部 准教授） 

    塩見 康博（立命館大学理工学部 准教授） 

    治部 哲也（関西福祉科学大学健康福祉学部 准教授） 

    中井 宏（東海学院大学人間関係学部 講師） 

    正岡 利朗（高松大学経営学部 教授） 

    森津 誠（大阪国際大学 名誉教授） 

    山口 直範（大阪国際大学人間科学部 准教授） 

    渡部 数樹（名古屋大学大学院環境学研究科 研究員） 

    青木 洋（交通安全コンサルタント） 

    秋山 尚夫（LLP.交通運用研究所 代表） 

    松本 晃一（西日本高速道路ファシリティーズ(株) 常務取締役） 

    山田 敬二（国土交通省四国地方整備局道路部 道路情報管理官） 

    兵頭 英人（国土交通省四国地方整備局道路部道路管理課 課長） 

    清川 喜博（国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所 所長） 

    藤澤 一仁（香川県危機管理総局 参与） 

    赤松 健司（香川県危機管理総局くらし安全安心課 課長） 

    安西 慎（香川県土木部道路課 課長） 

    岡田 知春（香川県警察本部交通部 参事官兼交通企画課長） 

    今田 英朗（香川県警察本部交通部交通規制課 課長） 

 

 



＜研究調査事業＞ 
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２） アジア諸都市における低炭素交通システム実現に向けたロードマッ

プの作成 

＜H2755 プロジェクト＞ 
 

1. 研究目的と概要 
アジア諸都市では、以前にも増してモータリゼーションが進展しており、地球温暖化対策の

観点からは、都市の発展の早い段階において、低炭素交通システムに移行するための具体的

政策、方策を検討し、その道筋を示すロードマップを作成する必要がある。しかし、これら

の多くの提案を実際に実施する場合、居住場所や交通行動の変更などを伴う大きなライフス

タイルの変容を伴うため、実施可能性の観点から見た場合、対象地域の住民がこのようなラ

イフスタイルの変容を受容できるかが大きな課題となる。前年度研究プロジェクト H2649 で

は、上記を踏まえ、想定した低炭素交通システムに対する対象地域の受容性を検討すること

を目的に研究を進め、タイ東北部の中心都市であるコンケン市を対象に、地球環境研究総合

推進費「アジアにおける低炭素交通システムの実現の可能性の検討」にて作成した 2030 年の

土地利用計画を含む低炭素交通システムを現地専門家に提示し、その受容性に関してアンケ

ート調査を行うと同時に、低炭素交通システムまでのロードマップを作成した。H2755 プロ

ジェクトでは、同ロードマップの熟度を高めるとともに中規模近隣他都市且つ交通の段階の

異なるラオス・ヴィエンチャン、ベトナム・ダナンを加えた 3 地域において、比較検討を展

開し、各々アンケート調査及びその結果を踏まえた階層別のロードマップ作成を実施。 
 

2. 研究経過 
◎第 1 回研究会（H27.04.17） 

◎第 2 回研究会（H27.06.11） 

◎第 3 回研究会（H27.08.25） 

◎ワークショップ及び現地視察 ラオス・ヴィエンチャン（H27.10.2） 

◎ワークショップ及び現地視察 タイ・コンケン（H27.10.3） 

◎第 4 回研究会（H27.11.24） 

◎第 5 回研究会（H28.1.20） 

◎ワークショップ現地調査 ダナン（H27.1.24） 

◎第 6 回研究会（H28.2.8） 

◎第 7 回研究会（H28.2.25） 
 

3. プロジェクトメンバー 
PL 福田敦 

中村 文彦 
二村 真理子 

（特別研究員） 
石坂 哲宏  （日本大学理工学部交通システム工学科 助教） 

岡村 敏之  （東洋大学国際地域学部国際地域学科 教授） 

中道 久美子（東京工業大学大学院理工学研究科 助教） 



＜研究調査事業＞ 
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３） 効果的な交通取締り計画に関する研究 

＜H2756 プロジェクト＞ 
 

1. 目的 
平成 25 年に「交通事故抑止に資する取締りの在り方に関する提言」が出され、各地で

より効果的な交通取締りの実施に向けた試みが続いている。特に交通事故と交通取締り

の科学的な関連性をもとに、PDSA による継続的な改善が必要となっている。本研究は、

効果的な交通取締り計画の立案にむけた、基礎的な方法論を確立することを目的とする。 

 

2. 方法 
平成 22 年から 24 年までの IATSS 研究プロジェクトの成果を取りまとめた「交通取締

りハンドブック」（平成 25 年）の具体的な活用方法を検討する。 

①地点ベースの分析（交通事故研究、事故分析、IATRDA との連携） 

 取締り地点と交通事故の発生地点の関係は未だに不明瞭な点が多い。そこで、特定の県

警に協力を仰ぎ、地点ベースの取締りと交通事故の分布図を GIS 上に格納して、その空

間的相互関連性について分析を行う。 

②地域ベースの分析（経済学、統計学との連携） 

 警察署単位で取締り計画立案時に必要な分析を検討する。例えば、取締り件数と交通事

故件数の散布図を作成して、次期の重点的取締りエリアの抽出を行う。 

 

3. 研究経過 
◎第１回研究会           （H27.6.9） 

◎第２回研究会           （H27.7.28） 

◎第３回研究会           （H27.10.20） 

◎第４回研究会           （H27.12.8）  

◎第５回研究会           （H28.2.18） 

 

◎第 1回 WG 研究会/稚内警察署調査会議（H27.8.28） 

◎第２回 WG 研究会/秋田県警交通会議 （H28.1.23） 

 

4. プロジェクトメンバー 
ＰＬ．森本 章倫 

加藤 一誠  

    中村 彰宏   

    浜岡 秀勝 （秋田大学工学資源学部 教授） 

（共同研究者）  

藤山 拓  （ロンドン大学交通研究所 上級講師） 

Nicola Christie（ロンドン大学交通研究所 Director） 

西田 泰  （公益財団法人交通事故総合分析センター 課長） 

本田 正英 （公益財団法人交通事故総合分析センター 研究員） 
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４） アクセルとブレーキの踏み違いに関する高齢者の認知・行動特性の

分析 

＜H2757 プロジェクト＞ 
 

1. 目的 
先の研究調査 プロジェクト (H2305、H2427)で、アクセルとブレーキの踏み違い事故

のリスクが高齢者で高く、その背後に加齢に伴う行動特性・認知特性の変化があること

が明らかになった。本プロジェクトでは踏み違いの起こしやすさ、特に関連の深い行動

特性・認知特性を明らかにするとともに、踏み違いを起こしにくくするための教育的・

技術的対策を考案することを目的とする。 

 

2. 方法 
本プロジェクトは 3つの観点で進める。 

③ （認知機能解明） 

高齢者の認知機能評価を行うと同時にペダル操作を用いる課題を行って反応の速さや

正確さ、踏み違いの発生状況を計測し、認知機能との関連を統計的に検討する。 

④ （行動特性解明） 

ペダルの配置や操作方法を実験的に操作した上でペダル操作を行わせ、反応の速さ・正

確さ・筋活動等の生理信号を測定・分析する。 

⑤ （事故統計・事故事例分析） 

事故統計や事故事例を関連機関より入手し、踏み違いに関連のある要因を抽出する。 

 

3. 研究経過 
◎第１回研究会         （H27.5.19） 

◎第２回研究会         （H27.7.21） 

◎第３回研究会         （H27.12.4） 

◎第４回研究会         （H28.2.22）  

 

◎第 1回 WG 研究会/JAF アンケート（H27.8.29） 

 

4. プロジェクトメンバー 
ＰＬ．篠原 一光 

大須賀美恵子  

    田久保宣晃   

    土井 健司 

    木村 貴彦 （関西福祉科学大学健康福祉学部 准教授） 

    小谷賢太郎 （関西大学システム理工学部 教授） 

    朝尾 隆文 （関西大学システム理工学部 助教） 

    土田 宣明 （立命館大学文学部 教授） 

    中村 隆宏 （関西大学社会安全学部 教授） 

 



＜研究調査事業＞ 
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５） 通学路 Vision Zero － 子供の事故死ゼロを目指して 

