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令和 3 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.令和 3 年度の特記すべき活動

1)創立 50 周年(2024 年)向けた国際性の強化

創 50 戦略会議を中心に国際性の高い事業の充実に努めているところであるが、「第 7 回国際

フォーラム(GIFTS)」においては、「交通文化の多様性と安全な社会の形成～Common Vision を

目指して」をテーマとしたシンポジウムを行った。新型コロナウイルス罹患防止の観点で完全リモ 

ート配信での実施となったが、海外 70 か国含め、約 200 名の視聴参加があった。 

また翌日にはワークショップを IATSS 関係者向けに開催した。多くの会員、関係者が参加する

中、JICA からの講演、GRATS 交流部会、研究部会の報告をうけ、シンポジウムで提案された

Common Vision を目指して、国際交通安全学会がどのように活動していくのか活発な討議が行

われた。 

2)出版事業の高度化

コロナ禍の中においても、出版事業を中心に対外的な情報発信に努めた。

IATSS Review / IATSS Research ともに当初の計画通り発刊を行い、IATSS Research について

は、投稿数、引用数の拡大等一定の進展が見られた。

3)IATSS フォーラム研修事業の中止

IATSS フォーラム部会では、新プログラムを準備し、研修生を迎える予定であったが、新型コロ

ナウイルスの影響を受けて研修生が来日することができず、春、秋の両バッチを中止した。
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5.主たる会議

1)評議員会

第 22 回評議員会(定時評議員会)(R03.06.14)

経団連会館 5 階パールルームおよびオンラインにて開催し、次の(1)、(3)、(4)項については

承認され、(2)項については決議された。 

(1)令和 2 年度事業報告および決算承認の件

(2)ホンダ開発株と本田技研工業株との交換についての決議

(3)評議員選任の件

(4)役員選任の件

第 23 回評議員会(臨時評議員会)(R04.03.14) 

経団連会館 5 階パールルームおよびオンラインにて開催し、次の(1)項について決議された。 

(1)令和 4 年度事業計画及び収支予算書承認の件

2)理事会

第 48 回理事会(通常理事会)(R03.05.25)

経団連会館 5 階パールルームおよびオンラインにて開催し、次の(1)については承認され、

(2)、(3)項については決議された。

(1)令和 2 年度事業報告及び決算書類等の承認の件

(2)ホンダ開発株と本田技研工業株との交換についての決議の件

(3)第 22 回評議員会(定時評議員会)招集の決議の件

第 49 回理事会(臨時理事会)(R03.06.14) 

経団連会館 5 階パールルームおよびオンラインにて開催し、次の(1)については選定され、

(2)、(3)項については決議され、(4)、(5)項については報告された。

(1)代表理事及び業務執行理事選定の決議

(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)会長基準改定の件

(5)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 50 回理事会（臨時理事会：みなし決議)(R04.02.25) 

理事 11 名から電磁的方法による全員の同意が得られ、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 23 評議員会開催の件

(2)第 43 国際交通安全学会賞承認の件

第 51 回理事会(通常理事会)(R04.03.14) 

経団連会館 5 階パールルームおよびオンラインにて開催し、次の(1)、(2)項については決議

され、(3)、(4)項については承認され、(5)項については報告された。 
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(1)IATSS フォーラム 40 周年事業特定費用準備資金保有の決議の件

(2)IATSS フォーラム事務所移転の決議の件

(3)令和 4 年度事業計画書及び収支予算書等承認の件

(4)新会員選任および会員再任承認の件

(5)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)創 50 戦略会議

「創 50 戦略会議」は、2015 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たものである。令和 3 年度は下記の事項について

審議し承認した。

(1)会議開催実績

第 1 回会議(R03.08.25)

・IATSS フォーラム部会企画委員会委員長より、調査研究プロジェクトに「IATSS フォーラム

連携プロジェクト」枠を新設する件につき、その背景や意義を含めて報告された。

・GRATS 委員長より、活動進捗が報告された。また、今年度までの GRATS 成果報告として、

IATSS Research での特集の形で発信される旨報告された。

・国際フォーラム実行委員会委員長より、第 7 回国際フォーラムの開催方針及び準備状況

が報告された。

・創 50 事業企画推進委員会委員長より、委員会発足の報告がなされた。

第 2 回会議(R03.10.19) 

・第 7 回国際フォーラムの企画概要と準備状況について事務局より説明され、GRATS 委員

長より、シンポジウムでのプレゼン内容について共有された。

第 3 回会議(R03.12.15) 

・来年度定年延長の対象となる会員 4 名の候補について審議が行われ、4 名とも定年延長

候補者として理事会に上申することと決定した。

・事務局より、GRATS の 3 年間の成果の振り返りと今後の展開案について報告された。

・事務局より第 7 回国際フォーラムの開催実績について、報告された。

・創 50 事業企画推進委員会委員長より、全体の展開計画について共有された。

第 4 回会議（R04.03.31） 

・国際フォーラム実行委員会委員長より、第 8 回国際フォーラムの方向性について報告さ

れた。

・GRATS 委員長より、3 年間の成果報告及び来年度の実施体制案が提案され合意された。

・創 50 戦略会議の活動振り返りが事務局より報告された。2024 年のアウトプットとその後の

展開を見据えた各事業運営の必要性の提案、および国際連携在り方検討グループ発足

の提案が事務局よりなされ、合意された。

・ポスト創 50 の国際社会（2030 年・2050 年）を念頭に活動を展開することが会長より提案さ

れ、合意された。
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(2)創 50 戦略会議メンバー(敬称略)

議長 中村 文彦 (IATSS 会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授) 

副議長 中村 彰宏 (IATSS 会員/中央大学経済学部 教授) 

小川 和久 (IATSS 会員/東北工業大学総合教育センター 教授) 

鎌田 聡 (IATSS 専務理事) 

上條 俊介 (IATSS 会員/東京大学情報学環 准教授) 

岸井 隆幸 (IATSS 理事/日本大学理工学部土木工学科 特任教授) 

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 教授) 

久保田 尚 (IATSS 理事/埼玉大学大学院理工学研究科 教授) 

武内 和彦 (IATSS 会長/(公財)地球環境戦略研究機関(IGES) 理事長、東京大学 特任教授) 

谷川 武 (IATSS 会員/順天堂大学医学部公衆衛生学教室 教授) 

谷川 佳隆 (IATSS 事務局長) 

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) 

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) 

橋居 賢治 (IATSS 常務理事) 

平岡 敏洋 (IATSS 会員/東京大学生産技術研究所 特任教授) 

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学科 教授) 

蓮花 一己 (IATSS 理事/帝塚山大学 学長) 

4)企画調整委員会

(1)新会員紹介イベントの企画・開催

令和 3 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 ： 令和 3 年 7 月 16 日 

場所 ： リモート開催 

内容 ： 新会員からのプレゼンおよび質疑 

新会員 ： 紀伊 雅敦氏、栗谷川 幸代氏、後藤 孝夫氏 

参加者 ： 41 名(新会員 3 名、役員・評議員 ５名、顧問 10 名、会員 18 名、協力会員 

5 名) 

(2)令和 4 年度新会員候補者の選考

当委員会での議論の結果、新会員候補を４名選考し、会長に上申した。

(3)学際研究者育成プログラム（協力会員制度）の凍結

前年度企画調整委員会からの申し送り事項であった協力会員制度の評価及び本格制度化

の検討を実施した。結果、本年度限りで制度を凍結することと決定し、IATSS 関係者及び協

力会員に通知した。

（4）IATSS フォーラム連携プロジェクト枠の新設

IATSS の基幹事業である研究調査事業と、IATSS フォーラム事業との太い連携を構築する目
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的で、新たにIATSSフォーラム連携プロジェクト枠を新設・募集することが委員会で提案され、

承認された。制度化の詳細については、令和4年度プロジェクト募集からの開始を目処に、

研究調査部会企画委員会に検討を一任した。 

（5）海外調査プロジェクトの新設

若手研究者の学際的・国際的調査研究活動を支援する目的で、新たに海外調査プロジェク

ト（若手研究者を特別研究員として募集し、各自のテーマに基づく海外調査実施を支援する

もの）を設置することが提案され、承認された。制度化の詳細については、令和4年度からの

プロジェクト開始を目処に、研究調査部会企画委員会に検討を一任した。 

(6)委員会開催実績

第 1 回委員会(R03.05.24)

・「人」委員会の発展的解消に伴う、今年度からの企画調整委員会の新たな役割責任及び

年間計画について確認した。

・各部会委員会の年間計画を共有した。

・新会員デビュートーク企画案を検討・決定した。

・令和 4 年度新会員候補選考方針を検討・決定した。

第 2 回委員会(R03.08.03) 

・新会員デビュートークの実施報告がなされた。

・令和 4 年度新会員候補者リスト 15 名について討議し、第一次選考の結果、6 名に絞り込

んだ。

・今期の収入増について事務局より状況が説明された。各部会において有効利用の検討

をしていただけるよう依頼し、次回具体案があれば提案いただくこととした。

・IATSS フォーラムと IATSS 本体との連携強化を目的とした IATSS フォーラム連携プロジェ

クト枠の設置提案がなされ、合意された。 

第 3 回委員会(R03.09.06) 

