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平成 29 年度事業活動の概況
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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
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. 展開にあたっての重点
1）学際性並びに国際性を特徴とした先見性及び実際性を目指す、活力ある事業運営
2）社会及び経済環境を直視した事業規模とし、予定される収入を基とする効率的かつ均衡のと
れた事業運営の継続

4. 平成 29 年度の特記すべき活動
1）2024 年（創立 50 周年）のありたき姿に向かいロードマップの具現化と施策実行：タイ、カンボ
ジア、インド、マレーシアなどのアジア諸国を中心に海外と連携した調査研究活動の強化をは
かった。
また ATRANS への調査研究業務委託を行い、その一環として ATRANS プロジェクトリーダー
による報告会/IATSS 会員との意見交換会を実施すると共に、カンファレンスを共同開催し
た。
2） IATSS フォーラム 2025 年（創立 40 周年）に向けた研修方針の進化：
研修方針の進化については、新プログラムの方向性に関する検討を行った。また、シンガポ
ールの現地組織の再構築、対象国拡大に向けインド現地組織との契約締結を行った。
3） IATSS に対する評価調査の実施：
外部知見を用いた評価調査を実施。IATSS に対する期待と課題を把握し、特に期待の高い
様々な機関等との連携強化（ネットワーキング）について、欧米の研究機関等とのディスカッシ
ョンを始めた。
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5.主たる会議
1）評議員会
第 14 回評議員会（定時評議員会）（H29.06.08）
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、
（2）、（3）項については選任された。
（1）平成 28 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 15 回評議員会（臨時評議員会）（H30.03.15）
経団連会館 5 階 503 会議室に於いて開催し、次の（1）項について承認された。
（1）平成 30 年度事業計画及び収支予算書承認の件

2）理事会
第 28 回理事会（通常理事会）（H29.05.18）
経団連会館 5 階 503 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 28 年度事業報告及び決算書類等の承認
（2）第 14 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 29 回理事会（臨時理事会）（H29.06.8）
経団連会館 5 階 502 会議室に於いて開催し、次の（1）項については選定され、
（2）項については承認され、（3）、（4）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）顧問委嘱承認の件
（3）IATSS フォーラム部会特別委員再任の件
（4）海外招待会員新任・再任の件
第 30 回理事会（臨時理事会）（H30.02.27）
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 15 回評議員会開催の件
（2）平成 29 年度第 39 回国際交通安全学会賞承認の件
第 31 回理事会（通常理事会）（H30.03.15）
経団連会館 5 階 503 会議室に於いて開催し、（1）項については報告がされ、
（2）、（3）、（4）項については承認された。
（1）代表理事及び業務執行理事の自己の職務執行状況報告
（2）平成 30 年度事業計画書及び収支予算書承認の件
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（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

3）創 50 戦略会議
「創 50 戦略会議」は、平成 27 年 3 月に会長に最終答申された「基本方針」に基づき、中長期
的観点から具体的施策を展開するため設置され、平成 29 年度は下記の事項について審議・
承認された。
（1）会議開催実績
第 1 回会議（H29.05.09）
「国際フォーラム実行委員会」の大口敬委員長より、第 3 回国際フォーラム（GIFTS）開催
の企画内容について報告があり承認された。
長谷川常務理事より、平成 29 年 8 月開催の ATRANS との共催シンポジウムについて企
画の説明があり承認された。また、このほか ATRANS との連携活動の方針について説明
があり、審議・承認された。
第 2 回会議（H29.07.06）
第 3 回国際フォーラム（GIFTS）開催の準備状況について報告がされた。
創立 50 周年に向けた事業の中長期展開案について審議が行われた。
第 3 回会議（H29.10.03）
第 3 回国際フォーラム（GIFTS）開催の準備状況について報告がされた。
創立 50 周年に向けた事業の中長期展開案について審議が行われた。
ATRANS の活動の現状と今後の連携計画について谷川事務局長より報告がされた。
第 4 回会議（H29.12.12）
国際フォーラム（GIFTS）の第 3 回開催状況について報告がされた。
外部調査機関により実施された「学会比較評価」の調査結果について谷川事務局長より
報告された。
第 5 回会議（H30.03.16）
「国際シンポジウム実行委員会」の大口敬委員長より、第 4 回国際フォーラム（GIFTS）開
催の企画内容について報告があり承認された。
創立 50 周年に向けた事業の中長期展開案について審議が行われた。
（2）創 50 戦略会議メンバー
議長
竹内 健蔵 （IATSS 会員／東京女子大学現代教養学部
国際社会学科経済学専攻 教授）
副議長 大口 敬
（IATSS 会員／東京大学生産技術研究所 教授）
赤羽 弘和 （IATSS 会員／千葉工業大学創造工学部都市環境工学科 教授）
鎌田 聡
（IATSS 専務理事）
金子 裕之 （IATSS 常務理事兼事務局長）
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上條 俊介
岸井 隆幸
北村 友人
久保田 尚
篠原 一光
武内 和彦
谷川 佳隆
土井 健司
長谷川 彰
森本 章倫
蓮花 一己

（IATSS 会員／東京大学情報学環 准教授）
（IATSS 理事／日本大学理工学部土木工学科 教授）
（IATSS 会員／東京大学大学院教育学研究科
学校教育高度化専攻 准教授）
（IATSS 会員／埼玉大学大学院理工学研究科
環境学・社会基盤部門 教授）
（IATSS 会員／大阪大学大学院人間科学研究科 教授）
（IATSS 会長／東京大学国際高等研究所
サステイナビリティ学連携研究機構 機構長・特任教授）
（前 IATSS 事務局長）
（IATSS 会員／大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授）
（前 IATSS 常務理事）
（IATSS 会員／早稲田大学理工学技術院創造理工学部
社会環境工学科 教授）
（IATSS 理事／帝塚山大学 学長）

4）企画調整委員会
（1）委員会開催実績
第 120 回企画調整委員会（H29.06.21）
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項の情報が共有された。
・本年度の各委員会活動予定と課題の共有
第 121 回企画調整委員会（H29.10.31）
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。
・平成 29 年度新会員候補の選出方法の提案
・候補者を含めたシンポジウムを開催する
第 122 回企画調整委員会（H30.02.13）
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。
・来年度の新会員候補者選出
（2）シンポジウムの開催
ステーションコンファレンスに於いて 5 人の講演者による超学際シンポジウムを開催した
（H30.01.12）。
（3）企画調整委員会
委員長 竹内 健蔵
赤羽 弘和
大口 敬
上條 俊介

（IATSS 会員／東京女子大学現代教養学部
国際社会学科経済学専攻 教授）
（IATSS 会員／千葉工業大学創造工学部都市環境工学科 教授）
（IATSS 会員／東京大学生産技術研究所 教授）
（IATSS 会員／東京大学情報学環 准教授）
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久保田 尚
篠原 一光
土井 健司
森本 章倫

（IATSS 会員／埼玉大学大学院理工学研究科
環境学・社会基盤部門 教授）
（IATSS 会員／大阪大学大学院人間科学研究科 教授）
（IATSS 会員／大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授）
（IATSS 会員／早稲田大学理工学技術院創造理工学部
社会環境工学科 教授）
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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 29 年度の新会員 2 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 29 年 9 月 7 日（木）
場所：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
新会員：小竹 元基氏、菅沼 直樹氏
参加者： 23 名（新会員 2 名、役員 3 名、顧問 7 名、既存会員 11 名）
（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 30 年度の新会員候補
として 5 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 30 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。
（3）委員会開催実績
平成 29 年度第 1 回「人」委員会（H29.05.29）
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議され①、②が承認された。
①次年度以降の新会員を対象とした募集方針と候補者発掘検討
②平成 29 年度新会員紹介イベント企画
③IATSS 会員の活動活性化検討活動活性化のための施策案
平成 29 年度第 2 回「人」委員会（H29.10.18）
八重洲ビル 3 階会議室に於いて開催し、次の事項が審議され①、②が承認された。
①平成 29 年度企画調整委員会への次年度の新会員推薦と更なる絞り込み方法の提案
②IATSS 会員の活動活性化に関する検討
平成 29 年度第 3 回「人」委員会（H30.02.07）
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 29 年度企画調整委員会への次年度の新会員の推薦
（4）「人」委員会
委員長 赤羽
今井
岩貞
谷川
土井
羽藤
福田

弘和
猛嘉
るみこ
武
健司
英二
敦

（IATSS 会員／千葉工業大学創造工学部都市環境工学科 教授）
（IATSS 会員／法政大学法科大学院 教授／弁護士）
（IATSS 会員／モータージャーナリスト）
（IATSS 会員／順天堂大学医学部公衆衛生学教室 教授）
（IATSS 会員／大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授）
（IATSS 会員／東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授）
（IATSS 会員／日本大学理工学部交通システム工学科 教授）
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６.その他
１）主な株式保有先の情報
（H29.03.31 現在）

ホンダ開発株式会社
（1）
（2）
（3）
（4）

名称
事務所の所在地
資本金等
事業内容

ホンダ開発株式会社
埼玉県和光市本町 5 番 39 号
資本金 785 百万円
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
7 人（取締役 5、監査役 2）
代表者名 大野 直司
（6） 従業員の数 390 人（嘱託社員および契約社員を除く）
（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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2）許・認可及び登記事項
（１）理事
氏 名
太田 勝敏
橋本 鋼太郎
長谷川 彰
山本 博一
金子 裕之
鎌原 俊二
深澤 淳志

登記事項
6 月 8 日理事退任に伴う抹消登記
6 月 8 日理事退任に伴う抹消登記
6 月 8 日理事退任に伴う抹消登記
6 月 8 日理事退任に伴う抹消登記
6 月 8 日理事就任に伴う登記
6 月 8 日理事就任に伴う登記
6 月 8 日理事就任に伴う登記

登記日
平成 29 年 6 月 29 日
平成 29 年 6 月 29 日
平成 29 年 6 月 29 日
平成 29 年 6 月 29 日
平成 29 年 6 月 29 日
平成 29 年 6 月 29 日
平成 29 年 6 月 29 日

（2）監事
遠藤 邦夫
鈴木 雅文

6 月 8 日監事退任に伴う抹消登記
6 月 8 日監事就任に伴う登記

平成 29 年 6 月 29 日
平成 29 年 6 月 29 日

*重任に伴う登記情報は記載しておりません
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3）理事及び監事
（H30.03.31 現在）
役

職 〔勤務〕

氏 名

現職〔国家公務員出身者最終官職〕

会

長 〔非常勤〕

武内 和彦

（公財）地球環境戦略研究機関（IGES）理事長
東京大学特任教授

副会長 〔非常勤〕

竹内 弘平

本田技研工業（株）専務取締役

専務理事 〔常勤〕

鎌田 聡

本田技研工業（株）特別職
〔中国管区警察局長〕

常務理事 〔常勤〕

金子 裕之

本田技研工業（株）主幹

理

遠藤 昭雄

〔文部科学省国立教育政策研究所長〕

鎌原 俊二

（株）たいよう共済代表取締役社長
〔大阪府警察本部長〕

岸井 隆幸

日本大学理工学部土木工学科教授

深澤 淳志

東京海上日動火災保険（株）顧問
〔国土交通省道路局長〕

宮嵜 拓郎

（株）NTT データアイ特別参与
〔国土交通省自動車交通局技術安全部長〕

蓮花 一己

帝塚山大学学長

鈴木 雅文

本田技研工業（株）取締役常勤監査等委員

平田 久美子

税理士/平田久美子税理士事務所

監

事 〔非常勤〕

事 〔非常勤〕
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4）評議員
（H30.03.31 現在）
氏 名
石川 正