＜H2758 プロジェクト＞ 
 

1. 研究目的と概要 
日本において、子供の交通事故は最近減少傾向にあるものの、通学時等の重大事故が根絶

できていない。通学中の子供の死亡事故をゼロにするという目標を掲げて行動すべき時と考

え、本研究では主に次の点に取り組んだ。 

・「通学路」や「スクールゾーン」等の施策および施策間の関係が複雑で、一般市民には理

解しにくい実態や、地域によって定義や実施内容が異なっていることが明らかとなった。 

・日本における通学路の新たな交通安全対策として、狭幅員道路にも設置可能なライジン

グボラードを検討し開発した。実際の通学路を想定した構内実験を実施し、公道への適

合性を検証した。 

・迅速に交通安全対策が進まない一因となっている「地区間の公平性への不満」への対応

手法として日本版「点数化システム」を提案するため、米国で導入されている交通静穏

化のため優先順位付けシステムについて調査した。 

 

2. 研究経過 
◎第 1回研究会（H27.06.02） 

◎浦添市仲西小学校通学路調査（H27.09.09～10） 

◎第 2回研究会（H27.09.10） 

◎通学路用ライジングボラード構内実験（H28.01～03） 

◎米国優先順位付けシステム視察調査（H28.01.10～14） 

◎第 3回研究会（H28.01.19） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 久保田 尚 

会員 今井 猛嘉 

 岩貞 るみこ 

 太田 和博 

 小川 和久 

 長谷川 孝明 

 森本 章倫 

特別研究員 蓮花 一己（IATSS 理事 帝塚山大学心理学部 教授） 

 久野 譜也（筑波大学大学院人間総合科学研究科 教授） 

 小嶋 文（埼玉大学大学院理工学研究科 助教） 

 植竹 昌人（警察庁交通局交通規制課 課長補佐） 

 北井 健太（警察庁交通局交通規制課 規制第一係長） 

 樋口 陽介（国土交通省道路局路政課道路利用調整室 課長補佐） 

 竹下 卓宏（国土交通省道路局環境安全課 課長補佐） 
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 菊池 雅彦（国土交通省都市局都市計画課 都市計画調査室長） 

 東 智徳（国土交通省都市局都市計画課 企画専門官） 

 吉門 直子（文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 安全教育調査官） 

 大橋 幸子（国土技術政策総合研究所道路交通研究部道路研究室 主任研究官） 

 萩田 賢司（科学警察研究所交通科学部交通科学第一研究室 主任研究官） 

 佐久間 洋平（新潟市土木総務課 主査） 

 西澤 暢茂（新潟市中央区建設課 主査） 

 萩原 岳（（公社）日本交通計画協会 交通計画研究所 所長） 

 林 隆史（（一財）国土技術研究センター 研究主幹） 

 竹本 由美（（一財）国土技術研究センター 上席主任研究員） 

 佐々木 政雄（（株）アトリエ７４建築都市計画研究所 代表取締役） 

 松原 悟朗（（株）国際開発コンサルタンツ 取締役会長） 

 高瀬 一希（（株）国際開発コンサルタンツ プロジェクトマネージャー） 

 伊藤 将司（（株）福山コンサルタント 運営企画室長） 

 山中 亮（（株）中央建設コンサルタント 調査部長） 

※所属・役職は当時 

 
 



＜研究調査事業＞ 

 - 19 - 

６） 途上国における交通問題の現状と改善に関する研究 －カンボジア

の事例－ 
＜H2759 プロジェクト＞ 

 

1. 研究目的と概要 
21 世紀の成長のセンターとして海外直接投資や人の移動が加速化している東南アジアの

なかで、目覚しい社会経済開発を実現している国がカンボジアである。しかし、成長の陰に

は多くの問題が山積している。成長段階にある多くの途上国と同様に、カンボジアでも急速

なモータリゼーションが進展している。とくに首都プノンペン市ではインフラ整備や人々の

意識改善が追いつかず、交通渋滞や事故が深刻化している。 

本研究では、現在も通学等で道路をアクティブに使用しており、将来も重要な道路ユーザ

ーとなっていく若年層（＝高校生・大学生）に焦点をあてる。若年層の交通意識・運転行動

を理解し、それらが安全を志向する方へ働きかけることが、将来的な交通安全の実現におい

て非常に重要であると考え、同市の交通環境ならびに若年層の交通意識・運転行動を明らか

にしたうえで、とくにソフト面から交通安全を向上させるための方策（＝啓蒙活動・教育カ

リキュラム）に関する研究・開発・実践・提言を行うことを目指している。 

今年度は、プノンペン市内の高校生（500 名）・大学生（500 名）を対象とした交通意識質

問紙調査を実施するとともに、そのうち 16 名を対象に実際の二輪車運転行動のビデオ撮影に

基づく調査を実施し、大まかな傾向を分析した。 

 

2. 研究会経過 
◎第 1回研究会（H27.05.28） 

◎第 2回研究会（H27.07.29） 

◎第 3回研究会（H27.09.30） 

◎第 4回研究会（H27.12.22） 

◎第 5回研究会（H28.02.08） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 北村 友人 

 土井 健司 

 吉田 長裕 

 

特別研究員 

 矢野 円郁（神戸女学院大学人間科学部心理行動科学科 准教授） 

 Dinesh Mohan（インド工科大学 名誉教授） 

 Geetam Tiwari（インド工科大学 教授） 

 Sudipto Mukherjee（インド工科大学 教授） 
 

研究協力者 

 Chhinh Sitha（王立プノンペン大学教育学部 学部長） 

以 上 
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７） 安全・安心の本質と身体化された交通文化に関する研究調査－日韓台

比較を中心に－ 

＜H2760 プロジェクト＞ 
 

1. 研究目的と概要 
IATSS サロン「安全・安心の本質を考える」の知見を活かし、安全・安心に関わる本質的価

値を共有しながら国や地域によって異なる多様な交通文化の実態を把握するとともに、その

多様性を持続可能な交通社会の実現へと向かわせるための国際連携の枠組みを検討すること

を目的とする。交通文化の比較に際しては、船、鉄道、都市基盤に関わる事故が近年頻発し、

道路交通においても OECD 加盟国の中で交通事故死亡率が最も高いレベルにある韓国及び、

韓国同様に高いレベルにある台湾との比較に重点を置く。 
本プロジェクトでは上記を踏まえ、以下の活動を行った。 
・韓国事情に精通した武藤正敏前駐韓大使へのヒアリング実施 
・韓国（ソウル・プサン）にて現地調査及び現地専門家(韓国交通研究院、在釜山日本国総 
領事館等)とのヒアリングを実施 

・台湾（台北・台南）においては専門家ヒアリング（交通部運輸研究所、中央警察大学等） 
に加え、国立成功大学（台南市）にてワークショップを開催。 

・ビデオ撮影に基づく、韓国および台湾における自動車・自動二輪車の運転慣習と歩行者の

危険行動の抽出。 
・両国における欧米諸国や日本からの交通・安全にかかわる技術や制度の導入とその後のカ

スタマイズ（ローカル化）に関する実態の分析。ローカル化に及ぼした各国の社会文化的

な影響とローカル化の功罪に関する考察。 
 
2. 研究会経過 
◎コアメンバー会議     （H27.04.23） 

◎第 1 回研究会      （H27.05.15） 

◎第 2 回研究会及び武藤正敏前駐韓大使ヒアリング  （H27.07.22） 

◎コアメンバー会議     （H27.08.29） 

◎韓国交通研究院（KOTI）,KoRoad（ソウル）ヒアリング （H27.10.23） 

◎釜山大学校 鄭憲永教授, KoRoad 釜山, （プサン）ヒアリング（H27.10.26） 

◎在釜山日本国総領事館（プサン）ヒアリング  （H27.10.26） 

◎第 3 回研究会      （H28.01.08） 

◎交通部運輸研究所 ヒアリング（台北）   （H28.01.11） 

◎中央警察大学 蔡中志 教授他ヒアリング（桃園市）  （H28.01.12） 

◎国立成功大学 ワークショップ（台南）    （H28.01.13） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 土井 健司 

太田 和博   
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北村 友人 
高橋 正也   
長谷川孝明  
福山 敬 
吉田 長裕   

（特別研究員） 

猪井 博登（大阪大学大学院工学研究科 地球総合工学専攻 助教） 
井上 勇一（IATSS 顧問） 
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８） こどもの交通モビリティと交通安全教育： 