・令和 4 年度新会員候補選考について、前回 6 名に絞られた中から、最終的に 4 名の会

員候補を選定した。

・今期の収入増に関して、英文論文集編集委員会より、掲載論文数の増加に伴う増額申

請があり、了承された。

・若手研究者の国際的・学際的調査研究を支援する枠組みの設置が提案され、具体案を

検討することとなった。

・協力会員制度の効果検証、及び本格制度化について検討された。本日の議論を踏まえ

て論点、方向性を整理し、再度議論することとした。

・IATSS フォーラム連携プロジェクト枠の設置提案につき、制度化の詳細について研究調

査部会企画委員会で検討いただくこととなった。

第 4 回委員会(R03.11.12) 

・各部会委員会の進捗状況を共有した。
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・協力会員制度につき、前回の議論を踏まえた「企画調整委員会での審議のまとめ（案）」

が委員長より提案され、今年度末での制度凍結が検討された。検討の結果、原案の通り

進めることが決定された。

・若手研究者の国際的・学際的調査研究を支援する枠組みの設置の具体案として、「海外

調査プロジェクト」の概要が提示され、検討された。研究調査部会企画委員会で制度化の

詳細検討をすることとなった。

第 5 回委員会(R04.02.28) 

・各部会委員会の進捗報告及び年度末までの計画を共有した。

・今年度提案・承認された「IATSS フォーラム連携プロジェクト枠の新設」及び「海外調査プ

ロジェクトの新設」について、来年度からの実施として進行中であるとの報告がなされた。

・協力会員制度の凍結について、関係者に通知が完了したことが報告された。

(7)企画調整委員会メンバー（敬称略）

委員長 中村 文彦 (IATSS 会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授) 

小川 和久 (IATSS 会員/東北工業大学総合教育センター 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 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) 

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 彰宏 (IATSS 会員/中央大学経済学部 教授) 

平岡 敏洋 (IATSS 会員/東京大学生産技術研究所 特任教授) 

5)創 50 事業企画推進委員会

(１)委員会開催実績

第 1 回委員会(R03.07.29)

創 50 事業企画推進委員会のミッションと進め方について議論---創 50 事業企画のイメー

ジ(事務局案）をもとに議論 

第 2 回委員会(R03.09.14) 

創 50 事業企画推進委員会の進め方について継続議論 

第 3 回委員会(R03.10.26) 

創 50 事業企画推進委員会の進め方について継続議論 

第 4 回委員会(PL 会議)(R03.12.13) 

創 50 事業企画推進委員会の進め方について継続議論--- IATSS 創 50 事業活動計画 
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(2)委員会関連打合せ

・広報出版部会委員長打合せ（R03.11.12）

創立 50 周年に向け、広報出版部会学会誌編集委員会(レビュー)及び広報出版部会英文

論 　文集編集委員会(リサーチ)委員長に活動協力依頼をした。（土井委員長、平岡委員長、

上條委員長） 

・褒賞助成部会企画委員会委員長打合せ(R03.09.30)

創立 50 周年に向け、褒賞助成部会企画委員会委員長に活動協力依頼をした。（土井委

員長、小川委員長） 

・研究調査部会企画委員会委員長打合せ（R03.11.30）

創立 50 周年に向け、研究調査部会企画委員会委員長に活動協力依頼をした。(土井委

員長、谷川委員長) 

（3)企画委員会メンバー(敬称略)

委員長 土井 健司 （IATSS 会員/大阪大学） 

委員 大口 敬 （IATSS 会員/東京大学） 

篠原 一光 （IATSS 会員/大阪大学） 

小竹 元基 （IATSS 会員/東京大学） 

森本 章倫 （IATSS 会員/早稲田大学） 

矢ケ崎 紀子 （IATSS 会員/東京女子大学） 

吉田 長裕 （IATSS 会員/大阪市立大学） 

6)年次交流会

新型コロナ感染拡大防止のため中止とした。

6.その他

1)人事関連の登記事項

(1) 評議員

氏名 登記事項 登記日 

鈴木 麻子 6 月 14 日評議員辞任に伴う抹消登記 令和 3 年 7 月 8 日 

齊藤 毅 6 月 14 日評議員就任に伴う登記  令和 3 年 7 月 8 日 

(2) 理事

武内 和彦 6 月 14 日代表理事退任に伴う抹消登記 令和 3 年 7 月 8 日 

武内 和彦 6 月 14 日代表理事就任に伴う登記 令和 3 年 7 月 8 日 

竹内 弘平 6 月 14 日代表理事辞任に伴う登記 令和 3 年 7 月 8 日 

安部 典明 6 月 14 日理事就任に伴う登記  令和 3 年 7 月 8 日 

安部 典明 6 月 14 日代表理事就任に伴う登記 令和 3 年 7 月 8 日 

*重任に伴う登記情報は記載しておりません
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2)理事及び監事

(R04.03.31) 

役  職 〔勤務〕 氏 名（敬称略） 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〕 安部 典明 本田技研工業(株)執行役常務 

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〕 橋居 賢治 本田技研工業(株)主幹 

理  事 〔非常勤〕 遠藤 昭雄 〔文部科学省国立教育政策研究所長〕 

鎌原 俊二 〔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特任教授 

久保田 尚 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 

深澤 淳志 (一財)日本建設情報総合センター理事長 

〔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 

監  事 〔非常勤〕 鈴木 雅文 本田技研工業(株)取締役監査委員会委員 

平田 久美子 税理士/平田久美子税理士事務所 
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3)評議員

(R04.03.31) 

氏 名（敬称略） 現 職 

石附 弘 日本市民安全学会会長 

栗原 典善 OFFICE NORI 代表 

木場 宣行 (一社)日本自動車整備振興会連合会専務理事 

斎藤 毅 本田技研工業(株)執行職 

野田 健 (一財)全日本交通安全協会理事長 

野村 義人 (公財)三井住友海上福祉財団専務理事 

林 良嗣 中部大学持続発展・スマートシティ国際研究センター卓越教授 

深草 雅利 (公財)交通事故総合分析センター理事長 

宮田 年耕 首都高速道路(株)顧問 
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4)共催等

(1)共催

①14th ATRANS Annual Conference

～Transportation for a Better Life: Future Potential of 

Transportation and Urban Model Post Covid Era～ 

開催日 ：令和 3 年 12 月 17 日(金) 

場所 ：Millennium Hilton Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand 

主催 ：ATRANS (Asian Transportation Research Society)、(公財)国際交通安全学会 

(2)協賛

①令和 3 年春の全国交通安全運動

開催日 ：令和 3 年 4 月 6 日（火）～15 日（木）

主催 ：内閣府、警察庁、他 23 機関／団体 

②令和 3 年秋の全国交通安全運動

開催日 ：令和 3 年 9 月 21 日(火)～30 日(木)

主催 ：内閣府、警察庁、他 23 機関／団体 

③令和 3 年度 交通安全フォーラム 地域で子供を守る交通安全活動

開催日 ：令和 3 年 11 月 11 日(木)

Youtube ライブ配信 

主催 ：内閣府、山口県 

(3)後援

無し
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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．令和 2 年度研究調査報告会(R03.04.09)

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

計 163 名 

場所 ： オンライン開催 

報告テーマ ： 

2004C 都市の文化的創造的機能を支える公共交通の役割 

2006C 児童生徒等に対する効果的な交通安全教育を普及させるために何が必要か 

2041C 二輪車文化を活かし安全を基本とした ASEAN 地域の持続可能な交通まちづくりの 

提案 

2020 アジア地域における健康起因事故防止のための普及啓発活動の展開
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2．GRATS 

＜2101＞ 

創 50 戦略プロジェクトｰⅡ 
GRATS（Global Research Alliance on Traffic and Safety） 

(1) 研究目的と概要

本プロジェクトは平成 28 年から 3 年行われた創 50 プロジェクトⅠの発展的な調査研究

活動として、令和元年から着手された。主たる目標は、交通文化観点で国際比較調査を実

施するとともに、国内外の研究者や研究機関・国際機関と連携することにより、先進的な

交通政策を討議・提案するための共通のプラットフォームを構築することである。組織構

成は、全体会議のほか、国際的な比較研究を中心とした研究部会と各国との情報交流を目

的とした交流部会がある。 

研究部会では、各国の交通安全意識調査や統計データをもとに各国の交通死亡事故率と

特性を分析することにより、事故発生の因果構造モデルを作成し、因果構造の特定を行い、

3E とドライバーの行動意図を併せて「交通安全文化」と捉えられることを明示した。 

交流部会では、交通安全政策における国や国際機関の機能や活動実績を分類するととも

に、世界の交通安全の共通ビジョンと各国の具体的政策との関係の概念的モデルを提示し

た。同時に、国際協力機構（JICA; Japan International Cooperation Agency）等の内外

の機関とともに今後連携して活動すべき課題の検討を行い、共創的関係を構築した。また、

全体会議において、両部会の成果をもとに今後の活動方針について討議を行った。 

なお、上記成果に基づいて、GRATS 活動の報告と当学会の活動方針に関する討議が、国際

フォーラム GIFTS のシンポジウム/ワークショップ（令和 3 年 11 月 18 日、19 日）の場で

行われた。 

(2) 研究経過

【全体会議】

・第1回全体会議(R03.04.13)

全体の方針の確認と討議、昨年度の GIFTS の振返り、年度の計画案の共有を実施した。 

・第2回全体会議(R03.10.14)

今年度の GIFTS 準備状況のご報告、シンポジウム/ワークショップ進め方の協議を行った。 

・第3回全体会議(R04.03.18)

第 2 期の研究プロジェクト 3 ヶ年のとりまとめ、および第 3 期に向けての展開について協議を

行った。また、2022 年 UNRSC Meeting の報告も実施した。 

【交流部会】 

・第1回UNRSC Meeting(R03.04.22)