現 職
（公財）交通事故総合分析センター理事長

石附 弘
尾高 和浩

本田技研工業（株）執行役員

野村 義人

（公財）三井住友海上福祉財団専務理事

栗原 典善

（株）典・NORI Inc. 顧問

野田 健

（一財）全日本交通安全協会理事長

林 良嗣

中部大学総合研究所教授

樋口 忠夫
宮田 年耕

首都高速道路（株）代表取締役社長
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国内外の「交通安全」にかかわる社会貢献事業
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I 研究調査事業
１．平成 28 年度研究調査報告会（H29.04.14）
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 228 名
会場：
経団連会館 経団連ホール
報告テーマ：
1604B カンボジア王国プノンペン市における交通安全向上に関する実証的研究
－若年層を中心としたソフト面への視点－
1605B 通学路 Vision Zero －通学路総合交通マネジメントの提案に向けて－
1606B 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
1610C 自動車の自動化運転：その許容性を巡る学際的研究
1611A 運転行動に影響を与える交通・安全文化に関する国際比較 －訪日観光客の
レンタカー利用急増に伴う交通事故リスクの把握と軽減方策の提案－
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2．研究調査プロジェクト
平成 29 年度は、次の 13 件の研究調査プロジェクトを実施した。

1701B

《創 50 戦略プロジェクト》
国際比較：道路交通安全の目標設定と交通文化
－道路交通安全技術・制度・文化に関する国際比較研究－

1702B
1703B
1704C
1705C
1706C
1707A
1708A
1709C

《自主研究》
東南アジアにおける情報共有型交通安全対策スキームの実施支援
アジアにおける ITS 導入に関する調査およびガイドライン作成の研究
カンボジアにおける安全な交通社会実現へ向けたクロスセクター連携モデルの構
築
－「規範意識」の形成と適切な「運転行動」の促進－
通学路 Vision Zero －通学路総合交通マネジメントの提案と有効性の検証
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
健康起因事故防止のための実証的研究と防止対策の普及啓発に関する研究
生き延びる交通、変容する都市－水運・鉄道・道路の変遷にみる都市形成史研究
こどもの自転車交通モビリティ・安全教育プログラムの開発とその障がい児への展
開に関する研究

1710B

《行政団体連携》
訪日観光客の交通事故リスクの把握と軽減方策に対する学際的・国際的提言

1720

《社会貢献》
交通取締りハンドブック改訂による普及展開

1730

《海外調査》
諸外国における交通関連施策の計画及び実施状況と関連情報調査

1740

《海外連携》
インド小規模都市群における地域に根ざした計画・デザインの提言と社会実装の
取り組み －持続可能な開発目標（SDGs）への貢献を視野に－

また、平成 28 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。
1770

効果的な交通取締り計画に関する研究
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＜1701B＞
国際比較：道路交通安全の目標設定と交通文化
－道路交通安全技術・制度・文化に関する国際比較研究－
1．研究目的と概要
本プロジェクトは、世界各国における道路交通安全の目標値やその設定に関する地域的差異の
由来を客観的に認識し、これらを体系的に理解するために必要となる基礎情報を調査分析するも
のである。特に、交通安全に関わる道路交通技術と各種政策、及びその背景となる文化的側面に
着目して国際比較分析を行う。
本年度（第 2 年度）は、経済状況や交通文化の異なる 7 ヵ国（日本、イタリア、カタール、UAE、
UK、フィリピン、中国）を対象として、現地の研究者や行政機関の協力を得つつ、交通安全に対す
る態度や価値観を測定する web アンケート調査を実施した。また、これらの対象国のうち、イタリア、
フィリピンにおいて、現地の行政機関・研究機関を訪問して交通安全政策や制度等に関してインタ
ビューを実施するとともに、交通実態調査を実施することで、交通事故削減目標設定や交通実態、
交通文化の理解を深めるための情報収集を行った。

2．研究経過
・第 1 回研究会（H29.06.13）
・アンケート調査（H29.07-03）
日本／イタリア／カタール／UAE／UK／フィリピン／中国において web（一部紙媒体）調査を
実施。データクレンジングのうえ、基礎集計を行った。
・UK 調査（H29.07.18-23）
アンケート調査の対象国拡大に向けて、UK 等における実施の調整・打合せ、および現地交通
状況調査を行った（ロンドン／リーズ）。
・第 2 回研究会（H29.07.31）
・第 3 回研究会（H29.10.10）
・イタリア調査（H29.10.16-25）
道路交通安全に関わる目標設定とその実態把握のため、行政機関・研究機関でのヒアリング、
交通状況視察、観測調査を行った（ミラノ／トリノ／フィレンツェ／ローマ）。
・フィリピン調査（H29.11.20-25）
道路交通安全に関わる目標設定とその実態把握のため、行政機関等でのヒアリング、交通
実態調査、およびアンケート調査実施に関する打合せを行った（マニラ）。
・第 4 回研究会（H29.12.14）
・第 5 回研究会（H30.02.13）

3．プロジェクトメンバー
PL 中村 英樹
谷川 武
堀口 良太

（IATSS 会員／名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 教授）
（IATSS 会員／順天堂大学医学部公衆衛生学教室 教授）
（IATSS 会員／（株）アイ・トランスポート・ラボ 代表取締役）
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森本 章倫
吉田 長裕
特別研究員
井上 勇一
康 楠
後藤 梓
塩見 康博
鈴木 一史
鈴木 弘司
中井 宏
Alhajyaseen,

（IATSS 会員／早稲田大学理工学術院創造理工学部
社会環境工学科 教授）
（IATSS 会員／大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）

（IATSS 顧問／東京都市大学国際学部 担当部長）
（東京理科大学理工学部 嘱託助教）
（国土交通省国土技術政策総合研究所道路交通研究部 研究官）
（立命館大学理工学部 准教授）
（群馬工業高等専門学校 講師）
（名古屋工業大学大学院工学研究科 准教授）
（東海学院大学人間関係学部 准教授）
Wael K.M.
（Assistant Professor, Qatar Road Safety Studies Center,
Qatar University）
Ahmed, Shawky Mohamed （Assistant Professor, Ain Shams University, Egypt）
Abu-Lebdeh, Ghassan
（Professor, American University of Sharjah, UAE）
Tang, Keshuang
（Professor, Tongji University, China）
研究協力者
Akandwanaho, Edwin
(名古屋大学大学院博士後期課程学生／ウガンダ)
Toquero, Ivy Kristine
(名古屋大学大学院博士前期課程学生／
フィリピン公共事業・道路局派遣)
Villegas, John Jowhell Halili (名古屋大学大学院（～H29.09.)／フィリピン公共事業・道路局)
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＜1702B＞
東南アジアにおける情報共有型交通安全対策スキームの実施支援
1．研究目的と概要
マレーシアでは単位人口あたりの交通事故死者数が日本の約 5 倍、タイでは世界ワースト２位と
極めて深刻であり、日本の交通安全分野の経験や成果に注目している。IATSS 及び国土交通省の
プロジェクトとして平成 10～21 年度に千葉県鎌ヶ谷市、市川市等向けに開発、実地適用したスキー
ムを同国ペナン市等に適用し、事故・ヒヤリ体験データ、現地観測データの分析に基づく対策案の
企画まで実現した。同様にタイでは IATSS プロジェクトとして平成 16～18 年度にウドンタニ、コンケ
ン、チェンマイ市等でヒヤリ地図作りを実施している。今回は、同スキームを現地の状況に適合させ、
交通安全施策にかかる PDCA サイクルの自律的運用体制への移行を目指す。併せてデータ収集・
分析の高度化と知識・経験の共有に基づく国際連携を目指す。マレーシア（ペナン市）とタイ（スパ
ンブリ・コンケン市）で各々サブ・プロジェクトを編成し、相互に情報・データ・経験を共有しつつ各地
域の交通文化に対応した活動を実施するとともに、上記の国際連携 PDCA サイクルをプロジェクト
全体で構築する。
各サブ・プロジェクト及び全体の今年度活動実績は以下のとおりである。
［マレーシア］
取り組み 2 年目となる本年度は、新規にコミュニティーID を導入したヒヤリ体験データ収集・提
供システムを本格稼働させ、6 月のペナン州交通安全週間、7 月の USM（マレーシア科学大学）
によるキャンペーンにより、約 400 件のヒヤリ体験データを収集した。同時に検索機能も備えた同
システムにより、コミュニティーID 毎に収集データを提供している。さらに、マレーシア科学大学
（USM）と共同で電子地図などの GIS 利用環境を整備し、ヒヤリ体験データを分析した。また、従
来のペナン市、ペナン州 、USM に加えてセベランプライ市、ペナン道路安全会議とも協力関係
を構築した。また、ヒヤリ体験データ、あるいは交通事故データの GIS による空間的集計手法に関
しては、ペナン州の GIS 専門部署に同手法を実演紹介し、USM、ペナン市等に対する現地にお
ける技術的支援が得られることになった。
これまでのヒヤリ体験データの分析結果等に基づき、本プロジェクトにおける安全対策の施工
箇所として 2 交差点がペナン市により選定された。今後は、同箇所における死傷事故データおよ
び CCTV 動画像データを現地当局が取得し、本プロジェクトが分析することになった。これらを含
む対策前後の現地調査、および対策立案を本プロジェクトが主導し、同施工はペナン市が道路
の維持・管理予算により担当することが確認された。
ペナン市内の道路網の主要数百箇所に設置されている CCTV による動画像データから、錯綜
地点までの移動軌跡などを推定し、主観的ニアミス情報であるヒヤリ体験データに加え、言わば
客観的定量的なニアミス情報を取得し、交通事故データの補完を目指すことの重要性と、その推
進が USM との協議で確認された。
USM には交通工学等にかかるコンサルティング部門があり、マレーシア版 Highway Capacity
Manual の編纂等の実績がある。本プロジェクトの現地化に当り、ペナン市等による交通安全対策
の項目立てを前提として、当該部門が行政当局を技術的に支援する体制の構築を目指すことが
USM および関連行政当局等との協議で確認された。
Yew ペナン市長を表敬訪問し、当プロジェクトの当初からの特別研究員である Addnan 助役の
臨席のもとで、当プロジェクトの概要を、Rapid Penang との連携も含めて説明し、積極的な感触を
得た。
一方、ヒヤリ体験データの安全運転管理への適用を目指し、現地の大手バス会社 Rapid
Penang のクアラルンプール本社と MOU を締結し、当面は平成 20～22 年に同社により収集され
たデータの分析結果を始業点検や安全大会で活用し、その効果を同社バス関連の事故に関し
て評価すべく、Rapid Penang との具体的検討に着手した。
具体的には、「ヒヤリハットアプリを活用した職業運転手のための安全運転教育」に関して、①
ヒヤリハット情報収集の活動自体を教育の機会とするワークショップの開催手法、②ヒヤリハットデ
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ータベースを活用した教育方法として始業前点検時のワンポイントレッスンと社内研修での活用
を、提案・紹介した。Rapid Penang より、バス運転手に業務の合間の短い休憩時間を削ってヒヤリ
体験入力するよう依頼することは容易ではないため、当面は協力を期待できそうな運転手を選抜
し、入力要請する方針が示された。
ヒヤリ体験データの収集、その安全運転教育への適用に関して、Rapid Penang に連絡窓口を
設定し、Mr. Mustaqin（ペナン州の担当官）を介して IATSS 事務局に伝達されることになった。
［タイ］
タイ運輸省が選定した交通安全対策モデル地区の中からスパンブリ市とコンケン市を対象に、
道路局などのステークホルダーにより進められている交通安全対策に、鎌ヶ谷モデルをベースと
した住民、利用者の視点を取り入れた交通対策推進の在り方を取り入れることで、総合的交通対
策推進の方法を広くタイ社会に提示すること、及び他地区への水平展開を期待している。取り組
み 1 年目の本年度は、まずタイ運輸省道路局、同地方道路整備局、同陸運局、スパンブリ市役
所およびスパンブリ警察の間で既に連携が図られており様々な安全対策の検討を行っているス
パンブリ市に焦点を当て、平成 28 年 6 月に現地に赴き本研究の取り組みへの説明を行い、快諾
を得た上で、同年 8 月に第１回ヒヤリ地図づくりワークショップを開催した。タイでは、これまでも
IATSS や ATRANS の研究プロジェクトでヒヤリ地図づくりワークショップを多数実施してきたが、そ
の対象は主に地域住民であった。今回は、鎌ヶ谷モデルを典型とする観点から、関係する全ての
ステークホルダーと生徒を含む地域住民の両者に参加してもらった点が新たな取り組みであった。
また、ヒヤリ体験データ・交通事故データの収集は、ペナンで導入した GIS による空間的収集シス
テムに代わり、ATRANS の研究プロジェクトで開発してきた ATRANS Safey Map システムを利用す
ることとし、現在このプロジェクトの PL を務めているプリンスソンクラ大学のパラメート先生らの協力
の下、ヒヤリ体験データ・交通事故データの収集を進めた。当日、収集したヒヤリ体験データに基
づきメンバーが安全監査を実施し、その後改善案を作成し、ミクロ交通シミュレーションを作成し
て効果を分析した。スパンブリ市では、第 1 回ワークショップの経験をもとに平成 29 年 1 月に自主
的にコミュニティーリーダを集めてヒヤリ地図づくりワークショップを実施しており、既に本プロジェ
クトによる提案が展開し始めた。なお、この場でヒヤリ地点の改善策を提案し、現在検討が行われ
ている。
一方、もう一つのモデル地区であるコンケン市では、運輸省地方道路整備局、同道路局、コン
ケン警察と地域住民からなる第１回ヒヤリ地図づくりワークショップを平成 29 年 2 月に開催した。こ
のワークショップの運営に当たっては、ATRANS の他、コンケン大学のタネート先生らの協力を得
た。進め方、内容はスパンブリとほぼ同じであったが、ヒヤリ地点、交通事故多発地点に関しては、
ステークホルダー側で事前に選定されていた箇所があり、これらの地点を視察するとともに、安全
監査を行った。
［全体］
それぞれの課題や解決ノウハウを共有し、共通点・相違点を整理した。その上で、途上国で事
故要因の特定・安全対策の立案に活用できるようなツールの作成可能性についても検討した。
具体的には、本プロジェクトにおける対策箇所における事前調査による事故要因の推定、それに
基づく対策立案、事後評価結果を、すでに平成 21～23 年に実施された関連自主研究プロジェク
ト等により開発済みで一部英語化されている事故要因－安全対策検索データベースに蓄積し、
交通安全施策にかかる国際連携 PDCA サイクルのツールとして発展させる計画である。
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2．研究会経過