適用制度の展開および拡張の可能性に着目した学際的研究 

＜H2761 プロジェクト＞ 
 

1. 研究目的と概要 
本研究は、近年の道交法の改正や、交通分野における安全、環境問題への対応、国際交通

安全学会における調査研究や海外調査の経緯等を踏まえ、免許取得前の障がい児を含むこど

もの交通モビリティと交通安全教育に着目し、その適用制度の展開および拡張可能性を明ら

かにすることを目指したものである。 
まず実態把握のために、国内の子供の交通事故死傷者数を学齢別にみたところ、徒歩に関

しては学齢とともに減少傾向にある一方で、自転車に関しては逆に増加傾向にあることがわ

かった。次に、諸外国におけるこどもの交通安全教育制度について、フランスおよびオラン

ダについて調査を実施した結果、交通安全教育機会の一部義務化およびその教育証明書制度、

さらに運転免許制度との連携制度等が既に実施されており、また、障がい児に対する交通安

全教育についても事例を収集することができた。 
以上を踏まえ、国内においてこどもを対象とした自転車交通安全教育の実施関係機関や団

体にヒアリング調査を行い、国内における自転車の交通安全教育に関する現状と課題の把握

を行った。また、教育内容を項目別に比較することで教育実施団体間の特徴を明らかにする

ことができた。 
 
2. 研究経過 
◎第 1回研究会 (H27.5.22) 

◎第 2回研究会 (H27.7.14) 

◎第 3回研究会 (H27.8.26) 

◎フランス、オランダ：事例調査 (H27.10.19-24) 

◎第 4回研究会 (H27.11.19) 

◎第 5回研究会 (H28.2.9) 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL. 吉田 長裕 

  小川 和久 

  北村 友人 

  永田 潤子 

  長谷川 孝明 

 （特別研究員） 

  蓮花 一己（IATSS 理事・帝塚山大学心理学部 教授） 

  大谷 亮（（一財）日本自動車研究所 主任研究員） 

  藤江 徹（（公財）公害地域再生センター あおぞら財団 事務局長・研究員） 

  藤山 拓（Centre for Transport Studies (UCL) Senior Lecturer） 
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  柳原 崇男（近畿大学理工学部社会環境工学科 講師） 

  矢野 円郁（神戸女学院大学人間科学部 准教授） 

  松原 淳（（公財）交通エコロジー・モビリティ財団企画調査課 課長） 

  高橋 輝好（大阪市東京事務所 担当係長） 
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９） 自動車の自動化運転：その許容性を巡る学際的研究 

＜H2762 プロジェクト＞ 
 

1. 研究目的と概要 
本プロジェクトは、昨年度の研究から確認された課題を踏まえ、客観的な資料（社会実験

の結果等）を収集し、自動化運転の実現可能性、実現可能レベルを予測・分析し、日本の現

状に即した問題解決の途を探ることを目的として行なわれた。 

自動車の自動化運転には、人為的ミスによる交通事故の大幅削減、移動時間の多様な利用

や高齢者等の移動性向上等の可能性が秘められている。この可能性は、自動車に乗車してい

る者が、ハンドル、ブレーキ等を何ら操作する必要がない場合に、極大化する。しかし、人

身事故等の危険な状況が予見される場合、人間が自動車を操作して（オーバーライド）当該

危険を回避することが、現行法の下では要請される。すなわち、自動走行モードで走行中の

自動車（ないしそのためのシステム）が乗員にオーバーライドを要請し、乗員がこれに応じ

て危険回避する態様の走行（Level 3）は許容されるが、完全な自動走行（Level 4）は違法

である。 

そこで、現時点では、Level 3 に整理される走行を公道等で実験し、当該走行に起因する

問題点（事故回避の態様、事故に係る責任帰属等）を整理しつつ、当該走行が期待される地

域の実情を踏まえた交通体系の整理が望まれる。これと同時に、国際的動向を踏まえ、Level 

4 が許容された場合の論点（例えば、自動化運転に係る車両とその乗員を優先的に保護する

ため、他車に衝突し、被害を転嫁する選択が、日本の交通文化と調和するのか）の検討も、

不可欠である。 

 

2. 研究経過 
◎第 1回研究会（H27.4.24） 

◎金沢大学･珠洲市自動走行システム実証実験視察（石川県珠洲市）（H27.6.23） 

◎アメリカ合衆国調査（自動化運転の法的処置についてヒヤリングおよび意見交換：SC 州・

NC 州）（H27.8.23-28） 

◎第 2回研究会（H27.9.11） 

◎第 3回研究会（H27.11.5） 

◎金沢大学･珠洲市自動走行システム実証実験視察（石川県珠洲市）（H27.11.30） 

◎イギリス調査（自動化運転に係る車両の政策推進と公道実験についてヒヤリングおよび意

見交換：ロンドン）（H27.12.10-13） 

◎第 4回研究会（H28.1.20） 

◎第 5回研究会（H28.2.16） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL  今井 猛嘉 

   岩貞 るみこ 

   木林 和彦 
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   久保田 尚 

   長谷川 孝明 

   森本 章倫 

   横山 利夫 

（特別研究員） 

   松村 良之（IATSS 顧問：北海道大学 名誉教授） 

   矢野 雅文（IATSS 顧問：東北大学 名誉教授） 

   岡村 和子（科学警察研究所交通科学部 交通科学第二研究室長） 

   小川 貴裕（弁護士法人アディーレ法律事務所 弁護士） 

   菅沼 直樹（金沢大学新学術創成研究機構 准教授） 

   西田 泰（（公財）交通事故総合分析センター 研究第一課長） 

   松浦 常夫（実践女子大学人間社会学部 教授） 

   三浦 清洋（（公社）日本交通計画協会 企画室長） 

   八幡 有信（八幡マネジメント研究所） 
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１０） 睡眠障害早期発見・早期治療の普及推進を目指した学際的研究 

＜H2763 プロジェクト＞ 
 

1. 研究目的と概要 
睡眠障害に起因する交通事故の削減を目的とする。 

1.1 生命保険会社における SAS 患者の受け入れ状況調査 

生命保険会社によっては慢性疾患治療中という理由で生命保険に入れない場合があ

り、住宅ローンを組めないと言う事例が、平成 20 年に問題になった。SAS の早期発見・

早期治療の阻害要因を減らす目的で SAS 治療に対する我が国の生命保険会社の対応を

6年前と比較、検討を行うことにより、SAS 対策の阻害因子の把握に努めた。 

1.2 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)における調査 

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の研修受講者、特定診断受診者 500 名を対

象に、SAS スクリーニングを実施した。 

1.3 某自治体男性職員における調査 

平成 23 年～24 年に実施した、某自治体男性職員 1,158 名（22～59 歳）の SAS スク

リーニング結果の分析を行った。 

1.4 SAS 患者における交通事故調査 

某病院で治療しているSAS患者150名(平均年齢68歳)を対象に交通事故経験等のア

ンケート調査を実施した。回答者の2割にSASが起因すると思われる事故歴があった。 

1.5 セミナー開催 

2016 年 2 月 5 日、学士会館にて睡眠時無呼吸症候群の早期発見・早期治療の普及を

テーマとしたセミナーを開催した。参加者は 142 名であった。 

1.6 韓国における職業運転者の SAS 対策に関する予備調査 

韓国は、交通事故多発国でありながら SAS 対策が進んでいない状況であるため、現

状を把握すべく予備調査を行った。 

SAS スクリーニングを社会実装へと推進するためには、根拠となるエビデンスとし

て、SAS 早期発見・早期治療が交通事故削減に寄与する効果を明らかにすることが必

要である。さらに、複数回事故を起こしながら原因不明と本人が思っている重症潜在

SAS 患者が多く存在する可能性が高いことから、複数回事故者、重大事故者に対する

SAS スクリーニング実施を推進するような行政へのアプローチが必要である。また、

SAS 啓発のためのセミナーの有用性が高く、さらなる行政施策の推進への要望が多い

ことから、全日本トラック協会、全日本バス協会等に所属していない中小事業者に対

する SAS スクリーニングの啓発などにより、事故防止へ導くことが重要であると思わ

れる。 

 



＜研究調査事業＞ 
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2. 研究会等経過 
◎第 1回研究会（H27.5.11） 

◎第 2回研究会（H27.7.14） 

◎第 3回研究会（H27.11.18） 

◎「睡眠呼吸障害セミナー」（H28.2.5 学士会館） 

◎第 4回研究会（H28.2.15） 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL 谷川 武 

今井  猛嘉 

岩貞 るみこ 

太田 和博 

高橋 正也 

守谷 俊 

 

特別研究員 

蓮花  一己 （帝塚山大学心理学部 教授・IATSS 理事） 

和田 裕雄 （順天堂大学医学部 准教授） 

野田 愛  （順天堂大学医学部 准教授） 

丸山 広達 （順天堂大学医学部 助教） 

江口 依里 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 助教） 

 