・第3回UNRSC Meeting(R03.07.01)

・臨時 UNRSC Meeting(R03.09.23)

・UNRSC Side Event(R03.10.15)

・第4回UNRSC Meeting(R03.10.18)

・2022 UNRSC Meeting(R04.02.03)

- 15 -



 

【研究部会】 

・第1回研究会(R3.07.14)

今年度の方針、IATSS Research 特集号の進捗状況、因果構造モデルの提示方針、GIFTS 

Workshop での報告内容について、情報共有および議論を行った。 

・第2回研究会(R3.10.11)

GIFTS Workshop での報告内容、国際 Workshop の開催計画、IATSS Research 特集号の進

捗状況について、情報共有および議論を行った。 

・International plenary meeting(R3.12.22)

因果構造モデル、IATSS Research特集号の進捗状況、国際Workshopの開催計画について、

情報共有および議論を行った。 

(3) プロジェクトメンバー

【全体会議】 

PL 森本 章倫 (IATSS 会員/早稲田大学理工学術院創造理工学部 教授) 

中村 英樹 

北村 友人 

鈴木 弘司 

土井 健司 

中村 文彦 

吉田 長裕 

特別研究員 

岸井 隆幸 

井上 勇一 

(IATSS 会員/名古屋大学大学院環境学研究科 教授) 

(IATSS 会員/東京大学大学院教育学研究科 教授) 

(IATSS 会員/名古屋工業大学社会工学科 准教授) 

(IATSS 会員/大阪大学大学院工学研究科 教授) 

(IATSS 会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授)      

(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)  

(IATSS 理事/日本大学理工学部土木工学科 特任教授） 

(IATSS 顧問) 

橋本 鋼太郎 (IATSS 顧問/(一財)首都高速道路技術センター 顧問） 

長田 哲平 (宇都宮大学地域デザイン科学部 准教授) 

康 楠  (南京工業大学交通運輸工程学院 副教授) 

北野 尚宏 (早稲田大学理工学術院  教授) 

小泉 幸弘 (独立行政法人 国際協力機構 (JICA) 次長) 

小園 智寛 (独立行政法人 国際協力機構 (JICA) 主任調査役) 

小柳 桂泉 (独立行政法人 国際協力機構 (JICA) 参事役) 

坂野 成俊 ((株)富士通総研 行政経営グループ 主任研究員) 

塩見 康博 (立命館大学理工学部 准教授) 

鈴木 一史 (群馬工業高等専門学校環境都市工学科  准教授) 

鳥海 梓 (東京大学生産技術研究所 人間・社会系部門 助教) 

濱田 禎 (国土交通省道路局道路交通安全対策室 室長) 

米谷 祐輝 (内閣府 交通安全企画調査専門職) 

オブザーバー

吉田 綾 (独立行政法人 国際協力機構 (JICA)) 
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【交流部会】 

部会長 森本 章倫 (IATSS 会員/早稲田大学理工学術院創造理工学部 教授) 

中村 文彦 

吉田 長裕 

特別研究員 

長田 哲平 

北野 尚宏 

小泉 幸弘 

小園 智寛 

小柳 桂泉 

坂野 成俊 

米谷 祐輝 

研究協力者 

王 愛琳 

(IATSS 会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授)      

(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) 

(宇都宮大学地域デザイン科学部 准教授) 

(早稲田大学理工学術院 教授) 

(独立行政法人 国際協力機構 (JICA) 次長) 

(独立行政法人 国際協力機構 (JICA) 主任調査役) 

(独立行政法人 国際協力機構 (JICA) 参事役) 

((株)富士通総研 行政経営グループ 主任研究員) 

(内閣府 交通安全企画調査専門職) 

(早稲田大学大学院修士課程) 

【研究部会】 

部会長 中村 英樹 (IATSS 会員/名古屋大学大学院環境学研究科 教授) 

鈴木 弘司 (IATSS 会員/名古屋工業大学社会工学科 准教授) 

特別研究員 

井上 勇一  (IATSS 顧問) 

橋本 鋼太郎 (IATSS 顧問/(一財)首都高速道路技術センター 顧問） 

康 楠 (南京工業大学交通運輸工程学院 副教授) 

塩見 康博 (立命館大学理工学部 准教授) 

鈴木 一史 (群馬工業高等専門学校環境都市工学科 准教授) 

鳥海 梓 (東京大学生産技術研究所 人間・社会系部門 助教) 

Ghassan Abu-Lebdeh (Professor, American University of Sharjah, UAE) 

Mohamed Shawky Ahmed (Associate Professor, Ain Shams University, Egypt) 

Wael K. M. Alhajyaseen (Associate Professor, Qatar University, Qatar) 

Nicola Christie (Professor, University College London, UK) 

Lorenzo Mussone (Associate Professor, Politecnico di Milano, Italy) 

Keshuang Tang (Professor, Tongji University, China) 

Tina Gehlert (German Insurers Accidents Research, Germany) 

Babak Mehran (Assistant Professor, Manitoba University, Canada) 

Wouter Van den Berghe (Director, Vias Institute, Belgium) 

Axel Wolfermann (Professor, Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences, Germany) 
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3．令和３年度研究調査プロジェクト 

令和３年度は、次の 9 件の研究調査プロジェクト等を実施した。 

《自主研究》 

2102C 広場・歩行空間における群衆行動の観測とその制御による安全性向上に関する研究 

2103B ウォーカブル・シティ評価手法の開発

2104A アジア地域における健康起因事故防止に関する国際比較研究

2107B 日本のラウンドアバウトデータベースと事例集の整備 

2108A 電動モビリティ混在下の安全快適な道路環境整備に関する研究 

≪行政・団体連携≫ 

2105A 中山間エリアの高校通学における交通課題の解決と教育的効果の測定 

《社会貢献》 

2120 都市の文化的創造的機能を支える公共交通のあり方についての提言 

2121 青少年に対する効果的な交通安全教育の普及促進活動 

2122 ASEAN 地域での速度認知に着目した二輪運転者の危険予測教育プログラムの開発 
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＜2102C＞ 

広場・歩行空間における群衆行動の観測とその制御による 

安全性向上に関する研究 

(1) 研究目的と概要

都市部の道路では、歩行者天国を伴う屋外イベントや、地震による公共交通機関の運行停止

などにより、突然、多くの歩行者が路上に出てくることがある。このような歩行者は群衆と呼ばれ、

歩行者の群集状態は事故や犯罪の原因になることが知られている。群集状態の危険の発生を防

ぐには、歩行者空間を確保して空間の使い方を予め想定することが必要だが、空間制御や歩行

者の流れを管理していないイベントでは、混雑の発生を予測することが困難な場合がある。 

群衆には定義と構成要素があるが、それらのうち、群衆の心理状態と人同士の相互作用を除い

た、構成要素を研究対象とした。群集状態の事例の一つとして、渋谷ハロウィンイベントを取り上

げた。このイベントは、主催者がおらず自然発生的なもので、広場や歩行空間において歩行者の

流れをコントロールすることがいかに難しいかを物語っている。混雑状況は、歩行者のスペースが

少ない日本の大型ターミナル駅周辺の商業エリアでよく見られるが、自動車やバス・タクシーの通

行する公共空間としての道路はあるが、このような予見できないイベントのために駅への道路アク

セスは完全に止めるわけにはいかない現状にある。また、歩行者のためのスペースが十分に確保

されておらず、警備にも莫大なコストがかかることから、このようなイベントの計画的開催についても

困難なことが多い。 

そこで、本研究では、3 年をかけて以下の内容を実施することとした。初年度は、大きな鉄道駅

の交通結節点における歩行者の混雑と交通事故や犯罪リスクの関係を調査するための研究レビ

ューを行った。また、渋谷ハロウィンのようないくつかのイベントを対象に、モバイルプローブデータ

（MPD）を用いてイベント時の混雑状況を調査した。このデータは、一般的なスマートフォンのアプ

リケーションから収集したデータを提供している携帯電話会社から入手したものである。これは、街

路ごとの歩行者の流れの全体像を把握し、適切な制御方法や介入機会を検討できる可能性があ

るため、このプロジェクトのメインテーマとなっている。 

2 年目には、英国マンチェスター大学において、犯罪と群集に関するハッカソンイベントを開催

した。また、音を用いた群衆・歩行者流動制御、デジタル画像からの物体検出による監視手法、群

集追跡手法などの最新の研究内容を研究メンバーと共有した。 

3 年目には、MPD を用いて中距離レベルの歩行者行動を分析した。また、群集の状況をより深

く分析するために、MPD と AI 画像解析手法を組み合わせた歩行者流動の可視化を試みた。加

えて、歩行者のための空間デザインの事例に関するワークショップを開催し、フランス・パリ市にお

ける公共主導による空間デザイン事例、イギリス・ロンドンのキングスクロス駅周辺における民間主

導の空間デザイン事例についてもレビューを行った。 

(2) 研究経過

・第 1 回研究会(R03.05.13)

メンバーの紹介、これまでの 2 年間の取り組み結果の共有を実施。

今年度の取り組みについての相談、および各事例紹介や海外広場の設計のヒアリングなど今

年度実施したい項目について依頼を実施した。 

- 19 -



 

・第 2 回研究会(R03.10.01)

流動人口データを用いた人流解析とその結果のフィードバックの共有。 

海外の歩行者空間設計事例調査の相談、認知側面/行動制御に関わる群集状態の調査につ

いての相談、国際ミニワークショップの開催について議論を実施した。 

・第 3 回研究会(R04.01.20)