全体会議
・第 1 回研究会（H29.05.24）
・第 2 回研究会（H29.10.26）
・第 3 回研究会（H30.02.15）

マレーシアサブチーム
・事前打ち合わせ（H29.04.13）
・ペナン州交通安全キャンペーンにてヒヤリ体験データ収集支援（H29.06.19-06.23）
・第 1 回研究会（H29.07.21）
・事前打ち合わせ（H29.08.23）
・第 2 回研究会及びペナンメンバーとの Skype 会議（H29.08.25）
・第 3 回研究会（H29.10.16）
・第 4 回研究会（H29.12.06）
・第 5 回研究会（H30.02.01）
・マレーシア科学大学、ペナン市、Rapid Penang（バス会社）との会合（H30.03.05-03.07）

タイサブチーム
・スパンブリ市ワークショップ事前打ち合わせ（H29.06.18）
・第 1 回研究会（H29.06.26）
・スパンブリ市第 1 回ワークショップ開催、危険箇所視察（H29.08.18-08.21）
・第 2 回研究会（H29.09.27）
・スパンブリ市第 2 回ワークショップ開催（自主開催）、危険箇所視察（H30.01.20）
・コンケン市第 1 回ワークショップ開催、危険箇所視察（H30.02.23-02.25）

3．プロジェクトメンバー
PL 赤羽 弘和
福田 敦
大口 敬
小川 和久
中村 彰宏
中村 文彦
特別研究員
秋山 尚夫
親松 俊彦
小早川 悟
高田 邦道
田沢 誠也

（IATSS 会員／千葉工業大学創造工学部都市環境工学科 教授）
マレーシアサブチーム・リーダー＆タイメンバー
（IATSS 会員／日本大学理工学部交通システム工学科 教授）
タイサブチーム・リーダー
（IATSS 会員／東京大学生産技術研究所 教授）マレーシアメンバー
（IATSS 会員／東北工業大学教職課程センター 教授）マレーシアメンバー
（IATSS 会員／横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科 教授）
マレーシアメンバー
（IATSS 会員／横浜国立大学 理事・副学長）タイメンバー
（交通運用研究所 代表）タイメンバー
（（株）開発技術コンサルタント 顧問）マレーシアメンバー
（日本大学理工学部 教授）マレーシア＆タイメンバー
（IATSS 顧問／日本大学 名誉教授）マレーシア＆タイメンバー
（首都高速道路株式会社 技術コンサルティング部担当部長）タイメンバー
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西田 泰

（（公財）交通事故総合分析センター研究部 特別研究員兼研究第一課長）
タイメンバー
松村 みち子 （IATSS 顧問／タウンクリエイター 代表）マレーシアメンバー
Yew Tung Seang
（ペナン市 市長）
Addnan Bin Mohd Razali
（ペナン市 助役）
Rajendran A/L P. Anthony
（ペナン市土木局 副局長）
Zainuddin Bin Mohammad Shariff （ペナン市土木局 技術研究員）
Mustaqin Bin Alpi
（ペナン州地方政府局交通マネジメント部 技術研究員）
Ahmad Farhan Mohd Sadullah
（マレーシア科学大学 教授・副学長）
Mohd Sanusi S. Ahamad
（マレーシア科学大学 准教授）
Nabila Naharudin
（マレーシア科学大学）
Khairur Rahim bin Ahmad Hilme （マレーシア科学大学）
オブザーバー
南部 繁樹 （（株）トラフィックプラス 代表）マレーシアメンバー
堀江 清一 （NPO 法人オフィス TAPE 代表）マレーシアメンバー
福田ﾄｳｪﾝﾁｬｲ （ATRANS 事務局長／日本大学理工学部 研究員） タイメンバー
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＜1703B＞
アジアにおける ITS 導入に関する調査およびガイドライン作成の研究
1．研究目的と概要
アジア諸国において自動料金収受、交通管制、交通制御、プローブ収集、情報提供等の ITS の
導入が進められている。国により導入のレベルはさまざまであるが、最新の IT 技術を導入した高コ
ストパフォーマンスなインフラ整備が行われている国もある。我が国は世界に先駆けて ITS の導入に
努めてきたが、その後の IT 技術の発展により陳腐化したり、最新の IT 技術を積極的に活用する国
際標準から取り残されたりといった現象がみられるようになってきた。そこで、本研究では、欧米や豪
州といった先進国を調査して国際標準の動向を把握するとともに、アジアの現状を調査して、最適
な ITS の導入方法を検討することを目的とする。
本年度（第 2 年度）は、IoT と Fintech を融合した MaaS（Mobility as a Service）に注目した。昨年
度の調査はアジアに集中したため、本年度は欧州発の新しい ITS というコンセプトに基づいて、ITS
の国際会議での情報収集およびフィンランド（MaaS Global 社、ヘルシンキ交通局、Aalto 大学）で
の現地調査を行った。併せて、JR 東日本や ITS Japan といった国内の専門家と意見交換を行うこと
により、MaaS の我が国への適用可能性について検討を行った。

2．研究経過
・第 1 回研究会（H29.05.25）
・第 2 回研究会（H29.07.28）
・第 3 回研究会（H29.09.29）
・ITS 世界会議（H29.10.28-11.04）
MaaS を中心に情報収集を行った（カナダ・モントリオール）。
・第 4 回研究会（H30.01.23）
・MaaS 勉強会（H30.01.26）
JR 東日本と ITS Japan の専門家へのヒヤリングおよび意見交換を行った。
・フィンランド調査（H30.02.18-22）
MaaS およびその構成要素である公共交通機関について、サービス事業者・行政機関・研究機
関へのヒヤリングおよび視察を行った（ヘルシンキ）。
・第 5 回研究会（H30.02.27）

3．プロジェクトメンバー
PL 上條 俊介
（IATSS 会員／東京大学情報学環 准教授）
呉 景龍
（IATSS 会員／岡山大学大学院自然科学研究科 教授）
土井 健司 （IATSS 会員／大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授）
中村 文彦 （IATSS 会員／横浜国立大学 理事・副学長）
長谷川 孝明 （IATSS 会員／埼玉大学大学院理工学研究科 教授）
福田 敦
（IATSS 会員／日本大学理工学部交通システム工学科 教授）
特別研究員
伊丹 誠
（東京理科大学基礎工学部 教授）
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尾崎
坂井
玉田
徳増
中島
牧野
吉田

晴男
康一
和也
健
徳至
浩志
秀範

（東洋大学総合情報学部 教授）
（東京大学生産技術研究所次世代モビリティ研究センター 准教授）
（国土交通省国土技術政策総合研究所道路交通研究部 研究官）
（阪神高速道路㈱事業開発部 プロジェクトリーダー）
（Global Mobility Service（株） 代表取締役社長執行役員）
（国土交通省北陸地方整備局 建政部長）
（国土交通省国土技術政策総合研究所道路交通研究部 ITS 研究室長）
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＜1704C＞
カンボジアにおける安全な交通社会実現へ向けたクロスセクター連携モデルの
構築 ―『規範意識』の形成と適切な『運転行動』の促進―
1．研究目的と概要
多くの開発途上国と同様、近年のカンボジアでは急速な経済成長に伴い、交通をめぐる環境も
急激に変化している。とくに二輪・四輪の使用者数がこの 10 年間で劇的に増えているにもかかわら
ず、十分な交通安全教育や運転指導を受ける機会が極端に少ないため、道路利用者の規範意識
の低さや運転技能の未熟さが、急増する事故や渋滞の大きな原因として指摘されている。とりわけ
若年層における意識の低さや技術の未熟さは、深刻な問題である。
こうした状況を踏まえ、本研究では、プノンペン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・実践を行うことを目的としている。
プロジェクト最終年となる今年度は、これまでの研究成果をもとに下記研究・活動を展開し、最終
成果をまとめた。
・若年層を対象とした、二輪車運転技能訓練（交通安全教育のパイロット版）の実施
・技能訓練実施前後の運転行動の差異分析
・JICA 等の支援によって進められている交通インフラ整備のインパクト調査（改良前後比較）
・プノンペン交通警察官に対する二輪車運転技能訓練の実施

2．研究会経過
・第 1 回研究会、王立プノンペン大学とのワークショップ打合せ（Skype）（H29.05.12）
・第 2 回研究会（H29.07.03）
・プノンペンの高校生・大学生向け二輪車運転技能訓練開催、及びプノンペン警察ヒアリング
（H29.07.15-07.17）
・第 3 回研究会（H29.10.11）
・プノンペン交通警察官向け二輪車運転技能訓練開催（H29.12.15）
・第 4 回研究会（H30.01.24）

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
林 真樹子
矢野 円郁
山口 直範
研究協力者
Chhinh Sitha
Ear Chariya