共同研究者 

西田 泰  （公益財団法人交通事故総合分析センター 研究第一課長） 

 

オブザーバー 

   岩浅 太一 （警察庁交通局交通企画課 課長補佐） 

   松代 栄一 （警察庁交通局運転免許課 課長補佐） 

    釈尾 美咲 （警察庁交通局交通企画課 係長） 

   高橋 信博 （国土交通省自動車局安全政策課 安全監理室課長補佐（総括）） 

    

   研究協力者 

   三好 規子 （愛媛大学大学院医学系研究科大学院生） 

   鈴木 有佳  （順天堂大学大学院生） 

   関山 タマミ（順天堂大学医学部 特任研究員） 

 



＜研究調査事業＞ 
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１１） 《社会貢献》ラウンドアバウトを活かしたまちづくり・地域づくり

の展開 

＜H2764 プロジェクト：企画事業＞ 
 

1. 研究目的と概要 
 日本のラウンドアバウトについては、改正道路交通法が施行され、ようやく基本環境が整

ったという段階にある。ラウンドアバウトは交通運用を信号制御に頼らない分、安全で適切

な利用の徹底が必要である。そのために地域社会での交通教育を通じたルールの徹底はもち

ろん、利用者を自然と導くような設計技術の普及が重要となる。また、今後は、ラウンドア

バウトが、まちづくり、ネットワーク計画全体において、適切な箇所に戦略的に導入される

ことにより、コンパクトで魅力あるまちづくりや、信頼性の高い道路ネットワーク形成にも

大きく寄与することが期待される。 

そこで、本プロジェクトでは、社会貢献への取り組みとして、平成 24～26 年度に実施した

「ラウンドアバウトの社会実装と普及促進に関する研究」プロジェクトの成果を踏まえ、以

下の活動を行った。 

1）行政関係者・民間技術者を対象に、ラウンドアバウト技術とそのまちづくり・地域づくり

への活用に関する情報提供を目的として、北海道（札幌市）と中国地方（広島市）におけ

るセミナーの開催と、「ラウンドアバウトサミット in 須坂」への後援・参画を行った。 

2）これまでの経験・知見を書籍として出版するための準備作業を行った。 

3）地域によるラウンドアバウトを活かしたまちづくりを支援するとともに、その誤用や危険

な事例を未然に防ぐために、ラウンドアバウト導入を計画中・整備中・整備済の自治体に

対して、技術的・政策的フォローアップを継続して行った。 

 

2. 研究経過 
◎第 1回研究会（H27.4.15） 

◎第 1回事例集作業分科会（H27.4.28） 

◎第 2回事例集作業分科会（H27.8.4） 

◎第 2回研究会（H27.9.18） 

◎北海道セミナー（札幌市）開催（H27.10.8） 

◎「ラウンドアバウトサミット in 須坂」への後援および参画（H27.11.12-13） 

◎中国地方セミナー（広島市）開催（H27.12.18） 

◎第 3回事例集作業分科会（H28.1.29） 

◎第 3回研究会（H28.2.25） 

◎第 4回事例集作業分科会（H28.3.15） 

◎上記以外に、長野県安曇野市、同須坂市、静岡県富士宮市、山梨県富士川町、沖縄県糸

満市、その他全国各地で、自治体等関係諸機関との協議・打合せ等技術参画、供用ラウ

ンドアバウトの運用状況実態調査、ラウンドアバウト計画候補地視察、セミナー開催準

備等を随時行った。 

 



＜研究調査事業＞ 
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3. プロジェクトメンバー 
PL  中村 英樹 

大口 敬 

吉田 長裕 

（特別研究員） 

今田 勝昭（国土交通省国土技術政策総合研究所 主任研究官） 

井料 美帆（東京大学生産技術研究所 准教授） 

    植竹 昌人（警察庁交通局交通規制課 課長補佐） 

    小川 圭一（立命館大学理工学部 准教授） 

尾崎 晴男（東洋大学総合情報学部 教授） 

康 楠（東京理科大学理工学部 助教） 

北井 健太（警察庁交通局交通規制課 規制第一係長） 

塩見 康博（立命館大学理工学部 准教授） 

下川 澄雄（日本大学理工学部 教授） 

鈴木 弘司（名古屋工業大学大学院工学研究科 准教授） 

高瀬 達夫（信州大学工学部 准教授） 

竹下 卓宏（国土交通省道路局環境安全課 課長補佐） 

浜岡 秀勝（秋田大学理工学部 教授） 

平岩 洋三（国土交通省道路局企画課 課長補佐） 

森田 綽之（日本大学理工学部 客員教授） 

吉岡 慶祐（日本大学理工学部 助手） 

 



＜研究調査事業＞ 
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１２） 《国際発表》「睡眠障害スクリーニングの普及推進を目指した学際

的研究」 

＜H2765＞ 
 

1. 研究目的と概要 
「国際発表」プロジェクトは、研究調査部会企画委員会が、過去の研究調査テーマの中か

ら優秀な研究候補テーマを 1 つ推薦し、国際学会等への発表を促進するものである。発表者

派遣にあたっての条件は以下のとおりである。 

① 該当プロジェクトのメンバーの中の、若手を派遣する 

② 今後の IATSS 運営において非常に有益な為、事務局が同行する。 

今年度は、平成 26 年度の研究調査プロジェクトから H2651「睡眠障害スクリーニングの普

及推進を目指した学際的研究」プロジェクトが推薦され、その成果をイスタンブール（トル

コ）にて開催された「World sleep 2015」で発表した。 

 

2. 研究経過 
◎発表論文投稿（H27.05.25） 

◎論文審査合格通知受理（H27.06.24） 

◎「World sleep 2015」にて発表（H27.11.03） 

・開催地：トルコ イスタンブール 

・期間：2016 年 10 月 31 日～11 月 3 日 

◎発表テーマと内容 

「Association between severity of sleep‐disordered breathing and traffic accidents 
among truck drivers in japan」 
「日本における睡眠呼吸障害の重症度とトラック運転者の交通事故との関連」 

平成 26 年度に実施した H2651 プロジェクト「睡眠障害スクリーニングの普及推進を目指し

た学際的研究」の検査分析結果の成果を発表した。 

 

3. プロジェクトメンバー 
PL：谷川 武 

発表者（特別研究員）：江口 依里（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 助教） 
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(2) 広報出版事業 

 

  定期刊行物としては、IATSS Review（国際交通安全学会誌）Vol.40, No.1～3 および IATSS 

RESEARCH（英文論文集）Vol.39, Issue1～2 を発行した。 

 

1. 学会誌（IATSS Review）編集委員会 

1）IATSS Review の発行 

Vol.40, No.1「特集/交通事故と法医学」（H27.6.20） 

Vol.40, No.2「特集/自動運転」（H27.10.30） 

Vol.40, No.3「特集/道路からの視覚情報」（H28.2.29） 

 

2）著作権規程(案)の策定 

著作権に関する運用の適正化・標準化を図るため、著作権規程の策定に向け、検討を行

い、最終案を作成した。今後、専門家の確認を経たうえで、正式に制定する予定である。 

 

3）編集委員会の開催 

◎第 1回（第 298 回）（H27.4.28） 

  1）前期委員会からの継続審議／推進事項に関する確認 

   （論文投稿の活性化、著作権の取り扱い、J-Stage への登載申請） 

  2）特別寄稿原稿の取り扱いに関する検討 

  3）Vol.40, No.3 特集企画の検討 

  4）投稿論文の査読報告および審議 

 

    ◎第 2回（第 299 回）（H27.5.19） 

      1）投稿論文の取り扱いに関する検討 

      2）Vol.40, No.3 以降の特集企画の検討 

 

    ◎第 3回（第 300 回）（H27.7.15） 

      1）Vol.40, No.2 依頼原稿の確認報告および審議 

      2）Vol.40, No.3 特集企画の検討 

      3）Vol.41, No.1 特集企画の検討 

      4）著作権の取り扱いに関する検討 

 

    ◎第 4回（第 301 回）（H27.10.22） 

      1）Vol.41, No.1 特集企画の検討 

      2）Vol.41, No.2 特集企画の検討 

      3）投稿論文の査読報告および審議 

      4）著作権の取り扱いに関する検討 
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    ◎第 5回（第 302 回）（H27.11.30） 