ロンドン キングスクロスでの歩行空間プロジェクトのセミナーについて紹介。

パリでの歩行空間設計に関するセミナーについて紹介。 

アグープデータを使った分析事例の共有。

・第 4 回研究会(R04.02.21)

内部報告会の報告資料について共有、および議論を実施。 

・"Workshop on Road/Street Space Utilization and Mobility Design, 1st"

道路空間利活用とモビリティデザイン・ワークショップ(R04.03.11) 

Patricia Pelloux 氏（APUR：Atelier parisien d'urbanisme パリ都市計画局）に招待講演として 

「パリのモビリティと公共空間政策」の題目で講演を頂き、メンバーと議論を実施。 

・セミナー：ロンドン・キングスクロス駅周辺再開発と歩行者空間設計(R04.03.15)

再開発を実施しているキングスクロス駅周辺の空間づくりにおいては、旧貨物駅建物や運河を

再活用しながらも斬新なデザインを取り入れ、また歩行者の滞留性をも考慮している。プロジェ

クト概要や歩行空間づくりについて開発総括を担当する Argent 社の Partner である 

Will Colthorpe 氏(Partner, Argent (Property Development) Services LLP)にご講演を頂いた。 

(3) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 吉田 長裕 (IATSS 会員/大阪市立大学大学院工学研究科 准教授) 

今井 猛嘉 (IATSS 会員/法政大学法科大学院 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) 

小竹 元基 (IATSS 会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授) 

中村 彰宏 (IATSS 会員/中央大学経済学部 教授) 

平岡 敏洋 (IATSS 会員/東京大学生産技術研究所 特任教授) 

特別研究員 

海老澤 綾一 (警視庁交通部交通規制課 主査) 

大澤 彩  (法政大学法学部 教授) 

大須賀 美恵子 (大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部システムデザイン工学科 特任教授) 

長田 哲平 (宇都宮大学地域デザイン科学部 准教授) 

加登 遼  (大阪市立大学生活科学研究科 助教) 

鎌倉 快之 (大阪工業大学情報科学部情報システム学科 准教授) 

紀ノ定 保礼 (静岡理工科大学情報学部 講師) 

木村 貴彦 (関西福祉科学大学健康福祉学部 教授) 

塩見 康博 (立命館大学理工学部 准教授) 

椎名 啓雄 (警視庁交通部交通規制課 理事官) 

瀧澤 重志 (大阪市立大学生活科学研究科 教授) 

藤山 拓 (ロンドン大学交通研究所 准教授)
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松下 光範 (関西大学総合情報学部 教授) 

松村 真宏 (大阪大学大学院経済学研究科経営学系専攻 教授) 

山口 敬太 (京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 准教授) 

葉 健人 (大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 助教) 

Caroline Lebreton (法政大学大学院 研究生/兼任講師) 

Marjan Hagenzieker (デルフト工科大学・交通心理) 

Reka Solymosi (マンチェスター大学)

オブザーバー

石附 弘 (IATSS 評議員/警察庁 OB ) 
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＜2103B＞ 

ウォーカブル・シティ評価手法の開発

(1) 研究目的と概要

日本では急激な人口減少、超高齢化を迎え、都市のコンパクト化が進められている。しかし、た

だ単に都市をコンパクトにすれば良いわけではなく、都市の活力を維持し、魅力を向上させるため

に「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市再生が 2019 年に国土交通省に設置され

た懇談会で提唱され、2020 年度から「まちなかウォーカブル推進プログラム」がスタートすることに

なった。既に、全国で 323(2022 年 1 月末現在)の都市がウォーカブル推進都市として名乗りを上

げている。本研究はウォーカブルな都市(ウォーカブル・シティ)を横断的に評価する手法を明らか

にすることを目的とする。欧米の先進事例を参考にしつつ、日本の都市に適した評価手法を目指

す。 

【2021 年度(2 年目)の成果と今後の予定】 

〇国土交通省(オブザーバとして参加)ではウォーカビリティ指標の作成と試行が進んでいるた

め連携して研究を進めていくことになった 

〇ウォーカブル指標は、社会・経済・環境の持続可能性、健康、居住性の 3 つの視点から整理

することができた 

〇オーストリア・ウィーン市においてウォーカブルに関わる指標が、住居の取引価格に及ぼす影

響を明らかにした 

〇新型コロナウィルス感染症拡大を受けて、東京都心から郊外への人口移動が見られるため、

中央線沿線の自治体においてオンラインアンケートを実施し、居住地選択の要因を明らかに

するとともに、携帯の位置情報を用いた歩行行動の変化を分析予定 

【2022 年度に向けて】 

日本の都市に求められるウォーカブルのあり方を整理し、その評価手法を提案する 

(2) 研究経過

・第 1 回研究会(R03.05.21)

研究メンバーの自己紹介、昨年度の成果の共有、話題提供による議論を実施。 

・第 2 回研究会(R03.07.26)＋愛媛県松山市の視察(R03.07.26-27)

愛媛県松山市の視察の結果共有、話題提供による議論、次回視察の相談を実施。 

・第 1 回 WG 開催_AI 評価(R03.08.20)

AI を用いたウォーカブルの評価手法の話題提供と共同研究含めた研究内容の PR を実施。 

・第 2 回 WG 開催_ウィーン市評価(R03.08.27)

ウィーン市のデータ紹介、東京の居住者アンケートの分析例の紹介、生活拠点へのアクセス

についての分析例の紹介、および議論を実施。 

・第 3 回 WG 開催_AI 評価 2 回目(R03.09.03)

シャンゼリゼ CG 動画への AIHCE(SIEM)の適応について紹介、および議論を実施。

・第 4 回 WG 開催_ウィーン市評価 2 回目(R03.09.14)

ウィーン市の不動産、詳細データ紹介。今後の分析の方向性を相談。

- 22 -



 

・第 3 回研究会(R03.09.15) +香川県高松市の視察(R03.09.15-16)

香川県高松市の視察の結果共有、話題提供による議論を実施 

・第 5 回 WG 開催_ウィーン市評価 3 回目(R03.10.19)

分析の主要変数の説明、分析結果の共有、および議論を実施。 

・第 4 回研究会(R03.11.11)

イタリアの ZTL 事例紹介、2 月度の大分視察のご案内、富士吉田の AI 解析結果の紹介を実

施。 

・第 5 回研究会(R04.01.27)

Walkability インデックスについての話題提供と論文共有、今年度の取りまとめについて情報共

有を実施。また、オンラインアンケート、流動人口データの購入について議論を実施。 

・第 6 回研究会(R04.02.24)

来年度の研究プロジェクト申請書の概要を共有、IATSS Review 投稿の内容について共有、内

部報告会のプレゼンについて共有を実施。 

・第 6 回 WG 開催_ウィーン市評価 4 回目(R04.03.29)

ウィーンウォーカブル評価の手法、まとめを共有、また論文投稿に向けての進め方を議論。

(3) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 一ノ瀬 友博 (IATSS 会員/慶應義塾大学環境情報学部 教授) 

岩貞 るみこ (IATSS 会員/モータージャーナリスト) 

紀伊 雅敦 (IATSS 会員/香川大学創造工学部 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) 

松橋 啓介 (IATSS 会員/国立環境研究所社会環境システム研究センター 室長) 

馬奈木 俊介 (IATSS 会員/九州大学大学院工学研究院都市・交通工学講座 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学科 教授) 

特別研究員 

岩崎 寛 (千葉大学大学院園芸学研究科緑地環境学コース環境健康学領域 准教授) 

長田 哲平 (宇都宮大学地域デザイン科学部 准教授) 

小嶋 文 (埼玉大学大学院理工学研究科 准教授) 

柴山 多佳児 (ウィーン工科大学 研究員) 

田島 夏与 (立教大学経済学部経済政策学科 教授) 

鳥海 梓 (東京大学生産技術研究所人間・社会系部門 助教) 

村上 暁信 (筑波大学システム情報系社会工学域 教授) 

オブザーバー

宮川 武広 (国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室 課長補佐） 

荒金 恵太 (国土交通省都市局まちづくり推進課 専門調査官） 
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＜2104A＞ 

アジア地域における健康起因事故防止に関する国際比較研究

(1) 研究目的と概要

近年、運転者の健康状態が交通事故の主要な危険因子であることが報告されており、わが国

でも健康起因事故防止は交通事故対策の重要な課題と認識されている。しかし、特にアジア地域

において健康起因事故対策は未だ十分に行われていない。 

そこで本プロジェクトでは、2020 年度の社会貢献プロジェクトで作成した、「睡眠時無呼吸症候

群運転絵巻」「睡眠時無呼吸症候群と交通事故」「緑内障運転絵巻」「緑内障と交通事故」の 4 本

の普及啓発動画について、視聴後アンケートを実施し、普及啓発効果を検証することを目的とし

た。 

各種運輸関連団体や保険会社等の協力のもと、 「睡眠時無呼吸症候群運転絵巻」は 3,193 名、

「睡眠時無呼吸症候群と交通事故」は 313 名、「緑内障運転絵巻」は 3,061 名、「緑内障と交通事

故」は 277 名から回答を得た。アンケートの結果から、すべての動画において、9 割以上の方から、

動画の内容について「わかりやすかった」、「病気が原因となる交通事故防止の取り組みとして有

用だと思う」という回答を得た。また、動画を見たことにより、9 割以上の方が、「自身や身近な人が

睡眠時無呼吸症候群や緑内障の疑いがある場合に医療機関への受診を勧めようと思う」と回答し

た。尚、普及啓発動画は全国 51 カ所の都道府県警察へ配布され、運転免許試験場でも活用さ

れた。 

また、今年度は各動画の英語、中国語、タイ語版を作成し、ホームページに掲載した。次年度

以降、この外国語版を中国やタイで配信し、同様のアンケートを実施し、無呼吸や緑内障に起因

する交通事故に関する意識の違い等について国際比較を行うとともに、職業運転者を対象とした

日本型の睡眠時無呼吸症候群の検診モデルやクロックチャートによる視野障害のスクリーニング

について、アジア地域における実施可能性を検討する。 

(2) 研究経過

第 1 回研究会(2021.06.09)