（IATSS 会員／東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化専攻 准教授）
（IATSS 会員／大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授）
（IATSS 会員／大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）
（青山学院女子短期大学 助教）
（神戸女学院大学人間科学部心理行動科学科 准教授）
（大阪国際大学人間科学部 准教授）
（王立プノンペン大学教育学部 前教育学部長）
（The Institute for Road Safety 所長）
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＜1705C＞
通学路 Vision Zero －通学路総合交通マネジメントの提案と有効性の検証
1．研究目的と概要
本研究は、まず「通学路の交通事故死者ゼロ」という目標を掲げ、それを端緒として、市街地の交
通事故をゼロにすることを目標とするものである。
平成 24 年以降、「通学路交通安全プログラム」が全国でほぼ実施済みの状況とはなっているが、
対策内容や対策プロセスが確立していない中、必ずしも効果が上がっているとは言えない。本プロ
ジェクトでは、これまでそれぞれの関係が明確になってこなかった、通学路、スクールゾーン、交通
規制、および周辺のまちづくりや物理的デバイスの利用方法などを統合する「通学路総合交通安
全マネジメント（仮称）」を提案する。新潟市における通学路交通安全対策の一連の取組みを通して
「通学路総合交通安全マネジメントガイドライン（案）」を作成し、浦添市の通学路安全プログラムと
連動した取組みを進めた。平成 29 年度には、さらに、通学路の事故特性の分析、対策実施箇所の
優先順位付け手法、通学路用ハンプを公道に設置し、実証実験を行い、アンケートによる効果検
証を行った。

2．研究経過
全体研究会
・第 1 回（H29.07.18）
・第 2 回（H30.02.15）
ガイドラインサブチーム会議
・第 1 回（H29.09.06）
・第 2 回（H29.11.02）
新潟市日和山小学校通学路交通安全対策ワークショップ
・第 4 回（H29.12.11）＊第 1 回・第 2 回・第 3 回は、前年度実施
浦添市牧港小学校通学路交通安全対策ワークショップ
・第 3 回（H29.08.23）
・第 4 回（H30.02.08）＊第 1 回・第 2 回は、前年度実施
浦添市港川小学校通学路交通安全対策ワークショップ
・第 3 回（H29.08.30）
・第 4 回（H30.02.09）＊第 1 回・第 2 回は、前年度実施
講演会 テーマは「これからの生活道路対策」
・浦添市社会福祉センター（H30.02.09）参加者：130 名

3．プロジェクトメンバー
PL 久保田 尚

（IATSS 会員／埼玉大学大学院理工学研究科
環境科学社会基盤部門 教授）
今井 猛嘉 （IATSS 会員／法政大学法科大学院 教授/弁護士）
岩貞 るみこ （IATSS 会員／モータージャーナリスト）
太田 和博 （IATSS 会員／専修大学商学部 教授）
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小川 和久 （IATSS 会員／東北工業大学教職課程センター 教授）
長谷川 孝明 （IATSS 会員／埼玉大学大学院理工学研究科 教授）
森本 章倫 （IATSS 会員／早稲田大学理工学術院創造理工学部
社会環境工業科 教授）
特別研究員
池田 博俊 （元 新潟市技監）
五十川 泰史 （国土交通省 道路局環境安全課道路交通安全対策室 室長）
伊藤 将司 （（株）福山コンサルタント 企画室 室長）
梅野 秀明 （警察庁 交通局交通規制課 課長補佐）
上矢 雅史 （文部科学省 初等中等教育局健康教育・食育課 交通安全係長）
大榎 謙
（国土交通省 道路局環境安全課道路交通安全対策室 課長補佐）
大橋 幸子 （国土技術政策総合研究所 道路交通研究部道路交通安全研究室
主任研究官）
越智 健吾 （国土交通省 都市局都市計画課都市計画調査室長）
神谷 大介 （琉球大学工学部工学科 准教授）
菊池 雅彦 （復興省 参事官）
久野 請也 （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 准教授）
酒井 洋一 （国土交通省 大臣官房 技術調査官）
坂庭 宏樹 （新潟市 土木部土木総務課 副主査）
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）
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）
竹本 由美 （（一財）国土技術研究センター 上席主任研究員）
玉寄 綾子 （浦添市 都市建設部道路課維持管理係 主任技師）
知念 悠次 （浦添市 都市建設部道路課維持管理係 係長）
西澤 暢茂 （新潟市 中央区建設課整備係係長）
萩田 賢司 （自動車安全運転センター 調査研究部 参事）
萩原 岳
（（公社）日本交通計画協会 交通計画研究所 所長）
橋本 鋼太郎 （IATSS 顧問／（株）NIPPO 顧問）
林 隆史
（元（一財）国土技術研究センター 究員主査）
松原 悟朗 （（株）国際開発コンサルタンツ 取締役会長）
三原 佳則 （警察庁 交通局交通規制課 規制第一係長）
望月 拓郎 （内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 企画調整官）
山中 亮
（（株）中央建設コンサルタント 調査部長）
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）
蓮花 一己 （IATSS 理事／帝塚山大学 学長）
※所属・役職は当時
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＜1706C＞
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
1．研究目的と概要
高齢ドライバーの踏み違いによる事故に関して、事故統計・事故事例からその実態を明らかにし、
踏み違いに関係の深い認知機能について多角的な観点から明らかにすることを目的としている。
また、踏み違いをしやすい/しにくいペダルの特性を解明し、踏み違いとの関連を調査した。
本プロジェクトでは、3 つの班に分かれ、それぞれ実験・調査を行い、研究会で情報共有を行っ
た。
1）認知機能班は、行動制御（抑制）機能の低下との関連について、認知機能テストと踏み違いに
関連する課題を用いた心理学的実験と、高齢者の事象関連電位(ERP)測定を用いた生理学
的実験を実施した。
2）行動分析班は、踏み違い動作の計測を行う実験系を用い、ペダルの位置と下肢動作の関連
性について筋電等の生理計測を含む実験研究を行った。
3）事故統計・事例分析班は、事故統計、警察から提供された事故事例、報道等のデータ分析、
高速道路 SA,PA 等の実地での調査・Web 調査により踏み違い事故の実態解明を行った。
本プロジェクトで得られた知見は、日英版を作成し Web で公開することで、社会に対してわかりや
すい形でのアウトプットを行った。

2．研究経過
・第１回研究会
・第２回研究会
・第３回研究会
・第４回研究会

（H29.05.18）
（H29.08.07）
（H29.11.01）
（H30.02.05）

3．プロジェクトメンバー
PL 篠原 一光
田久保 宣晃
土井 健司
特別研究員
朝尾 隆文
大須賀 美恵子
鎌倉 快之
木村 貴彦
小谷 賢太郎
土田 宣明
中村 隆宏

（IATSS 会員／大阪大学大学院人間科学研究科 教授）
（IATSS 会員／科学警察研究所交通科学部 部長）
（IATSS 会員／大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授）
（関西大学システム理工学部 助教）
（大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部 教授）
（大阪工業大学情報科学部情報システム学科 講師）
（関西福祉科学大学健康福祉学部 准教授）
（関西大学システム理工学部 教授）
（立命館大学文学部 教授）
（関西大学社会安全学部 教授）
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＜1707A＞
健康起因事故防止のための実証的研究と防止対策の普及啓発に関する研究
1．研究目的と概要
健康障害が事故の原因と考えられる重大な交通事故の増加を受けて、国土交通省は健康起因
事故対策検討委員会を設置する等、健康起因事故防止は、重要な課題と位置付けられている。今
年度の本プロジェクトでは、これまで健康起因事故の原因として見過ごされてきた視野障害（その多
くは緑内障）、花粉症、睡眠時無呼吸症候群（SAS）に関する質問調査票を作成するとともに視野障
害を早期に発見するためのツールであるクロックチャートの妥当性を検討し、一般運転者ならびに
事業用自動車運転者への実施に向けて準備を進めた。さらに、大手運輸事業者の運転者でこれま
でに SAS スクリーニング検査を受診した者を対象に睡眠呼吸障害の重症度、治療の有無とその後
の交通事故の発生との因果関係を検討するための調査を開始した。これらの検討を通じて SAS、視
野障害、花粉症による事故のリスクを社会全体が認識し、適切な対応策を確立することが期待され
る。

2．研究経過
・第 1 回研究会
・第 2 回研究会
・第 3 回研究会
・第 4 回研究会
・第 5 回研究会

（H29.05.31）
（H29.07.11）
（H29.09.08）
（H29.12.15）
（H30.02.16）

3．プロジェクトメンバー
PL 谷川 武
大口 敬
太田 和博
高橋 正也
特別研究員
国松 志保
白濱 龍太郎
千葉 伸太郎
友岡 清秀
丸山 広達
和田 裕雄

（IATSS 会員／順天堂大学医学部公衆衛生学教室 教授）
（IATSS 会員／東京大学生産技術研究所 教授）
（IATSS 会員／専修大学商学部 教授）
（IATSS 会員／（独）労働安全衛生総合研究所産業疫学研究グループ 部長）
（東北大学医学部眼科学 講師）
（順天堂大学医学部公衆衛生学 客員講師）
（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室 准教授）
（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座 助教）
（愛媛大学大学院農学研究科 准教授）
（順天堂大学医学部公衆衛生学 准教授）
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＜1708A＞
生き延びる交通、変容する都市
―水運・鉄道・道路の変遷にみる都市形成史研究―
1．背景と目的
自動運転の社会実装は、都市と地域をどのように更新していくだろうか。世界中の諸都市におい
て、過去様々なモビリティが外挿され、都市の外形と人々の暮らしは大きく変貌を遂げてきた。本研
究では、日欧諸都市をとりあげ、その都市形成史を、交通網の外挿と都市空間の変容に焦点をあ
て、比較的に分析することを目的としたい。

2．実施内容
日本、イタリア、フランス、アジア諸都市の地図・史料調査を行い、瀬戸内沿岸都市、ロンバルデ
ィア地方都市の現地調査を行い、交通形成史を分析した。
国内は舟運と鉄道のネットワーク史を制度と都市形成史の観点から（岡山-旭川-勝山、油津-堀
川運河--飫肥，御手洗-竹原-岡山-兵庫北関-伏見-京都） 新たな交通網の整備と都市変容の類
型化を主体に研究した。

3．研究経過
・第１回研究会
・第２回研究会
・第３回研究会

（H29.07.12）
（H29.10.02）
（H29.12.20）

4．プロジェクトメンバー
PL 羽藤 英二 （IATSS 会員／東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授）
赤羽 弘和 （IATSS 会員／千葉工業大学創造工学部都市環境工学科 教授）
久保田 尚 （IATSS 会員／埼玉大学大学院理工学研究科環境学社会基盤部門 教授）
福田 敦
（IATSS 会員／日本大学理工学部交通システム工学科 教授）
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＜1709C＞
こどもの自転車交通モビリティ・安全教育プログラムの開発とその障がい児への
展開に関する研究
1．研究目的と概要
こどもの自転車利用に関しては、現状では、学齢とともに交通事故が増加する傾向にある一方で、
交通安全教育や交通教育（モビリティ）のあり方に関する様々な課題が生じている。
理論的な背景としては、ドライバー教育のための目標（GDE）アプローチや、交通安全教育の効
果がこどもの脳の発達段階によって異なることが知られており、実際には国毎に歴史や経験に基づ
いて様々な自転車教育が実施されていること、障がい児を対象とした自転車トレーニングも実践さ
れていること等が文献レビューなどを通じてわかった。
そこで、本研究では、国内における自転車教育に関する課題を整理した上で、①自転車教育の
技能面に着目し、海外の自転車教室の実践を通じて、幼児段階からの技能トレーニング手法の考
え方の整理を行い、その手法を障がい児に適用して実践した（「こどもの発達に応じた自転車教室」
/愛媛県運転免許センター）。②主に自転車通行の始まる中高生を対象とした効果的な指導方法
を検討するために、「他者観察法（ミラーリング）」による教育効果の分析を行った（宮城県亘理中学
校（450 人））。また、こどもの自転車教育に関する最新の取り組みに関しては、英国、オランダから
専門家を招いて国際セミナーを開催し、現状課題の共有と対応方法に関する議論を行った（こども
の発達に応じた自転車教育国際セミナー/松山市総合コミュニティセンター）。