      1）Vol.40, No.3 依頼原稿の確認報告・査読報告および審議 

      2）Vol.41, No.2 特集企画の検討 

      3）投稿論文の査読報告および審議 

4）著作権の取り扱いに関する検討 

 

    ◎第 6回（第 303 回）（H28.3.4） 

      1）Vol.41, No.1 依頼原稿の確認報告および審議 

      2）Vol.41, No.2 特集企画の検討 

      3）Vol.41, No.3 特集企画の検討 

      4）投稿論文の査読報告および審議 

 

学会誌編集委員会 

委員長  大口 敬 

        一ノ瀬 友博 

        太田 和博 

        木林 和彦 

        篠原 一光 

        関根 太郎 

        高橋 正也 

        長谷川 孝明 

        平岡 敏洋 

        福山 敬 
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2. 英文論文集（IATSS Research）編集委員会 

 

(1) IATSS Research の定期発行 

今年度委員会では下記ジャーナルの発行、及び企画編集を行った。 

・Vol.39, Issue 1 (2015) の発行（平成 27 年 7 月発行） 

“How Transport Statistics Contribute to Policymaking: Toward achieving 

evidence-based policymaking” 特集 

（外部の著名研究者とのコ・エディター制度を導入） 

・Vol.39, Issue 2 (2015) の発行（平成 28 年 3 月発行） 

“Streets for Safe Communities: Integrated approaches for safe and 

sustainable transport” 特集 

（DSDS2015 における“Safe and Clean Transport for Sustainable Cities” を

テーマとした分科会セッション（H2652 プロジェクト主催）での発表内容を中心

とした特集） 

・Vol.40, Issue 1 (2016) の企画（平成 28 年 7 月発行予定） 

“The First Global Interactive Forum on Traffic and Safety (GIFTS)” 特

集号 

（第 1回 GIFTS の公開シンポジウムでの発表内容を特集号として発行） 

・Vol.40, Issue 2 (2016) の企画（平成 29 年 1 月発行予定） 

特集は企画せず、一般投稿論文のみの掲載 
 

(2) ジャーナルスコープ等の再検討 

電子化以降、visibility の向上に伴い投稿論文が徐々に増加し、ここ 3 年間では、年

に 19 論文（月に 1～2 本）⇒37 論文（月に 3 本）⇒62 論文（月に 5 本）と推移してい

る。内容も多岐に渡り、本誌のスコープをより明確に定義・提示する必要が生じてきた。

そこで、今年度、本誌の「論文集」としての identity、どのような論文を掲載するの

かについて再検討すべく議論を開始した。これとあわせて、依頼論文・投稿論文それぞ

れについて、掲載対象とする原稿の区分、審査の観点、についても検討を開始した。 
 

(3) ダウンロード数、被引用率の経過チェック 

Elsevier から論文ダウンロード数（現在、月に 16,000 件を推移）、および Elsevier の

データベース（SCOPUS）内での被引用率数値（SNIP= Source Normalized Impact per paper）

の報告を受け、編集委員会で情報共有した。 
 

(4) 編集委員会の開催 

◎第 159 回編集委員会（平成 27 年 5 月 28 日） 

・IATSS Research 概要説明 

・39－1 号、39－2 号進捗報告 

・40－1 号編集計画 
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◎第 160 回編集委員会（平成 27 年 7 月 15 日） 

・39－1 号、39－2 号進捗報告 

・40－1 号編集計画詳細 

・Thomson データベース登録申請検討 

  

◎第 161 回編集委員会（平成 27 年 11 月 10 日） 

・39－2 号、40－1 号進捗報告 

・40－2 号編集計画 

・Aims & Scope 等再検討 

 

◎第 162 回編集委員会（平成 28 年 3 月 8 日） 

・39－2 号、40－1 号進捗報告 

・Aims & Scope 等再検討（継続） 

 

 

英文論文集編集委員会 

委員長： 加藤 一誠 

委  員： 北村 友人 

 高橋 正也 

 土井 健司 

 中村 彰宏 

 西本 幸正 

 二村 真理子 

 松橋 啓介 

 吉田 長裕 

 

海外編集委員 

Richard ALLSOP (University College London, UK) 

Nicola CHRISTIE (University College London, UK) 

Marjan HAGENZIEKER   (Delft University of Technology & SWOV, the Netherlands) 

Burkhard E. HORN (World Road Safety Institute, France) 

Wing-tat HUNG (Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong) 

Peter JONES (University College London, UK) 

Esko KESKINEN (University of Turku, Finland) 

Martin E.H. LEE-GOSSELIN (University of Laval, Canada) 

G.M. MACKAY (University of Birmingham, UK) 

Dinesh MOHAN (Indian Institute of Technology, India) 

Ram M. PENDYALA (Georgia Institute of Technology, USA) 

Ingor RADUN (University of Helsinki, Finland & Stockholm University, Sweden) 

Peter SWEATMAN (University of Michigan, USA) 

Fred WEGMAN (Delft University of Technology, the Netherlands) 

Xin YE (Tongji University, Shanghai, China) 

 

以上 



 

 - 35 - 

(3) 褒賞及び助成事業 

 

 今年度は、第 36 回国際交通安全学会賞の贈呈式を行うとともに、第 37 回国際交通安全学

会賞として、業績部門 2 件、著作部門 2 件、論文部門 1 件の受賞を決定した。 

 

1. 第 36 回（平成 26 年度）の国際交通安全学会賞贈呈式 

平成 27 年 4 月 10 日（金）経団連会館において、平成 26 年度研究調査報告会と合同で開催

した。 

 

2. 平成 27 年度褒賞助成部会企画委員会 

 ◎第 1 回委員会（H27.5.20） 

    1）褒賞委員会の活動の概要と前年度からの申し送り事項について 

  2）年間活動スケジュールについて 

  3）「業績部門」「著作部門」の募集と、各部門の選考方法について 

    4）「業績部門」候補の検討 

    5）「著作部門」査読の割り振り 

    6）「論文部門」査読の割り振り 

 

◎第 2 回委員会（H27.7.24） 

  1）「業績部門」候補の検討および視察スケジュールについて 

  2）「著作部門」審査および査読の割り振り 

    3）「論文部門」審査および査読の割り振り 

 

 ◎第 3 回委員会（H27.9.3） 

  1）「業績部門」視察計画説明と視察候補の決定（視察計画） 

  2）「著作部門」審査および査読の割り振り 

    3）「論文部門」審査および査読の割り振り 

 

 ◎第 4 回委員会（H27.10.20） 

  1）「業績部門」視察報告、審議 

  2）「著作部門」審査および査読の割り振り 

  3）「論文部門」審査および査読の割り振り 

 

◎視察（H27.11.18）（H27.12.3～4） 

 

 ◎第 5 回委員会（H27.12.16） 

   1）「業績部門」視察報告、審議 

   2）会員信任投票、理事会、贈呈式の準備 
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3. 会員信任投票（H28.2.12 締切）： 候補信任 

 

4. 理事会（H28.3.3）： 候補承認 

 

褒賞助成部会企画委員 

 委員長  中村 英樹 

      今井 猛嘉 

      太田 和博 

木林 和彦 

      竹内 健蔵 

      長谷川 孝明 

      堀口 良太 
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第 37 回（平成 27 年度）国際交通安全学会賞 
 

≪業績部門≫ 

 当部門は、理想的な交通社会の実現に関して、研究、施策の推進、普及、啓発、あるいは

機器の開発、設備･施設の建設などに多大な業績をあげたものを対象に、過去 3年以内に成果

が顕著となった業績の中から選考される。 

 

業績題目：人流、物流、そして地域活動を効率化する協働 

        －ヒトものバスのコンセプトと導入－ 

受賞者： ヤマト運輸株式会社、岩手県北自動車株式会社 

受賞理由 

ヤマト運輸株式会社と岩手県北自動車株式会社は、平成27年6月に路線バスを利用した「客

貨混載輸送」を都市間バス路線の盛岡・宮古間とローカルバス路線の宮古・重茂間の 2 路線

で開始しました。 

過疎地のバス事業・物流事業は運転手が不足しているとともに、過疎化・高齢化により収

支も悪化し、路線網維持が難しく、物流網維持コストが増大しています。宮古への都市間路

線では、バス車両を大幅改造した「ヒトものバス」を使い、重茂半島へはローカル路線バス

を使って荷物を運び、荷物はヤマト運輸のドライバーに引き渡しています。この事業では、

地方バス路線の維持可能性が高まり、物流事業のサービス水準を維持する利点があります。

客貨混載が持続できるように、車両改造と輸送ダイヤ調整を実施するとともに、地域の見守

り活動の充実や特産品の物販企画に寄与していることは高く評価できるものです。 

 