・今年度のプロジェクト概要の説明

・成果物の内容について

第 2 回研究会(2021.08.24) 

・普及啓発アンケート項目の検討

・外国語版啓発ツールについての検討

第 3 回研究会（2021.11.08） 

・外国語版普及啓発動画作成の進捗状況

・普及啓発動画視聴後のアンケートについて

第 4 回研究会（2022.01.11） 

・外国語版普及啓発動画作成の進捗状況

・普及啓発動画視聴後のアンケートの中間報告

・次年度の展開
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(3) その他の活動

・「睡眠時無呼吸症候群運転絵巻」「睡眠時無呼吸症候群と交通事故」「緑内障運転絵巻」「緑内

障と交通事故」の 4 本の普及啓発動画について、英語、中国語、タイ語版を作成し、ホームペー

ジに掲載した。

(4) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 谷川 武 (IATSS 会員/順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学教講座 教授) 

浅野 水辺 (IATSS 会員/愛媛大学大学院医学系研究科法医学講座 教授) 

大口 敬 (IATSS 会員/東京大学生産技術研究所 教授) 

太田 和博 (IATSS 会員/専修大学商学部 教授) 

岡村 和子 (IATSS 会員/科学警察研究所 交通科学部 交通科学第二研究室 室長) 

高橋 正也 (IATSS 会員/（独）労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センター センター長) 

特別研究員 

国松 志保 (医療法人社団済安堂 西葛西・井上眼科病院 副院長) 

佐藤 准子 (順天堂大学医学部公衆衛生学講座 助教) 

白濱 龍太郎 (順天堂大学医学部公衆衛生学講座 非常勤講師) 

奥山 祐輔 (黒井産業（株）黒井交通教育センター マネージャー) 

友岡 清秀 (順天堂大学医学部公衆衛生学講座 助教) 

ミョー ﾆｴﾝ ｱﾝｸﾞ （順天堂大学 健康総合科学先端研究機構 特任准教授）

和田 裕雄 (順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座 先任准教授) 

朱 沁曄 (順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座 修士課程) 

謝敷 裕美 (順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座 修士課程) 

福島 史人 (自治医科大学附属さいたま医療センター救急科 医師) 

金会庆 (安徽三联事故予防研究所所長) 

研究協力者 

田島 朋知 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座 博士課程） 

崎山  紀子 （順天堂大学医学研究科公衆衛生学講座 非常勤助教） 

大貫 慧介 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座 博士課程） 

オブザーバー

安原 幸生 （国土交通省自動車局安全政策課 安全管理室 係長） 

小林 照秀 (警察庁交通局交通企画課法令係 係長) 

角 和晃 (警察庁交通局運転免許課 講習係長) 

汐見 友宏 (警察庁交通局運転免許課 係長) 
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＜2105A＞ 

中山間エリアの高校通学における交通課題の解決と教育的効果の測定 

(1) 研究目的と概要

大阪府立豊中高等学校・能勢分校は、中山間エリアに位置する学校であるが、文部科学省の

スーパーグローバルハイスクール（SGH）に指定されるなど、グローバルな視点から様々な教育活

動に取り組んでおり、地域での進学希望者も多い。しかし、同校の課題として、「通学課題」が挙げ

られ、近年では進学希望者が通学を理由に入学を断念するなど、入学者の減少・定員割れが続

いている。現在、徒歩や路線バス、自動車での送迎といった通学手段があるが、それ以外は自転

車通学が最終的な手段となっている。ただし、自転車通学においては、安全面で中山間エリア特

有の多くの課題を抱えている。

今回、高校生に電動アシスト付き自転車（e-bike）という新たな交通手段を提供することで、交通

のあり方の学習支援により課題解決力の向上を目指すとともに、地域課題全体の解決への展開を

図った。とくに、2 年間の研究成果にもとづき、最終的な成果として高校生たち自身による「交通安

全に関する提言」をまとめ、能勢町役場に提出することを目指している。この提言にもとづき、今後、

能勢地区における交通安全施策の改善が行われることを期待している。 

今年度は、主に２つの研究を実施した。第一の研究である「交通工学的アプローチ」の研究で

は、交通安全ワークショップ（以下、WS）において、異なる２つの手法を用意し、自己評価による生

徒の心理的リアクタンス面と客観評価による交通行動の前後比較により、交通安全 WS の効果を

検証し、具体的な交通安全教育・学習に関する知見を得ることを目的とした。「交通工学的アプロ

ーチ」の研究では、WS を通して自らの運転行動を可視化したことで、交通ルールの順守率が多

少増加し、リスクのある場面における回避挙動の頻度が上昇した。また、「都市計画・交通計画的

アプローチ」の研究では、通学路の危険個所を認識すると共に、自転車の視点・自動車の視点・

まちづくりの視点といった多様な視点からの問題発見および提案がなされた。

(2) 研究経過

・第 1 回研究会(R03.05.17)

本研究調査プロジェクトの概要と方針説明 

大阪府立豊中高等学校能勢分校の通学課題の共有 

・第１回生徒対象説明会(R03.07.15)

大阪府立豊中高等学校能勢分校地域魅力化クラブの生徒達との顔合わせ 

年間活動計画の説明 

Google フォームを利用したアンケート調査の説明 

・コアメンバー打合せ(R03.08.05)

アンケート調査内容および実施方法の打合せ

・コアメンバー打合せ(R03.08.06)

交通行動調査及びワークショップの検討 

交通インフラワークショップの検討 

・事前アンケート調査(R03.08.23)

・第 2 回生徒対象説明会(R03.08.30)

年間活動計画更新版の説明 

電動アシスト付き自転車通学開始後の交通行動記録の説明 
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・第 3 回生徒対象説明会(R03.10.26)

交通行動調査ワークショップの説明 

交通インフラワークショップの説明 

・第 2 回研究会(R03.11.26)

電動アシスト付き自転車通学の状況報告 

交通行動記録の共有 

・交通行動調査ワークショップ(R03.12.21)

・第１回自転車安全研修(R04.01.14)

・交通インフラワークショップ(R04.01.17)

・第 3 回研究会(R04.02.22)

今年度の研究成果の報告 

内部報告会に向けての発表資料の共有 

・事後アンケート調査(R04.03.04)

・第 2 回自転車安全研修(R04.03.08)

(3) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 北村 友人 (IATSS 会員/東京大学大学院教育学研究科 教授） 

大森 宣暁 (IATSS 会員/宇都宮大学地域デザイン科学部 教授） 

土井 健司 (IATSS 会員/大阪大学大学院工学研究科 教授） 

馬奈木 俊介 (IATSS 会員/九州大学大学院工学研究院都市システム工学講座 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 

猪井 博登 (富山大学都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 准教授） 

奥山 祐輔 (黒井産業㈱ 黒井交通教育センター本部マネージャー） 

神田 直弥 (東北公益文科大学 学長） 

柴山 多佳児 (ウイーン工科大学交通研究所 研究員） 

中井 宏 (大阪大学大学院人間科学研究科 准教授） 

山口 直範 (大阪国際大学人間科学部人間健康科学科 教授） 

山﨑 瑛莉 (上智大学グローバル教育センター 講師） 

岸上 祐子 (九州大学大学院工学研究院  特任助教） 

葉 健人 (大阪大学大学院工学研究科 助教） 

内田 千秋 (大阪府立豊中高等学校能勢分校 教頭） 

矢立 智也 (大阪府豊能郡能勢町役場 総務部総務課） 

榎原 友樹 (能勢・豊能まちづくり 代表取締役） 

永井 克治 (能勢・豊野まちづくり 地域サービス開発部） 

オブザーバー

菅原 亮 (大阪府立豊中高等学校能勢分校 代表 准校長） 

上西 将司 (大阪府立豊中高等学校能勢分校 地域魅力化クラブ顧問教諭） 

研究協力者 

周 純甄 (大阪大学大学院工学研究科 博士課程 2 年） 

大塚 優作 (大阪大学大学院工学研究科 修士課程 1 年） 
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＜2107B＞ 