2．研究経過
・第 1 回研究会
・第 2 回研究会
・第 3 回研究会
・第 4 回研究会
・国際 WS in 松山
・第 5 回研究会

（H29.04.21）
（H29.06.27）
（H29.09.22）
（H29.11.25）
（H29.11.25-26）
（H30.02.19）

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
特別研究員
岡村 和子
加藤 麻樹
神田 直弥
菊池 輝
中野 友香子

（IATSS 会員／大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）
（IATSS 会員／東北工業大学教職課程センター 教授）
（IATSS 会員／東京大学大学院教育研究科学校教育高度化専攻 准教授）
（IATSS 会員／大阪市立大学大学院創造都市研究科 准教授）
（科学警察研究所 交通科学部 交通科学第二研究室 室長）
（早稲田大学人間科学学術院 准教授）
（東北公益文科大学公益学部公益学科 准教授）
（東北工業大学都市マネジメント学科 教授）
（科学警察研究所 交通科学部 交通科学第二研究室 研究員）
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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
（ロンドン大学交通研究所 上級講師）
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）
松村 暢彦 （愛媛大学大学院 理工学研究科 教授）
松村 みち子 （IATSS 顧問／タウンクリエイター）
柳原 崇男 （近畿大学理工学部社会環境工学科 准教授）
矢野 円郁 （神戸女学院大学人間科学部 准教授）
Divera Twisk
（オランダ交通安全研究所（SWOV））
Lambrecht Franz （Kassel 大学）
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＜1710B＞
訪日観光客の交通事故リスクの把握と軽減方策に対する学際的・国際的提言
1．研究目的と概要
本プロジェクトでは、韓国、台湾および香港を対象とした 1611A プロジェクトの知見を活かし、訪
日者数が急増している ASEAN 各国の規範意識、交通法規、交通文化の下で形成され身体化され
た運転行動に着目し、交通・安全文化や規範意識の国際比較、交通違反や危険挙動の分析を行
い、訪日観光客の安全な運転行動を導くための方策に関する学際的かつ国際的な提言を行うこと
を目的としている。
本プロジェクトでは上記を踏まえ、以下の活動を行った。
・全国レンタカー協会との連携による、レンタカー事業者アンケート及び実地調査
・1611A プロジェクトで実施した北海道調査を基にした都市部交差点での事故の要因分析、リス
ク推計と可視化
・関西空港を利用する訪日外国人移動実態に関する調査（初年度からの継続）
・安全運転啓発動画の制作、関連団体への配布、IATSS WEB 上へのアップロードとその効果確
認
・台湾でのドライバー意識調査
・九州ドライブマップへの本プロジェクト知見反映

2．活動経過
・第 1 回研究会
・都市部交差点での事故要因分析/リスク推計/可視化共有
・関西空港を利用する訪日外国人移動実態に関する調査
・第 2 回研究会
・全国レンタカー協会への連携協力依頼
・安全運転啓発動画（アニメ）制作、配信
・台湾旅行博 ITF での安全運転啓発動画放映
・台湾での安全運転に関する現地調査（ドライバー意識調査）
・台湾での安全運転啓発動画の効果検証調査
・全国レンタカー協会ヒアリング
・第 3 回研究会
・レンタカー事業者へのアンケート実地

（H29.06.19）
（H29.04‐11）
（H29.04‐11）
（H29.11.30）
（H29.05.19）
（H29.08-12）
（H29.10.27‐10.30）
（H29.10.27‐10.30）
（H29.10.28‐29）
（H29.12.26）
（H30.02.26）
（H30.02.08‐03.27）

3．プロジェクトメンバー
PL 土井
赤羽
上條
北村
高橋

健司
弘和
俊介
友人
正也

（大阪大学大学院工学研究科地域総合工学 教授）
（千葉工業大学創造工学部都市環境工学科 教授）
（東京大学情報学環 准教授）
（東京大学大学院教育学研究科 准教授）
（（独）労働安全衛生総合研究所産業疫学研究グループ 部長）
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長谷川 孝明 （埼玉大学大学院理工学研究科 教授）
矢ケ崎 紀子 （東洋大学国際観光学部国際観光学科 准教授）
吉田 長裕 （大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）
特別研究員
Yi-Shih Chung （Asso. Prof. Dept of Transportation and Logistics Management,
National Chiao Tung University）
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／東京都市大学国際部 担当部長）
太田 勝敏 （東京大学 名誉教授）
岡本 努
（警察庁交通局運転免許課 高齢運転者等支援室長）
中村 典義 （警察庁交通局運転免許課 外国人運転者対策官）
松尾 幸二郎 （豊橋技術科学大学建築・都市システム学系 助教）
研究協力者
葉 健人
（大阪大学大学院工学研究科地域総合工学専攻 博士後期課 1 年）
オブザーバー
飯野 靖文 （（株）デンソー情報通信基盤開発部サービス開発室開発 2 課）
川上 啓一 （東京海上日動リスクコンサルティング（株）自動車リスク本部 主任研究員）
川本 拓馬 （東京海上日動リスクコンサルティング（株）自動車リスク本部 主任研究員）
甲田 秀久 （（一社）全国レンタカー協会 専務理事）
橋場 皓平 （東京海上日動リスクコンサルティング（株）自動車リスク本部 主任研究員）
水野 一男 （（株）デンソー情報安全事業グループ情報安全技術企画室）
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＜1720＞
交通取締りハンドブック改訂による普及展開
1．研究目的と概要
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。IATSS では平成 27 年度の研究によって、効果的
な交通取締り計画についての手法を検討し、平成 28 年度は、その手法を北海道と神奈川県に適
用した際の、事故抑止の効果を検討した。平成 29 年度は、これまで 2 か年の研究成果を踏まえて、
最新の事例を加えることで IATSS から発行した「交通取締りハンドブック」の改訂を行う。
交通事故を抑制する効果的な交通取締りを進めるため、「交通取締りハンドブック」を平成 26 年
に国際交通安全学会から発行して以来、全国の都道府県警への配付のほか、取締りを担当する警
察官へ対して講演活動を続けている。平成 26 年 1 月の長野県警を皮切りに、同年 5 月に警視庁、
6 月に徳島県警、7 月に北海道警、11 月に栃木県警と全国各地の取締り担当者に対して講演活動
を実施した。また、平成 26 年 6 月から警察大学校の警部任用科本課程において本ハンドブックを
用いた講義を続けており、これまでに第 40 期～第 48 期（平成 29 年 2 月）まで、総計約 450 名をこ
える警察官に講義し、「取締りの科学的効果がわかった等」の意見を受けており、好評を得ている。
平成 29 年度は「交通違反を繰り返す理由」「交通街頭活動は交通事故の多発を抑制する」「事
故と取締りの狭域的関係」など、9 つの項目を追加する改訂を行った。またこの改訂版を用いた警
察大学校での講義も実施し、受講者に対するアンケート調査では「参考になった」といった全般に
対する評価と併せて「経験則が数字で理解できた」「分析や PDCA サイクルの重要性を認識した」と
いう具体的な評価も得ることができた。

2．研究経過
・第１回研究会
・第２回研究会
・第３回研究会
・第４回研究会

（H29.06.07）
（H29.08.29）
（H29.10.13）
（H29.12.19）

3．プロジェクトメンバー
PL 森本 章倫

（IATSS 会員／早稲田大学理工学術院創造理工学部
社会環境工学科 教授）
岩貞 るみこ （IATSS 会員／モータージャーナリスト）
加藤 一誠 （IATSS 会員／慶応義塾大学商学部 教授）
中村 彰宏 （IATSS 会員／横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科 教授）
特別研究員
浜岡 秀勝 （秋田大学理工学部システムデザイン工学科 教授）
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 課長）
平川 晃洋 （公益財団法人交通事故総合分析センター 研究員）
藤山 拓
（ロンドン大学交通研究所 上級講師）
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＜1730＞
主要諸外国における交通関連諸施策の計画及び実施状況の調査
１．研究目的と概要
1）目的
IATSS 研究調査活動への最新基礎情報の提供と若手研究員の発掘と育成
2）選出方法と概要
学際性を担保するために各行政からテーマ項目を吸い上げ、それにも関連するように
自発テーマを設定する
（1）行政各省からテーマとなる項目を吸い上げ、関連した調査テーマを決定
（2）IATSS 会員による若手特別研究員の推薦
（3）前年度 1 年間、テーマを精査し、本年度 2 名の調査メンバーにそれぞれ異なる研究分野の
若手研究員を追加して、文理複数の視点による２グループの調査を実施した。
3）実施したテーマと若手特別研究員
（1）「人優先」の市街地整備手法に関する調査
小嶋 文
：埼玉大学大学院理工学研究科 准教授
三田 妃路佳：宇都宮大学地域連携教育研究センター 准教授
（2）ドイツ語圏及びフランスの主要都市の地域公共交通を中心とする交通事情調査
渡邉 徹
：一般財団法人運輸調査局 研究員
板谷 和也 ：流通経済大学 経済学部 教授

２．研究経過
・第１回研究会
・第２回研究会
・オランダ／ドイツ視察
・第３回研究会
・オーストリア／スイス／フランス／ドイツ視察
・第４回研究会

（H29.06.26）
（H29.07.10）
（H29.09.05-13）
（H29.12.06）
（H29.12.05-15）
（H30.02.23）

３．プロジェクトメンバー
PL 吉田 長裕
北村 友人
久保田 尚
田久保 宣晃
森本 章倫
蓮花 一己
特別研究員
板谷 和也
小嶋 文
三田 妃路佳
渡邉 徹

（IATSS 会員／大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）
（IATSS 会員／東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化専攻 准教授）
（IATSS 会員／埼玉大学大学院理工学研究科環境科学社会基盤部門 教授）
（IATSS 会員／科学警察研究所交通科学部 部長）
（IATSS 会員／早稲田大学理工学術院創造理工学部社会環境工学科 教授）
（IATSS 理事／帝塚山大学 学長）
（流通経済大学 経済学部 教授）
（埼玉大学大学院理工学研究科 准教授）
（宇都宮大学地域連携教育研究センター 准教授）
（一般財団法人運輸調査局 研究員）
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＜1740＞
インド小規模都市群における地域に根ざした計画・デザインの提言と社会実装
の取り組み ―持続可能な開発目標（SDGs）への貢献を視野に―
1．研究目的と概要
2015 年採択された持続可能な開発目標（SDGs）では、交通事故死亡者数の半減や大気汚染レ
ベルの低減など交通に関する多くのターゲットが設定された。しかし、その実現を確かなものにする
ためには、各都市における具体的アクションに落とし込む必要がある。
本プロジェクトでは、2015 年まで行ったアグラプロジェクト（インド工科大学との共同プロジェクト）
の成果を、交通安全のみならず、渋滞などによる大気汚染も含めた交通分野における SDGs ターゲ
ット達成の視点から、インド小規模都市群に展開する方法を、インド工科大学のコミュニティーに根
差した取り組みと当学会の領域横断的な知見をフル活用することによって提案し、更に、具体的取
り組みの「実施」につなげることを目的とする。
1 年目である本年度は、人口 100 万人以下の都市から交通問題が深刻であり改善に対して積極
的な姿勢を示した 3 小規模都市（パティアラ市/パンジャブ州、ブランドシャール市/ウッタルプラデ
シュ州、ナイニタル市/ウッタラーカンド州）を対象都市として選定し、「安全/円滑な交通」の観点か
ら、下記の調査・活動を実施した。
・人口、道路ネットワーク、都市・行政構造、車両登録台数、主要幹線道路の走行速度・交通量
等、交通に関する基礎データを 2 次的データから収集し、整理した。
・交通死亡事故データを収集・分析し、主な事故類型を把握した。また、事故発生地点を GIS
上に表示し、事故多発地点を把握した。
・沿道大気汚染を計測するための簡易計測装置およびモバイル計測による大気汚染分布の推
計方法の検討を行った。
・対象の 3 都市で、それぞれステークホルダーワークショップ、及び住民へのアンケート調査を
通じて地域の交通・環境問題意識を把握した。
・パティアラ市では、第 2 回ステークホルダーワークショップを開催し、取り組みの考え方を説明
するとともに、ステークホルダーから指定された特定道路区間に関する改良デザイン案を提案
し、議論を行った。その結果、デザインガイドラインの準備、社会実験を通じたデザイン案の効
果の検証などを実施する必要性があることが確認された。