業績題目：人と公共交通を優先した交通まちづくりへの挑戦 

－四条通道路空間再配分整備事業－ 

受賞者： 京都市 

受賞理由 

国際文化観光都市・京都市における、自動車交通に過度に依存しない公共交通優先型のま

ちづくりの一環として位置づけられます。平成 11 年の基本構想立案の後、平成 18 年の「歩

いて楽しいまちなか戦略推進協議会」での議論から、平成 22 年に「歩くまち・京都」憲章を

制定し、四条通整備がシンボルプロジェクトとされました。 

四条通は、市中心部を東西に貫く目抜き通りで、来訪者が日常的に集中する公共交通機関

の要衝として重要な役割を果たしています。四条通、川端通～烏丸通間の道路空間再配分プ

ロジェクトは、2回の社会実験を実施し、課題検討、地元調整を図った上で平成 27 年 10 月

に完了し、従前の歩行者が自由に歩けない状況が大幅に改善されました。中心市街地を公共

交通優先とし、人に優しい空間として車線減を伴う歩道拡幅を日本で初めて実現したことは，

今後の交通まちづくりの嚆矢として高く評価されるものです。 
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≪著作部門≫ 

 当部門は、理想的な交通社会の実現に関して、過去 2 年間に初版として刊行された優れた

著作・出版物の中から選考される。 

 

著作名：交通インフラ経営のグローバル競争戦略 

－国際競争力強化に向けた国家戦略の視座 

受賞者：中野 宏幸 

受賞理由 

交通インフラをビジネスという観点から俯瞰し、各国が様々な戦略を駆使していることを

示し、わが国の方向性にまで言及しています。わが国の交通インフラ輸出が大きな課題にな

っている中で、交通インフラ経営を国際的ビジネスとしてとらえ、戦略的経営のダイナミズ

ムを論じたことはわが国への示唆に富んでいます。多くの事例によりグローバルな視点を提

供し、分析対象と問題意識は明確であり、経営学的アプローチによって網羅的に整理してい

る点が評価されます。 

 

著作名：サインシステム計画学 公共空間と記号の体系 

受賞者：赤瀬 達三 

受賞理由 

著者が 40 年以上にわたり携わった数多くのプロジェクトを通して得たサインシステムに

関する経験・知見を、体系的にまとめ上げた力作です。前半ではサインシステム黎明期の東

京オリンピックなどのサイン計画から、バリアフリーガイドライン策定に至るまでの経緯を

解説しており、後半ではサインシステムの基本である、サインの要件、機能、計画プロセス、

表現原則などを分かりやすく論じており、サインシステムの理論的理解と魅力的都市空間の

創造に寄与するものとして高く評価されるものです。 

 

≪論文部門≫ 

 当部門は、国際交通安全学会誌（IATSS Review）及び英文論文集（IATSS Research 

に掲載された論文の中から選考される。 

 

論文名： ”Is 30 km/h a ‘safe’ speed? Injury severity of pedestrians struck by a vehicle 
and the relation to travel speed and age” 

受賞者： Höskuldur R.G. Kröyer 
受賞理由 

本論文は、既往文献のレビューと膨大なデータ分析から、事故発生時の諸条件と重症度の関

連性を整理し、平均走行速度に着目した分析がないことを述べ、「時速 30km は安全である」

という、これまでの交通計画における通念はさほど確かなものではないと一石を投じていま

す。興味深い分析結果を得て、管理者視点での施策実施の効果見積に実用的な手法を提案し

本論文の方法論は各所に適用でき、有用な成果をもたらすとして評価される。 



 

 - 39 - 

(4) IATSS フォーラム事業 

 

1985 年 9 月に設立された、アセアン諸国の若い有為な人材を、日本に 55 日間招請、アセア

ン諸国と日本とが直面する現在の課題の学習観察を通じ、各参加国の理想的な交通・社会実

現に寄与する人材の育成に貢献しようという、国際交流も踏まえた研修事業である。 

今年度は、年二回の IATSS フォーラムを開催した。 又、設立 30 周年記念事業を開催した。 

概要は、以下のとおりである。 

 

第 53 回 IATSS フォーラム開催 

期間      平成 27 年 5 月 23 日～7月 11 日 

 

第 54 回 IATSS フォーラム開催 

期間      平成 27 年 9 月 20 日～11 月 14 日 

 

研修生  36 名（男 13 名、女 23 名) 

国名 カンボジア 4 名 

 インドネシア 4 名 

 ラオス 4 名 

 マレーシア 4 名 

 ミヤンマー 4 名 

 フィリピン 4 名 

 シンガポール 4 名 

 タイ 4 名 

 ベトナム 4 名 

 

職業  行政機関      9 名 

 大学・研究機関 6 名 

 民間企業 16 名 

 その他（NGO 等） 5 名 

 

 

2） 研修プログラム 

"Thinking and Learning Together"をモットーに、アセアンと日本の現在の課題を題材とし

ている。 テーマを『持続可能な地域づくり』とし、先ず「世界や日本で実践された事例」

を専門家の先生方より受講。 その後、「三重県鳥羽市の観光を活かした街づくり」、「大阪市

西淀川区の複合大気汚染からの街の再生」、「神戸の防災減災の街づくり」の実践状況を視察

した。また、一般セミナーや他の視察先も、研修テーマとの関連性を高め、『持続可能な地域

づくり』を実現するには、選択の幅を拡げ、賢い選択を行うことの重要性を学び、「自国の課

題を題材としたグループ研究発表」を行った。 
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① 各分野の専門家を講師とし、ディスカッション主体のセミナー 

② 研究課題に対する多角的・論理的な考え方、解決策立案手法を習得するグループ研究 

③ 日本とアセアン、及びアセアン諸国間の相互理解を目指した体験学習と交流イベント 

 

 

3） IATSS フォーラム部会  IATSS フォーラム実行委員会 

 ※平成 27 年度(2015 年度)、「次の 10 年の方向性」を見出し、審議をより活性化する為、 

特別委員も実行委員会に参画できる様、IATSS 規定を改定した。 プログラム専門委員 

会を発展的に解消し、研修運営とプログラム策定とを、一括で審議できる体制とした。 

 

第 98 回実行委員会（H27. 4. 3） 

１． 第 53 回、第 54 回プログラム（準備状況） 

２． 30 周年事業準備状況(鈴鹿式典、第 8回国際同窓会@ミャンマー) 

３． 国際委員長会議、国際事務局会議について 

 

第 99 回実行委員会（H27. 5.24） 

１． 2016 年度研修生最終審査日程 

２． 30 周年事業準備状況(鈴鹿式典、第 8回国際同窓会@ミャンマー) 

    5.23 実施の「マハティール元首相＋小口会長対談結果」紹介 

３． 国際委員長会議(次の 10 年に向けて)についての議論 

  

 第 100 回実行委員会（H27. 7. 11） 

１． 30 周年事業準備状況(鈴鹿式典、第 8回国際同窓会@ミャンマー) 

２． 30 周年記念誌制作について 

３． 国際委員長会議(次の 10 年に向けて)についての議論 

 

 第 101 回実行委員会（H27. 9. 8） 

１． 2016 年度研修生二次審査 

２． 国際委員長会議(次の 10 年に向けて)について 

 

 第 102 回実行委員会（H27. 9.20） 

１． 30 周年事業準備状況(鈴鹿式典、第 8回国際同窓会@ミャンマー) 

２． 国際委員長会議(次の 10 年に向けて)について 

第 103 回実行委員会（H27.10.10） 

１． 30 周年事業準備状況(鈴鹿式典、第 8回国際同窓会@ミャンマー) 

２． 国際委員長会議(次の 10 年に向けて)について 
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第 104 回実行委員会（H27.11. 3） 

１． 30 周年事業準備状況(鈴鹿式典、第 8回国際同窓会@ミャンマー) 

２． 国際委員長会議(次の 10 年に向けて)について 

３． 国際事務局会議(各国事務局の抱える課題と対応策)について 

 

 第 105 回実行委員会（H28. 1.22） 

１. 2016 年度最終審査結果について 

２. 2017 年度研修生の応募書類「エッセィ」テーマについて 

３. 30 周年事業実施結果(鈴鹿式典、第八回国際同窓会) 

  