日本のラウンドアバウトデータベースと事例集の整備 

(1) 研究目的と概要

平成 21 年度より IATSS の研究調査プロジェクトでラウンドアバウト(ＲＡＢ)の実用展開に着手し

て以来、全国各地で整備事例が増加している。これらの RAB においては、その構造や用途、交

通条件、適用場面などにおいて、様々な特徴を有するものが出てきているものの、それらの全体

像は必ずしも十分明らかになっていない。そこで本プロジェクトでは、信頼性の高いデータベース

(DB)を整備し、日本の RAB 事例の体系的整理を図ることを目的とした。これより、日本での実態評

価が可能になるとともに、計画・整備の経緯や技術的検討に関わるアーカイヴとして、今後の RAB

整備に際して行政上・実務上貴重な情報を提供することができる。 

本年度は、昨年度に引き続き各地の RAB のデータを収集し、全国 130 箇所の RAB を DB に

収録した。本 DB から得られる各 RAB の約 100 項目のデータに関する統計的分析により、日本の

RAB の特徴を定量的に把握することが可能となった。また、この RAB-DB を用いて、構造上の特

徴分析、立地特性による分類、各ラウンドアバウトの評価(構造、適用場面、景観、総合の各項目

による評点)を行い、わが国の RAB の整備実態を明らかにした。また、RAB-DB から 30 箇所程度

の代表的なものを抽出し、導入経緯、まちづくり、合意形成、設計、施工、維持管理などの観点か

ら事例を整理することにより、これらの特徴について考察した。 

(2) 研究経過

・現地調査(R03.04.05～06)

ヒヤリング（高森町役場、飯田市役所、飯田国道事務所）

ラウンドアバウト視察（高森町、飯田市）

・第 1 回研究会(R03.06.01)

研究方針の確認・議論 

現地ヒヤリング調査の計画検討 

・現地調査(R03.07.02)

ヒヤリング（松前町役場）

ラウンドアバウト視察（松前町）

・現地調査(R03.07.27～28)

ヒヤリング（福井県庁、伊賀市役所）

ラウンドアバウト視察（大野市、米原市）

・第 2 回研究会(R03.08.30)

現地調査結果報告 

データベース作成に関する議論 

データベースを用いたラウンドアバウトの評価と事例取りまとめ方針に関する議論 

・現地調査(R03.09.15)

ヒヤリング（北九州県土整備事務所）

ラウンドアバウト視察（宗像市）

・第 3 回研究会(R03.10.26)

現地調査結果報告 
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項目別とりまとめ案の中間報告と議論 

評価システムについてのプレ調査結果報告と議論 

・第 1 回評価部会(R03.11.08)

評価案の検討・作成 

・現地調査(R03.11.10～12)

ヒヤリング（亘理町役場、新地町役場、名取市役所）

ラウンドアバウト視察（亘理町、新地町、名取市、東松島市、村山市）

・第 2 回評価部会(R03.11.16)

評価案の検討・作成 

・第 3 回評価部会(R03.11.30)

評価案の検討・作成 

・第 4 回研究会(R04.01.06)

項目別とりまとめ案の中間報告と議論 

評価部会の活動報告と議論 

現地調査結果報告 

とりまとめ方針に関する議論 

・第 5 回研究会(R04.02.21) 

データベースを用いた現状分析に関する議論 

データベースの公開イメージに関する議論 

内部報告会の発表方針の検討 

(3) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 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) 

鈴木 弘司 (IATSS 会員/名古屋工業大学社会工学科 准教授) 

永田 潤子 (IATSS 会員/大阪市立大学大学院都市経営研究科 教授) 

浜岡 秀勝 (IATSS 会員/秋田大学大学院理工学研究科システムデザイン工学専攻 

土木環境工学コース 教授) 

特別研究員 

阿部 義典 (国際航業㈱ インフラマネジメント事業部 道路計画担当部長) 

井料 美帆 (名古屋大学大学院環境学研究科 准教授) 

奥城 洋 (セントラルコンサルタント㈱東北支社技術第 1 部 道路第 2 グループ長)

康 楠 (南京工業大学交通運輸工程学院 副教授) 

神戸 信人 (㈱オリエンタルコンサルタンツ交通運輸事業部 副事業部長) 

小林 寛 (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 室長) 

下川 澄雄 (日本大学理工学部 教授) 

高瀬 達夫 (信州大学工学部 准教授) 

高橋 健一 (三井共同建設コンサルタント㈱道路・橋梁事業部道路第一部 部長) 

張 馨 (名古屋大学大学院環境学研究科 特任助教) 

松村 みち子 (IATSS 顧問/タウンクリエイター 代表) 

溝田 景子 (㈱建設技術研究所九州支社道路･交通部 主任) 

宮坂 好彦 (㈱建設技術研究所東京本社道路･交通部 グループリーダー) 
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宗広 一徳 ((国研)土木研究所寒地土木研究所寒地交通チーム 主任研究員) 

吉岡 慶祐 (日本大学理工学部 助教) 

米山 喜之 (㈱長大社会基盤事業本部第 1 道路部 担当部長) 

渡部 数樹 (㈱オリエンタルコンサルタンツ関東支社交通政策部 担当次長) 

オブザーバー

牧内 一司 (飯田市建設部地域計画課 課長） 

近藤 益生 (飯田市建設部地域計画課 課長補佐) 
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＜2108B＞ 

電動モビリティ混在下の安全快適な道路環境整備に関する研究 

(1) 研究目的と概要

電動キックボード，座り乗りの超小型モビリティなど，様々な電動モビリティが開発され，安全快

適な交通社会を実現するための次世代モビリティとしての普及が期待されている．しかし，わが国

では新たなモビリティに対する受容性，既存モビリティとの混在により生じ得る歩道・車道上の安全

性への問題，法的な整備や通行空間の議論など検討すべき課題が存在する． 

本研究では，国内外の調査により，上記モビリティをわが国に導入する際にクリアすべき障壁を

明らかにする． 

プロジェクト 2 年目の活動として，既存モビリティとの混在実験を通じて，電動キックボードと他者

とのインタラクションや利用者不安感の関係を分析した．また，海外の文献調査により電動キックボ

ードを取り巻く法的課題を整理しつつ，電動モビリティに関する利用者の受容性や自治体の課題

認識を分析した．その結果，電動キックボードの希望走行位置は，普段の自転車の走行位置に

影響を受けること，普及条件としては，専用走行空間の整備，電動キックボードに対する周辺自動

車・歩行者の交通ルールの整備が必要といった知見を得た．また，歩道や車道では 1m～1.5m 程

度の離隔距離があることで電動キックボード混在時の不安感が低くなること等がわかった． 

今後は，2 年間の検討成果をもとに，海外研究者とワークショップを行うことや，各種電動モビリ

ティ混在下の歩道，車道空間において，複数主体が安心して利用できる歩道および車道空間整

備のあり方についての検討を進める． 

(2) 研究経過

・第 1 回研究会（R03.05.19）

昨年度の取り組み概要の報告 

WG1「WEB アンケート調査結果」の報告 

WG1「WEB アンケート調査結果」の報告 

今後の進め方の概要について 

・第 2 回研究会（R03.08.25）

プロジェクトの進め方（WG の進め方） 

各 WG の進捗報告 

・第 3 回研究会（R04.01.12）

各 WG の進捗報告（WG4，WG2，WG5，WG1，WG3） 

プロジェクトの本年度の取りまとめ 

・第 4 回研究会(R04.02.24)

内部報告会資料について 

次年度プロジェクトの企画について 

(3) その他の活動

・警察庁との意見交換(R03.04.07)

・WG 打合せ（WG3(観測 G)，WG5(混在 G)）(R03.04.28)

・WG1 第 1 回打ち合わせ（R03.07.30）
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・電動キックボード Pre 実験（於群馬高専）(R03.11.01-02)

・電動キックボード本実験準備（於名工大）(R03.11.26-28)

・電動キックボード本実験準備（於名工大）(R03.12.01-12)

・電動キックボード本実験準備（於名工大）(R03.12.18)

・電動キックスケーター路上実験(於日大)(R04.02.16-17)

・電動キックボード VR 実験（於群馬高専）（R04.01.24）

・WG1 第 2 回打ち合わせ(R04.02.01)

・WG1 第 3 回打ち合わせ(R04.02.09)

・電動キックボードに関する海外調査(アンケート調査---ロンドン)（R04.03）

(4) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 鈴木 弘司 (IATSS 会員/名古屋工業大学 社会工学科 准教授) 

小川 和久  (IATSS 会員/東北工業大学 教職課程センター 教授) 

小竹 元基  (IATSS 会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授) 

関根 太郎  (IATSS 会員/日本大学 理工学部 教授) 

特別研究員 

猪井 博登 （富山大学大学院 理工学研究部 准教授） 

井料 美帆 （名古屋大学大学院 環境学研究科 准教授） 

柴山 多佳児 （ウイーン工科大学交通研究所 研究員） 

鈴木 一史 （群馬工業高等専門学校 環境都市工学科 准教授） 

鈴木 立人 （ロンドン大学 研究技官）

高田 実宗 （駒澤大学法学部 准教授） 

吉岡 慶祐 （日本大学 理工学部 助教） 

Alhajyaseen Wael （カタール大学 准教授）

オブザーバ

井澤 雄介 （警察庁交通局交通企画課 課長補佐） 

森下 春奈 （警察庁交通局交通企画課 係長） 

研究協力者 

伊藤 大貴 （名古屋工業大学大学院 博士後期課程） 
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＜2120＞ 