2．研究会経過
・第 1 回研究会 - Skype（H29.06.01）
・第 2 回研究会 - Skype（H29.09.04）
・第 3 回研究会 - Skype（H30.01.16）
・パティアラ・ステークホルダーワークショップ参加（H30.03.13）
・第 4 回研究会（H30.03.14）

3．プロジェクトメンバー
PL 福田 敦
（IATSS 会員／日本大学理工学部交通システム工学科 教授）
上條 俊介 （IATSS 会員／東京大学情報学環 准教授）
北村 友人 （IATSS 会員／東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化専攻 准教授）
土井 健司 （IATSS 会員／大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授）
吉田 長裕 （IATSS 会員／大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）
特別研究員
小早川 悟 （日本大学理工学部交通システム工学科 教授）
Geetam Tiwari （MoUD Chair Professor, IITD）
Dinesh Mohan （Guest Professor, IITD / Distinguished Professor, Shiv Nadar Univeristy）
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Sudipto Mukherjee （Volvo Chair Professor, IITD）
Girish Agrawal （Professor & Head, Dept. of Civil Engineering & Associate Director,
School of Engineering, Shiv Nadar University）
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＜1770＞
《国際発表》「効果的な交通取締り計画に関する研究」
1．目的と概要
「国際発表」プロジェクトは、以下の目的のため、前年度に実施した研究プロジェクトの中から、著
しい成果の認められたプロジェクトに対し、国際的な会議等で発表する機会を設けるものである。
目的
・IATSS の研究成果を国際的に広く周知すること
・期待される若手研究者に国際的な会議への参加の機会を提供すること
・IATSS の国際的な認知度を向上させること
今年度は、平成 28 年度の研究調査プロジェクトから、1607B「効果的な交通取締り計画に関する
研究」が選出され、その成果をベトナム（ホーチミン）にて開催された「第 12 回 EASTS 国際会議」に
おいて発表した。

2．実績
・発表イベント
イベント名：East Asia Society for Transportation Studies
開催地：ベトナム（ホーチミン）
期間：2017 年 9 月 18 日～21 日
発表者：眞中今日子（横浜市立大学大学院 博士課程後期）
・発表テーマと内容
タイトル：「Study of the Relation between Road Accidents and Traffic Rules: Case Study in
Kanagawa （Japan）.」
発表形式：ポスターセッション
Accidents Analysis

3．プロジェクトメンバー
PL

森本 章倫

（IATSS 会員／早稲田大学理工学術院創造理工学部
社会環境工学科 教授）
発表者（研究協力者）
眞中 今日子 （横浜市立大学大学院 博士課程後期）
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3. 平成 29 年度研究調査内部報告会（H30.03.03）
参加者：
役員、評議員、顧問、会員および特別研究員 計 92 名
会場：
経団連会館 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

4. 研究調査部会企画委員会
1）会議開催実績
第 1 回委員会（H29.07.04）
・本年度の IATSS サロンの企画検討
・来年度テーマ採択の課題共有
第 2 回委員会（H29.10.11）
・新規テーマ募集方針
・本年度の IATSS サロンの確認と検討
第 3 回委員会（H30.01.17）
・来年度の研究調査プロジェクト募集の要領
・内部報告会とスケジュール
第 4 回委員会（内部報告会）（H30.03.03）
・外部報告会での発表プロジェクトの選考
・外発表プロジェクト選考
第 5 回委員会（H30.03.14）
・平成 30 年度研究プロジェクトの選考
第 6 回委員会（PL 会議）（H30.03.27）
・平成 30 年度研究プロジェクトの内容と予算の整合

2）企画委員会
委員長

森本 章倫

（IATSS 会員／早稲田大学理工学技術院創造理工学部
社会環境工学科 教授）
一ノ瀬 友博 （IATSS 会員／慶応義塾大学環境情報学部 教授）
上條 俊介 （IATSS 会員／東京大学情報学環 准教授）
篠原 一光 （IATSS 会員／大阪大学大学院人間科学研究科 教授）
関根 太郎 （IATSS 会員／日本大学理工学部機械工学科 教授）
谷川 武
（IATSS 会員／順天堂大学医学部公衆衛生学教室 教授）
中村 英樹 （IATSS 会員／名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 教授）
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II 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.42, No.1～3 および IATSS
RESEARCH（英文論文集）Vol.41, Issue1～4 を発行した。

1．広報出版部会 学会誌編集委員会
1）IATSS Review の発行
Vol.42, No.1「特集／シェアリングエコノミーと交通」（H29.06.30）
Vol.42, No.2「特集／IoT、Big data と交通」（H29.10.31）
Vol.42, No.3「特集／脳機能と運転能力」（H30.02.28）
2）著作権規程の施行
前年度末に理事会で承認された著作権規程を 4 月より施行開始した。
3）J-STAGE への電子ジャーナル公開
前年度に J-STAGE への登載申請を行い、平成 29 年度以降からの登載誌として採択され
た。登載作業準備中。
4）委員会運営の改善施策検討
編集委員会のスムーズかつ適正な運営に向けて、改善施策の検討を行った。
・修正報告書等フォームの統一
・原稿確認/査読、審査の流れの見直し
・事前確認資料等の共有方法提案
5）編集委員会の開催
第 1 回（第 310 回）（H29.05.10）
（1）新委員会顔合わせ、ガイダンスおよび年間スケジュール確認
（2）Vol.42, No.1～2 進捗報告
（3）Vol.42, No.3 以降の特集企画検討
（4）投稿原稿の査読報告および審議、審査に関する検討
（5）その他報告事項
・論文投稿の活性化について
・著作権規程の新設について
・J-Stage への登載について
第 2 回（第 311 回）（H29.07.19）
（1）Vol.42, No.2 依頼原稿の確認報告および審議
（2）Vol.42, No.3 進捗報告
（3）Vol.43, No.1 特集企画検討
（4）投稿原稿の査読報告・再査読報告および審議
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（5）委員会運営の改善施策検討（修正報告書等フォームの統一）
第 3 回（第 312 回）（H29.08.30）
（1）委員会運営の改善施策検討（原稿確認・査読・審査の流れの見直し）
（2）Vol.42, No.2～3 進捗報告
（3）Vol.43, No.1 特集企画検討
第 4 回（第 313 回）（H29.11.07）
（1）Vol.42, No.3 依頼原稿の確認報告および審議
（2）Vol.43, No.1 進捗報告
（3）Vol.43, No.2 特集企画検討
（4）投稿原稿の再査読報告および審議
第 5 回（第 314 回）（H30.02.23）
（1）Vol.42, No.3、Vol.43，No.1 進捗報告
（2）Vol.43, No.2 特集企画検討
（3）Vol.43, No.3 以降の特集企画検討
（4）委員会運営の改善施策検討（事前確認資料等の共有方法提案）
第 6 回（第 315 回）（H30.03.28）
（1）Vol.43, No.1 依頼原稿の確認報告および審議
（2）Vol.43, No.2 進捗報告
（3）Vol.43, No.3 特集企画検討
6）学会誌編集委員会
委員長 篠原 一光
木林 和彦
小竹 元基
杉本 洋一
関根
高橋
羽藤
平岡
福山
二村