第 106 回実行委員会（H28. 3.14） 

１．55 回、56 回開催日程、プログラム策定の方針決定 

  ・視察先見直し（大阪・西淀川⇒京都・伝統文化を進化させた街づくり） 

  ・一般セミナー見直し（都市計画セミナー、企業セミナーの導入） 

２．次の 10 年に向けた 2016 年度施策の議論 

   ・同窓生の社会貢献事業参加 

   ・各国事務局、委員会体制の整備（ラオス、インドネシア他） 

   ・同窓会活動とフォーラムとの連携（アセアン９ヶ国＋日本同窓会） 

   ・研修対象国の見直し（ブルネィ、南アジア諸国） 

 ３．平成 28 年度(2016 年度)実行委員会開催日程(案)について 

 

IATSS フォーラム部会 IATSS フォーラム実行委員会 

委員長 土井 健司 

委員  一ノ瀬 友博 

委員  上條 俊介 

委員  北村 友人 

委員  吉田 長裕 

 

（IATSS フォーラム部会特別委員） 

委員  足立 文彦 （金城学院大学 現代文化学部 名誉教授） 

委員  溝田 勉 （長崎国際大学 統括副学長） 

 

４）30 周年事業 鈴鹿での記念式典（平成 27 年 11 月 14 日） 

1. 外務大臣より、「日本と ASEAN の相互理解促進、友好親善に寄与」として表彰。 

2.  在日 ASEAN 大使館、各国委員長、三重県知事、鈴鹿市長、三重大学学長、Honda 社 

長他の来賓含め、220 名集め挙行し、来賓より、ご祝辞を戴いた。 

3. 事業にご尽力戴いた先生方を表彰、ボランティアさんに感謝状を贈呈。 

4. ロバート・キャンベル先生より、「違いをつなぎ、違いをつむぐ」を講演戴き、 

480 名が聴講戴き、支援の輪を拡げました。 
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5) 国際委員長会議（平成 27 年 11 月 15 日） 

各国委員長、各国事務局、各国同窓会代表、実行委員、常勤理事交え、Forum を取り巻く

環境認識を踏まえ、Forum ビジョン「Beyond2015(次の 10 年に向け)」を提案。 

各国委員会と日本側とが、「Beyon2015」を達成して行く上で、それぞれの立場で、如何

に時代の要請に即した活動をして行くか議論。 

 

 

6) 各国事務局会議（平成 27 年 11 月 13 日） 

各国事務局、常勤理事、鈴鹿事務局とで、研修生募集と広報、審査、研修生送り出し他の

業務を通じ、各国事務局の抱える問題・課題を共有し、解決策を議論。 

 

 

7) ミャンマー第八回国際同窓会（平成 27 年 12 月 5 日） 

１． 記念式典 

連邦議会副議長、ヤンゴン州電力・工業相、駐ミャンマー日本大使、各国委員長他来

賓含め 170 名出席し、記念式典を挙行。 

２．パネルディスカッション 

「ASEAN 経済統合に向け、同窓生の果たす役割」について、同窓会代表で議論 

３．国際同窓会会議 

「国際委員長会議」での「次の 10 年あるべき姿」の議論踏まえ、各国同窓会が、自発

的に国毎の果たすべき役割を議論し、取組内容を参加者全員の前で共有。 

４．各国同窓会ブース出展 

 国毎に取組む同窓会活動(社会貢献事業)を紹介しあい、2016 年 4 月より、ASEAN News 

発行で、同窓生・同窓会間の連携強化を図ることを決定。 

   ５．次回(第 9回)国際同窓会を、ラオスで 2018 年度に開催することを決定。 

 

 

8） 現地委員会 

現地委員会活動及びフォーラム研修生の選考審査・決定 

  2014 年度より、年二回開催となり、各国で 4名(合計 36 名)の研修生を選抜した。 

 

◎IATSS フォーラム フィリピン委員会 

第 26 回委員会 (H27.11.24） 

委員長 Dr.Rowena    （科学技術省 事務次官） 

委員 Amelia C. Ancog （フィリピン防衛大学教授） 

 Sylvano D.Mahiwo（フィリピンデリマン大学 教授） 

 Cleofe Velasques-Ocampo（IATSS フォーラムフィリピン同窓会会長） 

オブザーバー 古舘 誠幾（在フィリピン日本国大使館 一等書記官） 

事務局 Corlita G. Canilao（IATSS フォーラム フィリピン事務局） 
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◎IATSS フォーラム タイ委員会 

第 32 回委員会 (H27.11.26） 

委員長 Savitree Srisuk(天然資源環境省 公共教育部 部長) 

 Wonny Asa（IATSS フォーラムタイ同窓会長） 

アドバイザー Rachnida Sangethongtong （エイシャンホンダ 社会活動推進部） 

オブザーバー 小林 孝（在タイ日本国大使館 二等書記官） 

事務局 Supewan Wongprayoon（IATSS フォーラム タイ事務局 

 

◎IATSS フォーラム インドネシア委員会 

第 32 回委員会（H27.11.27） 

委員長 Ridwan Gunawan（前インドネシアモーターサイクル協会会長） 

委員 Suprapti Sumarmo Markam（インドネシア大学 教授） 

  Fashbir HM Noor Sidin（IATSS フォーラムインドネシア同窓会 会長） 

オブザーバー 奥村 正和（在インドネシア日本大使館 二等書記官） 

 井沼 俊之（アストラホンダ 社長） 

事務局 Susana Rosaliaa（IATSS フォーラム インドネシア事務局） 

 

◎IATSS フォーラム ベトナム委員会 

第 21 回委員会 (H27.12. 1） 

委員長代理   Nguyen Canh Binh（アルファブック出版社長 IATSS Forum 事務局長） 

委員 Ha Pham    （IATSS フォーラムベトナム同窓会 代表） 

オブザーバー 田中 みずき（在ベトナム日本国大使館 二等書記官） 

アドバイザー 加屋野 究 （ホンダベトナム） 

 

◎IATSS フォーラム ミャンマー委員会 

第 14 回委員会 (H27.12.07） 

委員長 Zaw Min Win（ミャンマー商工会議所連合会 副会頭） 

委員 Aye Tun  （ミャンマー商工会議所連合会 副会頭） 

 Kyaw Dewa （IATSS フォーラムミャンマー同窓会会長） 

オブザーバー 渡部 正一 （在ミャンマー日本国大使館 二等書記官） 

事務局 Pyai Pyai Pwint(47 回生) 

 

◎IATSS フォーラム ラオス委員会 

第 17 回委員会 (H27.12.08） 

委員長代理 Vanhpheng Khounbolay（ラオス青年同盟書記官） 

 委員 Khamsamone KEOKHAMPHET（オーガニック農産物取引 代表） 

 Sompathana LAKHAISY (IATSS フォーラムラオス同窓会 会長代理) 

オブザーバー 二元 裕子（在ラオス日本大使館 二等書記官） 

事務局 Sisomphone Tipanya, （IATSS フォーラム ラオス事務局） 
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◎IATSS フォーラム シンガポール委員会 

第 30 回委員会 (H27.12. 9） 

委員長 George Abraham（GA グループ Ltd. 会長兼代表取締役） 

委員 George Huan   (SMF シンガポール製造業者連盟 前会長) 

 Lam Jun Hoon （SMF シンガポール製造業者連盟 秘書室長） 

オブザーバー 伊藤 実佐子 （在シンガポール日本国大使館 参事官） 

アドバイザー 茨木 健     （ブキバトドライビングセンター 所長） 

 Eli Chong   (IATSS フォーラム シンガポール同窓会代表) 

事務局 Ng Wee Kok  （IATSS フォーラム シンガポール事務局 SMF） 

 

◎IATSS フォーラム マレーシア委員会 

第 33 回委員会 (H27.12.10) 

委員長 Dato’Zuraidah Atan （ズライダーアタン弁護士事務所） 

委員 Dato’Robert Wong Lum Kong（オリエンタルホールディングス COE） 

オブザーバー 黒沼 一郎  （在マレーシア日本国大使館 一等書記官） 

事務局 Jamila Mohd   （IATSS フォーラム マレーシア事務局、マラヤ大学） 

 

◎IATSS フォーラム カンボジア委員会 

第 18 回委員会 (H27.12.11) 

委員長 Var Kim Hong（国境問題上級相） 

委員 Oum Ravy    （副委員長、プノンペン王立大学） 

 Koem Oeurn  （現地事務局長 CJCC 所長) 