都市の文化的創造的機能を支える公共交通のあり方についての提言 

(1) 研究目的と概要

未来の都市のあり方を考えるにあたり、都市はサステナブルかつクリエイティブであるべきで、文

化的かつ創造的な機能・活動の集積の重要性は大きい。派生する交通需要の受け皿、かつそれ

らを誘引・誘導する仕掛けとしての公共交通の役割を明らかにすることを目的に、3 年間取り組ん

できた活動成果について、書籍にまとめて出版し、シンポジウムをあわせて開催することで、社会

貢献に資することを目的とする。 

書籍については、ウェブアンケートの結果と考察（第 1 章）、東京の歴史を軸とした座談会（第 2

章）、劇場立地等都市計画的な視点での考察（第 3 章）、3 年間のプロジェクトで実施した、ロンド

ン、ニューヨーク、ウィーンへの視察結果（第 4 章）、都市デザインと都市交通のつながりを軸とした

座談会（第 5 章）、ケーススタディとして取り組んだ富山についての考察と提言（第 6 章）、全体とり

まとめの座談会（第 7 章）、そして最終的な提言（第 8 章）で構成した。 

シンポジウムについては、東京と、ケーススタディ都市の富山での 2 回開催とし、東京では、書

籍タイトルの中の余韻と都市の議論を中心に、富山では、プロジェクト内で実施したワークショップ

参加者を招待したパネルディスカッションで富山への期待を中心とした議論ができるように設定し、

いずれもオンライン開催(関係者のみ対面参加)で公開で実施した。 

以上の活動を通じて、3 年間の研究プロジェクト成果の社会貢献は十分に達成できた。 

(2) 研究経過

・第 1 回研究会(R03.04.28)

本年度の活動の目的と計画についての確認 

書籍構成案の検討 

・第 2 回研究会(R03.12.13)

書籍出版の進捗報告と要検討事項の確認 

シンポジウムの計画検討

・出版記念シンポジウム(R04.03.08)

OAG ホール(東京都港区)にて開催(オンライン開催、関係者のみ対面参加) 

構成は、基調講演(生島ヒロシ氏)、出版に寄せてのメッセージ、書籍紹介、パネルディスカッシ

ョン、クロストークと音楽演奏 

・書籍発行(R04.03.15)

『余韻都市――ニューローカルと公共交通』を鹿島出版会より発行 

・富山シンポジウム(R04.03.28)

富山市民プラザ(富山県富山市)にて開催(オンライン開催、関係者のみ対面参加) 

構成は、出版報告、パネルディスカッション、クロストークと音楽演奏 

(3) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 中村 文彦 (IATSS 会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授) 

紀伊 雅敦 (IATSS 会員/香川大学創造工学部 教授) 

後藤 孝夫 (IATSS 会員/中央大学経済学部 教授) 
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斎藤 誠 (IATSS 会員/東京大学大学院法学政治学研究科 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) 

藤井 聡 (IATSS 会員/京都大学大学院都市社会工学専攻 教授) 

馬奈木 俊介 (IATSS 会員/九州大学大学院工学研究院都市・交通工学講座 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 

白石 真澄 (IATSS 顧問/関西大学政策創造学部 教授) 

橋本 鋼太郎 (IATSS 顧問/(一財)首都高速道路技術センター 顧問) 

松村 みち子 (IATSS 顧問/タウンクリエイター 代表) 

生島 翔 (（株）生島企画室) 

猪井 博登 (富山大学都市デザイン学部 准教授) 

川端 祐一郎 (京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 助教) 

出口 敦 (東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授) 

三浦 詩乃 (東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任助教) 

吉見 俊哉 (東京大学大学院情報学環 教授) 
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＜2121＞ 

青少年に対する効果的な交通安全教育の普及促進活動 

(1) 研究目的と概要

児童生徒主体の教育活動が、より一層社会に普及し定着することを目的とする。そのため、次

の活動を展開し、社会実装の実現を試行する。 

①褒賞助成制度を活用した普及促進：児童生徒が主体となった教育活動の継続を支援するた

め、将来的に発展が見込める活動を表彰する。

②社会実装を志向した継続的活動を支援する仕組み：教材の作成支援、指導・学習方法に関

するサポートを提供する。

①については、高知県 A 小学校での通学路に関する調査分析と地域への発信の活動、および

「みやぎ高校生サイクルサミット 2021」での実践報告と生徒間の意見交流の活動に貢献した児童

生徒および若手教員を交通安全マイスターとして表彰することとした。 

②については、交通安全ポータルサイトを制作し、教材提供など、学校現場で活用されるコン

テンツの充実化を目指した。

(2) 研究経過

第 1 回研究会(R03.05.17)  リモート開催

・令和 3 年度の調査研究活動計画について

みやぎ高校生サイクルサミット(R03.08.20) リモート開催 

・宮城県警察本部および宮城県教育委員会と IATSS の 3 団体で本サミットを共催

・須崎総合高校、富谷高校、盛岡工業高校の発表を通じた生徒主導の交通安全施策議論の

ファシリテーション

第 2 回研究会(R03.12.07)  リモート開催

・みやぎ高校生サイクルサミットの振り返り

・土佐市立蓮池小での教材開発について

・教材配信のポータルサイト製作について

第 3 回研究会(R04.03.02)  リモート開催

・内報資料について

・交通安全マイスター制度の受賞候補について

・交通安全マイスター制度の推薦状案について

(3) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 小川 和久 (IATSS 会員/東北工業大学教職課程センター 教授) 

北村 友人 （IATSS 会員/東京大学大学院教育学研究科 教授） 

鈴木 弘司 （IATSS 会員/名古屋工業大学大学院工学研究科 准教授） 

岡村 和子 （IATSS 会員/科学警察研究所 交通科学部 交通科学第二研究室 室長） 
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特別研究員 

(早稲田大学人間科学学術院 教授) 

(東北公益文科大学 学長) 

(東北工業大学都市マネジメント学科 教授) 

(大阪大学大学院人間科学研究科 准教授) 

(黒井産業（株）黒井交通教育センター センター長) 

(（㈱ムジコ・クリエイト交通安全事業本部開発推進部） 

(（株）ムジコ・クリエイト交通安全事業本部開発推進部 シニアスーパーバイザー) 

(高知県土佐市立蓮池小学校 校長) 

加藤 麻樹 

神田 直弥 

菊池 輝    

中井 宏    

奥山 祐輔 

名古屋 武一 

平田 大輔 

吉門 直子 

森本 晋也 (文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育調査官 安全教育

調査官) 

松村 みち子 (IATSS 顧問 タウンクリエイター) 

Alhajyaseen Wael (カタール大学 准教授)

小嶋 文 (埼玉大学大学院理工学研究科 准教授) 
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＜2122 社会貢献＞ 

ASEAN 地域での速度認知に着目した二輪運転者の危険予測教育プログラム

の開発 

(1) 研究目的と概要

本社会貢献プロジェクトでは、過去３ヵ年の 2041 プロジェクトの成果を踏まえ、速度認知に着目

した二輪運転者への危険予測に関する教育プログラムのツールを開発した。過去のプロジェクト

では，ASEAN 地域において二輪車メーカーが主導し、行政・地域・家庭を包摂する「交通安全文

化共創モデル」の必要性と社会的意義を明らかにした。この共創モデルは、ASEAN 地域の交通

安全対策の課題であるエンフォースメント（取締り）の不足を補う役割をも果たしている一方で、エ

ビデンスに基づく事故実態の把握、および速度超過の抑制・運転者の認知については十分に対

応できていないことが浮き彫りにされた。 

そこで、本年の社会貢献プロジェクトにおいては、ドローン空撮と AI によるモーション・パターン

学習に基づき、二輪事故の多発交差点での動的なリスク評価を実施し、特に危険を予測すべき

状況の可視化とダッシュボード化を行った。加えて、事故リスクを低減させる重要な要素の一つで

ある危険予測のうち、認知に焦点を当てたアニメを用いた安全運転啓発ビデオを制作した。この

ビデオは、速度認知のエラーを解説し、様々な運転状況における注意資源の配分を可視化する

ことで、正確な認知のためのポイントをわかりやすく解説している。さらに、現地の若者を模したア

ニメキャラクターと、鈴鹿サーキット交通教育センターの協力の下撮影した実際の運転映像を用い、

動画への関心を高める工夫を行ったとともに、交通事故が当事者だけでなく、家族や知人、社会

へも影響を与えることを強調し、安全運転への共感を促す仕掛けを施した。本年度は、以上のよう

な危険予測教育に関わるツールおよびコンテンツを開発した。 

(2) 研究経過

・今年度の進め方：コアメンバー打ち合わせ(R03.04.07)

・第 1 回研究会（R03.05.27）

・今年度の活動計画共有

・話題提供 山口先生「日本の二輪安全運転教育の状況・内容」及び質疑

・話題提供 稲垣先生「埼玉県での組織的な安全運転教育について」及び質疑

・動画撮影の進め方：コアメンバー打ち合わせ（R03.06.28）

・動画撮影の計画：コアメンバーと鈴鹿所長打ち合わせ（R03.07.29）

・第 2 回研究会(R03.08.05)

・話題提供 福田先生「アジア都市におけるオートバイ運転者の安全意識と運転行動の比較」

及び質疑

・話題提供 周さん「台湾の二輪安全運転教育の状況・内容」及び質疑

・動画の制作スケジュール共有

・鈴鹿交通教育センター撮影コース視察（R03.08.23-24）

・動画シナリオ：コアメンバー打ち合わせ（R03.09.08）

・動画撮影＠鈴鹿打ち合わせ（R03.09.28）

・動画撮影＠鈴鹿実施（R03.10.08）
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・動画絵コンテ打合せ（R03.10.27）

・動画絵コンテ打合せその 2（R03.11.12）

・動画ベトナム語絵コンテ録音実施（R04.01.23）

(3) プロジェクトメンバー(敬称略)

PL 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) 

上條 俊介 (IATSS 会員/東京大学情報学環 准教授) 

紀伊 雅敦 (IATSS 会員/香川大学創造工学部 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 教授) 

関根 太郎 (IATSS 会員/日本大学理工学部機械工学科 教授） 

高橋 正也 (IATSS 会員/(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究セン

ター センター長)