（IATSS 会員／大阪大学大学院人間科学研究科 教授）
（IATSS 会員／東京女子医科大学医学部法医学講座 教授・講座主任）
（IATSS 会員／東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授）
（IATSS 会員／（株）本田技術研究所四輪 R&D センター
第 12 技術開発室上席研究員）
太郎 （IATSS 会員／日本大学理工学部機械工学科 教授）
正也 （IATSS 会員／（独）労働安全衛生総合研究所
産業疫学研究グループ 部長）
英二 （IATSS 会員／東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授）
敏洋 （IATSS 会員／名古屋大学未来社会創造機構 特任准教授）
敬
（IATSS 会員／鳥取大学大学院工学研究科社会経営工学講座 教授）
真理子 （IATSS 会員／東京女子大学現代教養学部
国際社会学科経済学専攻 教授）
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2．広報出版部会 英文論文集編集委員会
1）定期発行
従来の年 2 回発行から、本年度より年 4 回の発行へと変更した。
・Vol.41, Issue 1（H29.04）投稿論文のみ
・Vol.41, Issue 2（H29.07）Safe and Sustainable Transport for All 特集
・Vol.41, Issue 3（H29.10）投稿論文のみ
・Vol.41, Issue 4（H29.12）投稿論文のみ
2）次年度の発行計画及び特集企画
・Vol.42, Issue 1（H30.04 予定）投稿論文のみ
・Vol.42, Issue 2（H30.07 予定）Beyond ITS～Where does ITS go? 特集
「アジアにおける ITS 導入に関する調査およびガイドライン作成の研究」
プロジェクト成果に基づく特集企画
・Vol.42, Issue 3（H30.10 予定）Traffic Safety Improvement among the Youth in Cambodia 特集
「カンボジアにおける安全な交通社会実現へ向けたクロスセクター連携モデルの構築」プロ
ジェクト成果に基づく特集企画
・Vol.42, Issue 4（H30.12 予定）投稿論文のみ
3）依頼論文、プロジェクト特集論文等の Article Type 見直し
従来、Original Research、Review の 2 種類のみの掲載としてきたが、依頼論文及び IATSS プ
ロジェクト成果報告として投稿される論文については、実態に即して、新規に Overview、Short
Communication、Case Study の 3 種類を加えることとした。
4）ジャーナルパフォーマンス報告
・定期的に編集委員会にてジャーナルパフォーマンスを確認した。
5）編集委員会の開催
第 1 回（167 回）編集委員会（H29.05.22）
・IATSS RESEARCH 概要説明
・ジャーナルパフォーマンス報告
・41－2 号特集進捗報告
・41－4 号特集進捗報告
・投稿論文審査進捗報告
・42－2 号特集テーマ検討
第 2 回（168 回）編集委員会（H29.07.26）
・ジャーナルパフォーマンス報告
・41－2 号特集発刊状況報告
・41－4 号特集企画延期についての検討
・42－2 号プロジェクト特集企画提案についての検討
・今後の特集企画について‐提案と検討
・投稿論文審査進捗報告
・新規 Article Type についての検討
第 3 回（169 回）編集委員会（H29.10.25）
・ジャーナルパフォーマンス報告
・42－2 号プロジェクト特集企画－論文構成
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・42－3 号プロジェクト特集企画（41－4 号から延期）について
・43－2 号特集企画－論文構成
・投稿論文審査進捗報告
・新規 Article Type についての検討
第 4 回（170 回）編集委員会（H30.01.23）
・ジャーナルパフォーマンス報告
・41－4 号発行報告
・42－2 号特集論文‐新規 Article Type 論文の審査について
・42－3 号特集進捗報告
・43－2 号特集進捗報告
・投稿論文審査進捗報告
6）英文論文集編集委員会
委員長 土井 健司 （IATSS 会員／大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授）
北村 友人 （IATSS 会員／東京大学大学院教育学研究学科
学校教育高度化専攻 准教授）
木林 和彦 （IATSS 会員／東京女子医科大学医学部法医学講座 教授・講座主任）
菅沼 直樹 （IATSS 会員／金沢大学新学術創成研究機構未来社会創造コア 准教授）
高橋 正也 （IATSS 会員／（独）労働安全衛生総合研究所
産業疫学研究グループ 部長）
中村 彰宏 （IATSS 会員／横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科 教授）
松橋 啓介 （IATSS 会員／（国研）国立環境研究所
社会環境システム研究センター 室長）
吉田 長裕 （IATSS 会員／大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）
海外編集委員
●Editorial Board Members （１６名）
K. Bhalla
（University of Chicago, USA）
N. Christie
（University College London, UK）
M. Hagenzieker （Delft University of Technology, the Netherlands）
S. Han
（The Korea Transport Institute, Republic of Korea）
B. Heydecker
（University College London, UK）
S. Le Vine
（Geography Department, USA & Research Associate, Imperial College, State
University of New York at New Paltz, UK）
E. Papadimitriou （National Technical University of Athens, Greece）
R.M. Pendyala
（Arizona State University, USA）
I. Radun
（University of Helsinki, Finland & Stockholm University, Sweden）
N.N. Sze
（The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China）
M. Tira
（University of Brescia, Italy）
G. Tiwari
（Indian Institute of Technology-Delhi, India）
M. Vanderschuren （University of Cape Town, South Africa）
C. Watling
（Queensland University of Technology, Australia）
S.V. Wong
（Malaysian Institute of Road Safety Research & University Putra Malaysia, Malaysia）
X. Ye
（Tongji University, China）
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●Editorial Advisory Board Members （８名）
R. Allsop
（University College London, UK）
B.E. Horn
（World Road Safety Institute, PARIM, France）
P. Jones
（University College London, UK）
E. Keskinen
（University of Turku, Finland）
M.E.H. Lee-Gosselin （Université Laval, Canada）
G.M. Mackay
（University of Birmingham, UK）
D. Mohan
（Indian Institute of Technology-Delhi, India）
F. Wegman
（Delft University of Technology, the Netherland）
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III 褒賞事業
今年度は、第 38 回国際交通安全学会賞の贈呈式を行うとともに、第 39 回国際交通安全学会賞
として、業績部門 2 件、著作部門 1 件、論文部門 2 件の授賞を決定した。
1．第 38 回（平成 28 年度）の国際交通安全学会賞贈呈式
平成 29 年 4 月 14 日（金）経団連会館において、平成 28 年度研究調査報告会と合同で開催
した。
2．平成 29 年度褒賞助成部会企画委員会
1）委員会開催実績
第 1 回委員会（H29.05.31）
・褒賞委員会の活動の概要について
・年間活動スケジュールについて
・「業績部門」「著作部門」の募集と、各部門の選考方法について
・「業績部門」候補の検討
・「著作部門」査読の割り振り
・「論文部門」査読の割り振り
・視察日程の仮決定
第 2 回委員会（H29.08.09）
・「業績部門」候補の検討
・「著作部門」審査および査読の割り振り
・「論文部門」審査および査読の割り振り
・賞状の検討
第 3 回委員会（H29.09.01）
・「業績部門」候補の検討
・「著作部門」審査および査読の割り振り
・「論文部門」審査および査読の割り振り
第 4 回委員会（H29.10.26）
・「業績部門」視察行程説明
・「著作部門」審査
・「論文部門」審査
第 5 回委員会（H30.01.17）
・「業績部門」候補、推薦文担当決定
・「著作部門」候補、推薦文担当決定
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・「論文部門」候補、推薦文担当決定
・会員信任投票、理事会、贈呈式の準備
2）視察
大分市（H29.11.18）
札幌市（H29.12.08）
3）会員信任投票
候補信任（H30.02.12 締切）
4）理事会
候補承認（H30.02.27）
褒賞助成部会企画委員会
委員長 久保田 尚 （IATSS 会員／埼玉大学大学院理工学研究科
環境科学・社会基盤部門 教授）
小川 和久 （IATSS 会員／東北工業大学教職課程センター 教授）
斎藤 誠
（IATSS 会員／東京大学大学院法学政治学研究科 教授）
永田 潤子 （IATSS 会員／大阪市立大学大学院創造都市研究科 准教授）
中村 文彦 （IATSS 会員／横浜国立大学理事・副学長）
堀口 良太 （IATSS 会員／（株）アイ・トランスポート・ラボ 代表取締役）
松橋 啓介 （IATSS 会員／（国研）国立環境研究所
社会環境システム研究センター 室長）
矢ケ崎 紀子 （IATSS 会員／東洋大学国際観光学部国際観光学科 准教授）
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3．第 39 回（平成 29 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ます。
例年同様、公募による推薦と委員会メンバーの調査によって、候補業績の情報を収集し、今
年度の候補業績 13 件について検討を行いました。
その中で、「官民共同の総合整備事業による駅前空間の創出 ―100 メートル道路の創出を
含む大分の挑戦―」について 11 月 18 日に、「サイドリザベーション方式による札幌市路面電車
ループ化事業の取組み」について 12 月 8 日に、現地視察およびヒアリングを行い、2 件が選出
されました。
業績題目：サイドリザベーション方式による札幌市路面電車ループ化事業の取組み
受賞者 ：札幌市
受賞理由：札幌市の路面電車のループ化事業は、十分な議論を経て、きわめて短期の間に事
業化を意思決定し、我が国に例のないサイドリザベーション方式での軌道建設のために、特に
荷捌き車両やタクシー車両との調整を綿密に行い、さらに都心の賑わい向上の諸施策とも連動
させている点で、きわめて優れた交通まちづくりの実践例として、高く評価できるものであります。
業績題目：官民共同の総合整備事業による駅前空間の創出
―100 メートル道路の創出を含む大分の挑戦―
受賞者 ：大分市 大分県
受賞理由：大分市、大分県の「官民共同の総合整備事業による駅前空間の創出 ―100 メート
ル道路の創出を含む大分の挑戦―」は、大分駅の周辺において、様々な施策を総合的に展開
している事業で、駅周辺の空間が一変しました。幅員 100ｍの「大分いこいの道」は、横断面構
成にも工夫が見られます。道路空間のほとんどを芝生地というオープンスペースにしていること
は他に全く例を見ません。県、市、市民など、全ての関係者を巻き込んだ総合的な事業を展開
することにより、わが国の特徴である駅周辺のまちづくりがさらに大きな成果を挙げられることを
示す、きわめて貴重な業績であると判断いたします。
≪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ます。
今年度は、候補著作 103 点を各委員が分担で査読を行い、審査した結果、1 件が選出されま
した。
著作名 ：高齢ドライバーの安全心理学
受賞者 ：松浦 常夫
受賞理由：昨今大きな社会問題となっている高齢ドライバーの運転に関しその心理と行動、事故
の特徴と安全対策について、体系的かつ幅広く網羅的に取り上げた一般向けの概説書であり、
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著者自身の研究を含め国内外の研究論文に基づき、論述の根拠が明示されると共に、取り上
げている切口が広く、実務者や専門家においても有益な情報が多い。社会全体に貴重な知見
と方向づけを提供した点が、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ます。
今 年 度 は 、 IATSS Review Vol.41 No.2 、 Vol.42 No.1 に 掲 載 さ れ た 論 説 5 編 、 IATSS
RESEARCH Vol.41 No.1、Vol.41 No.2 に掲載された論文 12 編について各委員が分担で査読
をし、絞り込みを行い審査した結果、2 件が選出されました。
また、今年度は、学術論文以外の論説であっても、先見性があり社会にとって有用な発信をし
ていると認められるものも候補に含めることと致しました。
論文名

：ライドシェアリングは都市と移動の再構成をもたらすのか
―シェアリングはクラウド・モビリティの夢を見る―
受賞者 ：佐々木 邦明
受賞理由：近年シェアリングエコノミーの一翼として話題となっているライドシェアリングの定義と
これまでの取組みを確認し、筆者自身が総務省の戦略的情報通信研究開発推進事業の支援を
受けて実施した社会実験から得られた教訓をもとに、ライドシェアリングを普及していく際の課題
と展望をまとめたものとなっています。シェアリングエコノミーとしてのライドシェアの本質の一部を
検証した興味深いものと言えます。また、公共交通による利便性の低い地域における高齢者の
移動の問題を解決する可能性も示唆しています。
論文名 ：Comparative study on foreign drivers’ characteristics using traffic violation and
accident statistics in Japan
受賞者 ：Kento Yoh Tsutomu Okamoto Hiroto Inoi Kenji Doi
受賞理由：日本国内における外国人運転者による交通違反と交通事故のデータを統計的に分
析し、出身地域別の特徴を明らかにしたものです。外国人運転者の数が急速に増加している近
年、訪日外国人旅行者の受け入れを拡大していく上でも、外国人運転者による運転の安全性の
確保が重要な課題となっています。社会的に関心が高まっているテーマに対して、科学的な根
拠にもとづいて新たな視点から論じた実証研究として極めて優れています。また、国際交通安全
に関連する研究の発展に大きく寄与するものと考えられます。
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IV 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、各参加国の持続可能な交通・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。研修方針の進化については、新プログラム
の方向性に関する検討を行った。また、シンガポールの現地組織の再構築、対象国拡大に向け
インド現地組織との契約締結を行った。概要は、以下のとおりである。
1．IATSS フォーラム開催
第 57 回 IATSS フォーラム
期間 平成 29 年 5 月 20 日～7 月 8 日
第 58 回 IATSS フォーラム
期間 平成 29 年 9 月 23 日～11 月 11 日
研修生 35 名（男 12 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
3名
タイ
4名
ベトナム
4名
職業