 Lay Sotheany（IATSS フォーラムカンボジア同窓会 会長） 

オブザーバー 和田 孝行 （在カンボジア日本大使館 書記官） 

事務局 Chea Seyleak (51 回生) 
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(5) 国際交流事業 

1. IATSS 国際フォーラム(GIFTS)実行委員会活動内容 

 

（１）第 1回国際フォーラム（GIFTS）の企画・開催 

  ・創立 50 周年に向けて、IATSS の向かうべき方向性を議論する会議体である創 50 戦略

会議との連携のもと、第 1回国際フォーラムの企画を進め、平成 27 年 11 月 27 日（金）

～28 日（土）の 2日間、国連大学を会場として開催した（全日程は下記参照）。 

  ・公開シンポジウムのサマリー及び当日発表PPT資料をGIFTSホームページに掲載した。

また、シンポジウムでの基調講演、リーディングプレゼンテーション、ショートプレ

ゼンテーションの発表内容（＝発言録をもとに発表者が加筆）は IATSS Research 

Vol.40, No.1 (July 2016) 特集号として発行する予定。 

 

  第 1 回 GIFTS 全日程実施概要 

  ●11 月 27 日（金）13：30～16：10 ５Ｆエリザベス・ローズ国際会議場 

ワークショップ１（非公開）：「世界各国の交通とその課題～交通事故と安全対策～」 

  司会：北村友人（会員） 

  発表者：Nicola Christie（UK）、Chariya Ear（カンボジア）、Pongrid Klungboonkrong

（タイ）、Marianne Vandershuren（南アフリカ）、西内裕晶（日本） 

  ＊同日夕方から、ホテルニューオータニにて歓迎レセプションを開催した 

 

  ●11 月 28 日（土）10：00～11：30 ５Ｆエリザベス・ローズ国際会議場 

ワークショップ２（非公開）：「IATSS への期待と展望」 

  司会：武内和彦（会長） 

  討論者：Peter Jones（UK）、Martin Lee-Gosselin（カナダ）、Dinesh Mohan（インド）、 

      Sutanto Soehodho（インドネシア） 

 

  ●11 月 28 日（土）13：00～17：15 ３Ｆウ・タント国際会議場 

  シンポジウム（公開）：「地域に根ざした多様な交通文化」 

  開会挨拶：武内和彦（会長） 

  趣旨説明：森本章倫（会員） 

司会：林良嗣（評議員） 

  登壇者：Fred Wegman（オランダ）、Francis Gichaga（ケニア）、Peter Jones（UK）、 

      Martin Lee-Gosselin（カナダ）、Sutanto Soehodho（インドネシア）、太田勝敏

（理事）、土井健司（会員）、二村真理子（会員）、中村文彦（会員） 

 

（２）第 2回国際フォーラム（GIFTS）の企画 

・第 2回日程は 2016 年 11 月 18 日（金）～19 日（土）の 2日間、会場は国連大学を予定。 

・セッション構成は第1回を踏襲して、第1日目午後にワークショップ１（非公開）、第2日目

午前中にワークショップ２（非公開）、及び第2日目の午後にシンポジウム（公開）の予定。 



 

 - 46 - 

・第 1 回 GIFTS の議論の中から第 2 回で取り上げるべきテーマを絞り、「安全」「教育」のキ

ーワードをもとに各セッションの構成を検討。 

（３）平成 27 年度 実行委員会開催実績 

◎第１回実行委員会（平成 27 年 4 月 20 日） 

・今期学会運営体制と当委員会の位置付け 

 

◎第２回実行委員会（平成 27 年 5 月 7 日） 

・創 50 戦略会議検討情報共有 

・第 1回 GIFTS 構成案検討 

 

◎第３回実行委員会（平成 27 年 6 月 17 日） 

・第 1回 GIFTS 進捗報告と詳細検討 

・第 2回 GIFTS 企画検討 

 

◎第４回実行委員会（平成 27 年 8 月 19 日） 

・第 1回 GIFTS 進捗報告・確認 

・第 2回 GIFTS 企画検討 

 

◎第 5回実行委員会（平成 27 年 10 月 27 日） 

・第 1回 GIFTS 開催詳細報告・確認 

・第 2回 GIFTS 企画検討 

 

◎第 6回実行委員会（平成 28 年 1 月 6 日） 

・第 1回 GIFTS 開催報告、振り返りと改善点検討 

・第 2回 GIFTS 構成詳細検討 

 

◎第 7回実行委員会（平成 28 年 2 月 10 日） 

・創 50 戦略会議検討内容共有 

・第 2回 GIFTS 内容詳細検討 

 

IATSS 国際フォーラム(GIFTS)実行委員会 

委員長： 森本 章倫 

委  員： 大口 敬 

 加藤 一誠 

 北村 友人 

 関根 太郎 

 中村 彰宏 

 吉田 長裕 
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2. ATRANS（Asian Transporation Research Society）への寄付 

 

タイ（バンコク）に本拠地を置く ATRANS の研究調査、シンポジウム、ジャーナル出版、等の

諸活動を支援するために寄付を行った。 
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刊行物一覧 
◎学会誌「IATSS Review」 

Vol.40, No.1「特集/交通事故と法医学」（H27.6.20） 

Vol.40, No.2「特集/自動運転」（H27.10.30） 

Vol.40, No.3「特集/道路からの視覚情報」（H28.2.29） 

 

◎英文論文集「IATSS RESEARCH」 

Vol.39, Issue 1 (2015) の発行（平成 27 年 7 月発行） 

  “How Transport Statistics Contribute to Policymaking: Toward achieving  

evidence-based policymaking” 特集 

    （外部の著名研究者とのコ・エディター制度を導入） 

Vol.39, Issue 2 (2015) の発行（平成 28 年 3 月発行） 

    “Streets for Safe Communities: Integrated approaches for safe and  

sustainable transport” 特集 
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その他 
 

慶弔 
 
1. 慶事 

◎春の叙勲 
・顧問 長 江 啓 泰 氏  瑞宝中綬章 
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株式の保有等 
（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

1. ホンダ開発株式会社 

① 名称  ホンダ開発株式会社 
② 事務所の所在地 埼玉県和光市本町 5 番 39 号 
③ 資本金等 資本金 785 百万円 
④ 事業内容 1）不動産の売買、賃貸借、斡旋および管理業 

2）損害保険契約代理業 
3）旅行業 
4）土木、建設、設計、監理業 
5）飲料、菓子などの販売業 
6）食堂、喫茶店の経営 
7）自動販売機の管理受託業 
8）揮発油、石油製品、液化石油ガス販売業 他 

⑤ 役員の数及び代表者の氏名 
役員数 8 人（取締役 6,監査役 2) 
代表者名 大野 直司 

⑥ 従業員の数 383 人 
⑦ 保有する株式等の数及び全株式等に占める割合 

780 万株（持株比率 49.7％） 
⑧ 保有する理由 当学会創設者から寄附されたもの 
⑨ 株式の入手日 昭和 60 年 2 月 25 日 
⑩ 当該企業との関係 

  人事関係 なし 
  資金関係 なし 
  取引等 なし 
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許・認可及び登記事項 
 
《評議員》 
井手久登氏 6 月 11 日評議員退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
國枝英郎氏 6 月 11 日評議員退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
杉田房子氏 6 月 11 日評議員退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
中村英夫氏 6 月 11 日評議員退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
三谷 浩氏 6 月 11 日評議員退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
石附 弘氏 6 月 11 日評議員就任に伴う登記 平成 27 年 6 月 23 日 
栗原典善氏 6 月 11 日評議員就任に伴う登記 平成 27 年 6 月 23 日 
宮田年耕氏 6 月 11 日評議員就任に伴う登記 平成 27 年 6 月 23 日 
 
《理事、監事》 
小口泰平氏 6 月 11 日代表理事退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
石附 弘氏 6 月 11 日理事退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
鈴木春男氏 6 月 11 日理事退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
丹羽一夫氏 6 月 11 日理事退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
鎌田 聡氏 6 月 11 日理事就任に伴う登記 平成 27 年 6 月 23 日 
宮嵜拓郎氏 6 月 11 日理事就任に伴う登記 平成 27 年 6 月 23 日 
蓮花一己氏 6 月 11 日理事就任に伴う登記 平成 27 年 6 月 23 日 
伊藤 醇氏 6 月 11 日監事退任に伴う抹消登記 平成 27 年 6 月 23 日 
平田久美子氏 6 月 11 日監事就任に伴う登記 平成 27 年 6 月 23 日 
 
  