官公庁
大学・教育機関
民間企業
その他（NGO 等）

9名
7名
14 名
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、先ず専門家の先生の講義を通してテーマ理解
を深めた後、「三重県鳥羽市の地域資源の保全と観光への活用を通した持続可能なまちづく
り」、「神戸市の阪神淡路大震災からの復興過程から学ぶレジリエンスのあるまちづくり」、「京
都市の伝統文化、技術の継承と現代への融合」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ることで、『持続可能な地域づくり』を実現する
には様々な分野からのアプローチが必要なことを学んだ。研修終盤では、各視察、講義から
学んだことを基に「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 29 年度（2017 年度）は、7 回の実行委員会を開催した。
第 114 回実行委員会（H29.04.19）
・フォーラム年間計画
・インド進捗共有＆シンガポール進捗共有
・フォーラム理念＆リーダー像の再提案＆意見交換
・国際同窓会準備の進捗共有
・日タイ 130 周年イベント情報共有
第 115 回実行委員会（H29.05.20）
・最終審査における先生方の役割について
・日本同窓会活動報告
・ラオス出張結果報告
・日タイ修好 130 周年イベント結果共有
・カンボジア同窓会プロジェクト提案の審議
第 116 回実行委員会（H29.07.08）
・2017 年度フォーラム施策について
・ラオス同窓会プロジェクト提案
・GIFTS との連携に関しての意見交換
・シンガポール事務局に関する情報共有
・アジズ氏表彰の件について確認
第 117 回実行委員会（H29.09.15）
・第 59 回、60 回フォーラム 2 次審査結果報告
・最終審査日程調整
・シンガポールの現状と今後
・インド事務局視察受け入れ
・日本同窓活動提案
第 118 回実行委員会（H29.11.11）
・最終審査スケジュール確認/来年度のエッセイテーマ
・シンガポール事務局の件
・インド参加の件 進捗・計画の共有 および 契約に関して
・フィリピン同窓会 活動提案の審議
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第 119 回実行委員会（H30.01.17-18）
・インド事務局 LEAD INDIA との契約
・最終審査結果共有
・シンガポール事務局の件
・同窓会活動提案
・山籠り（新プログラムの方向性）
第 120 回実行委員会（H30.02.07）
・シンガポール事務局契約締結
・新プログラムに関する意見交換
・IATSS とのコラボについての意見交換
4．IATSS フォーラム実行委員会
委員長 上條 俊介 （IATSS 会員／東京大学情報学環 准教授）
北村 友人 （IATSS 会員／東京大学大学院教育学研究科
学校教育高度化専攻 准教授）
中村 彰宏 （IATSS 会員／横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科 教授）
平岡 敏洋 （IATSS 会員／名古屋大学未来社会創造機構 特任准教授）
吉田 長裕 （IATSS 会員／大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）
IATSS フォーラム部会特別委員
足立 文彦 （金城学院大学 名誉教授）
溝田 勉
（長崎外国語大学 統括副学長）
5．現地委員会
フォーラム研修生選抜のための書類審査/最終面接審査を行った。
・4 名/国（合計 36 名）の研修生を選抜
1）IATSS フォーラム ミャンマー委員会
第 15 回委員会 （H29.11.25）
委員長
Zaw Min Win
（ミャンマー商工会議所連合会 会頭）
委員
Maung Maung Lay （ミャンマー商工会議所連合会 副会頭）
Aye Tun
（貿易会社 CEO）
Aung Zaw Oo
（IATSS フォーラム ミャンマー同窓会会長）
オブザーバー 笠井 良真
（在ミャンマー日本国大使館 一等書記官）
事務局
Pyai Pyai Pwint
（ミャンマー商工会議所連合会 47 回生）
2）IATSS フォーラム シンガポール委員会
第 31 回委員会 （H29.11.29）
委員長
George Abraham （GA グループ Ltd. 会長兼代表取締役）
委員
Lam Joon Khoi
（SMF シンガポール製造業者連盟 秘書室長）
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オブザーバー
アドバイザー
事務局

Benedict See Toh （スタンダードチャータード銀行 取締役）
Eli Chong
（IATSS フォーラム シンガポール同窓会会長）
杉田 明子
（在シンガポール日本国大使館 参事官）
茨木 健
（ブキバトドライビングセンター 所長）
Ng Wee Kok
（SMF）

3）IATSS フォーラム タイ委員会
第 33 回委員会 （H29.12.01）
委員長代理
Fairda Malem
Worrawan Asawakul
オブザーバー 崎谷 唯比古
アドバイザー
Rachnida Sangethongtong
事務局
Bajaree Sagunawongse
4）IATSS フォーラム ベトナム委員会
第 22 回委員会 （H29.12.02）
委員長代理
Nguyen Canh Binh
委員
Pham Xuan Hoan
オブザーバー 中馬 愛
アドバイザー
中島 基史
事務局
VU Huy Hoang

（天然資源環境省 DEQP 地球化学者）
（IATSS フォーラム タイ同窓会会長）
（在タイ日本国大使館 二等書記官）
（エイシャンホンダ 社会活動推進部）
（天然資源環境省 DEQP）

（アルファブック社長 IATSS フォーラム事務局長）
（IATSS フォーラム ベトナム同窓会会長）
（在ベトナム日本国大使館 二等書記官）
（ホンダベトナム）
（ベトナム インテレクチャル コーポレーションセンター）

5）IATSS フォーラム フィリピン委員会
第 27 回委員会 （H29.12.06）
委員長
Carol M. Yorobe
委員
Aileen S. P. Baviera
Mauro Ariel S. R. Yonzon
Cleofe Velasques-Ocampo
オブザーバー 田口 利行
アドバイザー
Delfin C. De Guzman
事務局
Mary Grace R. Poster

（科学技術省 事務次官）
（フィリピン大学教授）
（フィリピン文化センター副所長）
（IATSS フォーラム フィリピン同窓会会長）
（在フィリピン日本国大使館 専門調査員）
（ホンダカーズフィリピン）
（科学技術省）

6）IATSS フォーラム カンボジア委員会
第 19 回委員会 （H29.12.07）
委員長
Var Kim Hong
（国境問題上級相）
委員
Khim Leang
（現地事務局長 CJCC 所長）
Vann Bonida
（IATSS フォーラム カンボジア同窓会会長）
オブザーバー 松本 泉
（在カンボジア日本大使館 二等書記官）
事務局
大西 義史
（CJCC アドバイザー）
7）IATSS フォーラム マレーシア委員会
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第 34 回委員会 （H29.12.11）
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 CEO）
Lim Poh Aun
（IATSS フォーラム マレーシア同窓会会長）
オブザーバー 栗原 恵津子
（在マレーシア日本国大使館 一等書記官）
アドバイザー
SYAHRIL BIN M AZMI
（ホンダマレーシア副社長）
事務局
Rofina Yasmin Othman
（UMCIC 所長）
8）IATSS フォーラム ラオス委員会
第 18 回委員会 （H29.12.12）
委員長
Khampong Keoviphakone
委員
Chanthanom Theangthong
オブザーバー 清田 祐介
事務局
Sisomphone Tipanya

（ラオス青年同盟書記官）
（IATSS フォーラム ラオス同窓会会長）
（在ラオス日本大使館 三等書記官）
（ラオス青年同盟）

9）IATSS フォーラム インドネシア委員会
第 33 回委員会（H29.12.16）
委員長
Ridwan Gunawan
委員
Suprapti Sumarmo Markam
Abdi Hamdan
アドバイザー
木村 滋利
事務局
Daniarti Gumulja

（前インドネシアモーターサイクル協会会長）
（インドネシア大学 教授）
（IATSS フォーラム インドネシア同窓会会長）
（アストラホンダ 役員）
（インドネシア事務局）
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V 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 3 回国際フォーラム（GIFTS）の企画
・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 3 回国際フォーラムの企画を推進
・シンポジウムのサマリー及び当日発表 PPT 資料を GIFTS ホームページで公開した。
2）第 3 回 GIFTS 全日程実施概要
（1）シンポジウム（公開）：「公共交通と交通文化」
11月17日（金）13：30～17：15 国連大学3Ｆ ウ・タント国際会議場
開会挨拶：武内 和彦（IATSS 会長）
趣旨説明：大口 敬（IATSS 会員）
基調講演：David Sim（デンマーク）、太田 勝敏（IATSS 顧問）
司会：
古池 弘隆（IATSS 顧問）
パネリスト：David Sim（デンマーク）、太田 勝敏（IATSS 顧問）、Geetam Tiwari（インド）、
服部 圭郎（日本）
（2）ワークショップ（非公開）：「IATSS がよりアクティブに国際活動を発展させるために」
11月18日（土）10：30～16：30 国連大学5Ｆ エリザベス・ローズ
国際会議場趣旨説明：大口 敬（IATSS 会員）
司会：
北村 友人（IATSS 会員）
話題提供：
中村 英樹（IATSS 会員）、Nicola Christie（イギリス）、
Geetam Tiwari（インド）、 Marjan Hagenzieker（オランダ）
討論者：
中村 英樹（IATSS 会員）、Nicola Christie（イギリス）、
Geetam Tiwari（インド）、Marjan Hagenzieker（オランダ）
2）第 4 回国際フォーラム（GIFTS）の企画
・第 4 回日程は平成 30 年 11 月 2 日（金）～3 日（土）の 2 日間、会場は国連大学を予定
している。
・セッション構成は、第 1 日目午後にシンポジウム（公開）、第 2 日目午前～午後にワーク
ショップ（非公開）の予定である。来年度、プログラム構成・招聘者等の詳細を決定し開
催準備を進める。
3）平成 29 年度 実行委員会開催実績
第 1 回実行委員会（H29.04.12）
・第 1 回創 50 戦略会議ご意見の共有
・招聘候補者、セッション内容等検討
・今後の進め方
第 2 回実行委員会（H29.06.12）
・招聘者打診状況報告
・詳細スケジュール検討
・正式依頼状内容確認
・今後の進め方
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第 3 回実行委員会（H29.07.27）
・第 3 回 GIFTS 開催内容の検討
・中長期計画に関する討議
第 4 回実行委員会（H29.09.26）
・第 3 回 GIFTS 開催内容の検討
第 5 回実行委員会（H29.12.20）
・第 3 回 GIFTS 振り返り
・第 4 回 GIFTS テーマ及び骨子の検討
・中長期計画に関する討議
第 6 回実行委員会（H30.01.23）
・第 4 回 GIFTS テーマ及び骨子の検討
・中長期計画に関する討議
第 7 回実行委員会（H30.03.20）
・第 4 回 GIFTS テーマ及び骨子の検討
・中長期計画に関する討議
IATSS 国際フォーラム（GIFTS）実行委員会
委員長 大口 敬
（IATSS 会員／東京大学生産技術研究所 教授）
北村 友人 （IATSS 会員／東京大学大学院教育学研究科
学校教育高度化専攻 准教授）
中村 彰宏 （IATSS 会員／横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科 教授）
堀口 良太 （IATSS 会員／（株）アイ・トランスポート・ラボ 代表取締役）
吉田 長裕 （IATSS 会員／大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）
2．ATRANS（Asian Transportation Research Society）への業務委託
タイ（バンコク）に本拠地を置く ATRANS への研究調査の業務委託とバンコクにて開催された
カンファレンスを共催した。
1)業務委託
・下記 4 テーマを委託。その後、為替変動により調査予算の効果的な使用が必要になった
事から研究調査内容の親和性と合わせ、テーマ（4）を(1)に含めた 3 テーマに変更し納品
された。
(1）Development of compiled road safety data and analysis for safety research
(2）Exploratory Research on Risk Driving Behaviour and Factors Influencing Changes
Focusing on Students and Public Participation
(3）Comparative study of Traffic Accident Prevention among Older People between Urban
and Rural Area in The Northeastern of Thailand
(4）Lessons Learnt from Road Accidents in Thailand and Effective Road Safety Educations
in Japan Utilizing Activity-based Approach
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2）カンファレンス共催
(1)イベント名/テーマ：
10th ATRANS (Symposium) Annual Conferendce
/ TRANSPORTATION FOR A BETTER LIFE: Mobility and Road Safety Managemant
(2)開催日：平成 29 年 8 月 18 日
(3)場所 ：タイ（バンコク）
(4)構成 ：パネルディスカッション:6（登壇者：34 名）、研究発表：25 テーマ
(5)参加国・地域数：７（タイ、オーストラリア、日本、中国、インド、香港、フィリピン
(6)共催内容：武内会長による基調講演、パネル出展、ブース設立、IATSS ロゴ掲示など
3.ネットワーキング
外部調査による事務局への期待（様々な機関等とのネットワーキング強化）への対応として欧
米諸機関への訪問を通じたネットワーキングに着手した。
具体的にはグローバルネットワークを有する国際機関、NGO、基金、大学などの中から訪問
先を選定し、IATSS のネットワーキング構築に対するアドバイスや IATSS ができる貢献活動につ
いてディスカッションをもった。（欧州 4 機関、北米 4 機関）
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