馬奈木 俊介 (IATSS 会員/九州大学大学院工学研究院都市・交通工学講座 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 

井上 勇一 (IATSS 顧問) 

長谷川 彰 (IATSS 顧問） 

長谷川 孝明 (IATSS 顧問/埼玉大学大学院理工学研究科 教授) 

福田 敦 (IATSS 顧問/日本大学理工学部交通システム工学科 教授） 

稲垣 具志 (東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科 准教授） 

猪井 博登 (富山大学都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 准教授) 

山口 直範 (大阪国際大学人間科学部人間健康科学科 教授) 

葉 健人 (大阪大学大学院工学研究科 助教) 

周 純甄 (大阪大学大学院博士前期課程） 

Nicolas Saunier (Full Professor, Polytechnique Montreal, Canada) 

オブザーバ

太田 洋平 （本田技研工業㈱ 安全運転普及本部教育管理課 主幹） 

- 38 -



 

＜2170 国際発表＞ 

2003A「ウォーカブル・シティ評価手法の開発」 

1904B、2004C「都市の文化的創造的機能を支える公共交通の役割」 

2020「アジア地域における健康起因事故防止のための普及啓発活動の展開」 

(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、昨年度から繰り越しされた 2 プロジェクト（下記④⑤）に加えて、2019 年度・2020 年

度に実施された全プロジェクトを対象に、オンライン発表を前提とした国際発表の参加希望を募り、

結果として下記 6 プロジェクトが参加を希望した。査読などの選考を経て発表に至ったのは①②

③の 3 プロジェクトであった。④については参加予定のカンファレンスの開催が来年度に延期され

たため、来年度実施への繰り越しとなった。⑤⑥については、発表に至らなかった。 

①2003A「ウォーカブル・シティ評価手法の開発」

②1904B、2004C「都市の文化的創造的機能を支える公共交通の役割」

③2020「アジア地域における健康起因事故防止のための普及啓発活動の展開」

④1920「東南アジアのモデル地区における情報共有型交通安全対策スキームの社会実装」

⑤1941B、2041C「二輪車文化を活かし安全を基本とした ASEAN 地域の持続可能な交通まち

づくりの提案～メタデザインとして"Honda モデル”の普及に向けて～」

⑥1902A、2002B「広場・歩行空間における群衆行動の観測とその制御による安全性向上に関

する研究」

(2) 実績

①2003A「ウォーカブル・シティ評価手法の開発」

・発表イベント

イベント名 ：14th International Conference of EASTS(Eastern Asia Society for Transportation

Studies) 

開催地 ：広島（オンライン） 

期間 ：令和 3 年 9 月 12～14 日 

発表者 ：鳥海 梓（東京大学生産技術研究所 助教） 

・発表テーマと内容

タイトル ：「A Simulation Study on the Interaction between the Land-Access Function for 

Motor Vehicles and the Walkability for Pedestrians in Urban Streets」 

発表形式 ：口頭発表 
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②1904B、2004C「都市の文化的創造的機能を支える公共交通の役割」

・発表イベント

イベント名 ：The Tourism & Leisure Studies Research Network

開催地 ：ウクライナ（オンライン） 

期間 ：令和 3 年 5 月 26 日～28 日 

発表者 ：川端祐一郎（京都大学大学院工学研究科 都市社会工学専攻交通行動マネジ

メント工学講座交通行動システム分野 助教）

・発表テーマと内容

タイトル ：「An empirical study on the effect of transportation accessibility on people's 

participation in leisure activities and their subjective well-being」 

発表形式 ：口頭発表 

③2020「アジア地域における健康起因事故防止のための普及啓発活動の展開」

・発表イベント

イベント名 ：33rd International Congress on Occupational Health – ICOH 2022

開催地 ：メルボルン-ローマ グローバル デジタル会議 

期間 ：令和 4 年 2 月 6 日～11 日 

発表者 ：友岡清秀（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座 助教） 

・発表テーマと内容

タイトル ： 「 Association between daytime sleepiness and motor vehicle crashes among 

Japanese taxi drivers」 

発表形式 ：ポスターセッション 

(3) プロジェクトリーダー及び発表者

①2003A「ウォーカブル・シティ評価手法の開発」

PL ：一ノ瀬友博 (IATSS 会員/慶應義塾大学環境情報学部 教授) 

発表者 ：鳥海 梓 (東京大学生産技術研究所 助教) 

②1904B、2004C「都市の文化的創造的機能を支える公共交通の役割」

PL ：中村文彦 (IATSS会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授) 

発表者 ：川端祐一郎 (京都大学大学院工学研究科 都市社会工学専攻交通行動マネ

ジメント工学講座交通行動システム分野 助教) 

③2020「アジア地域における健康起因事故防止のための普及啓発活動の展開」

PL ：谷川 武 (IATSS会員/順天堂大学医学部公衆衛生学教室 教授) 

発表者 ：友岡清秀 (順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座 助教) 
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4. 令和 3 年度研究調査内部報告会(R04.03.05)

参加者 ：役員、評議員、顧問、会員および特別研究員 計 94 名 

場所 ：オンライン開催 

報告テーマ ：令和 3 年度実施の全プロジェクトテーマ 

5. 研究調査部会企画委員会

1)IATSS サロン

・第 1 回 IATSS サロン（R03.07.05）
令和 3年度協力会員 個別研究成果報告会

報告者 ：井料 美帆（名古屋大学）、葉健人(大阪大学)、吉岡 慶祐（日本大学）、 

塩見 康博（立命館大学） 

出席者 ：理事:5 人、評議員：1人、顧問：6人、会員：17 人、協力会員：11 人 

計 40 人 

・第 2 回 IATSS サロン（R03.08.02）
令和 3年度協力会員 個別研究成果報告会

報告者 ：長田 哲平（宇都宮大学）、鳥海 梓（東京大学）、猪井 博登（富山大学） 

出席者 ：理事:4 人、顧問：7人、会員：21 人、協力会員：9人 計 41 人 

・第 3 回 IATSS サロン（R04.01.25）
話題提供者：杉本洋一会員

テーマ『レベル３自動運転車 Honda 新型レジェンド 量産に至るまで』

出席者 ：理事:5 人、顧問：15 人、会員：19 人、協力会員：4人 計 43 人 

2)委員会開催実績

第 1 回委員会(R03.04.26)

・「人」委員会の発展的解消に伴う研究調査部会企画委員会の役責の変化に関して（情報共

有）

・協力会員個別研究選考関連（決定）

 協力会員の個別研究テーマの選考基準

 協力会員の個別研究テーマ選考基準に基づく選考

・年間スケジュール (情報共有---できれば日程 Fix）

第 2 回委員会(R03.06.29) 

・2022 年度 プロジェクト選考フローと基本スケジュール決定

・IATSS サロン（兼個別研究報告会）メール審議内容確認と司会者決定

・内報・外報基本方針決定

・研究調査部会の予算について

・研究調査プロジェクトにおける、女性会員 PL の促進に関して

・ATRANS の研究成果を IATSS 内外への PR に関して
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第 3 回委員会(R03.08.02) 

・令和 3 年度研究調査プロジェクト予算増額に関する審議

・研究調査プロジェクトのダイバーシティー促進に関して

第 4 回委員会(PL 会議)(R03.10.04) 

・内報・外報基本方針決定

・ATRANS 来年度研究カテゴリー“傘”の決定

・第 3 回 IATSS サロン(レベル３自動運転車 レジェンド開発トーク(仮称））

・IATSS フォーラム連携プロジェクト枠新設に関して

・国際発表に関して

・IATSS 研究調査報告書等の海外発信について

・ATRANS の研究成果を IATSS 内外への PR に関して

第 5 回委員会(PL 会議)(R03.11.30) 

・令和 3 年度国際発表進捗(情報共有）

・協力会員制度（試行）凍結について（情報共有）

・第 3 回 IATSS サロン テーマ、方法、内報の方法（情報共有）

・ATRANS ANNUAL CONFERENCE

・企画調整委員会提案の”新“海外調査プロジェクト(案）について

第 6 回委員会(PL 会議)(R04.03.07) 

・外報発表テーマ選考

・令和 4 年度研究調査プロジェクト一次選考・仮予算

・外報実施方法について（情報共有）

第 7 回委員会(PL 会議)(R04.03.23) 

・１．令和 4 年度研究調査プロジェクトの 2 次選考と各プロジェクト予算決定

・ATRANS 令和 4 年度プロジェクトテーマに対する IATSS 側アドバイザー候補決定

3)企画委員会メンバー(敬称略)

委員長 谷川 武 （IATSS 会員/順天堂大学医学部  教授） 

委員： 一ノ瀬 友博 （IATSS 会員/慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

太田 和博 （IATSS 会員/専修大学 商学部 教授） 

関根 太郎 （IATSS 会員/日本大学 理工学部 機械工学科 教授） 

高橋 正也 （IATSS会員/（独）労働者健康安全機構 労働安全衛生総合 研究所センター長） 

堀口 良太 （IATSS 会員/㈱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） 

- 42 -



 

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.46, No.1～3 および IATSS 

Research(英文論文集)Vol.45, Issue 1～4 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.46, No.1「特集/新型コロナウイルスの感染拡大における交通と行動の変容」(R03.06.30)

Vol.46, No.2「特集/交通の歴史と文化」(R03.10.31)

Vol.46, No.3「特集/スローモビリティ混在下の都市、地域の空間形成」(R04.02.28)

2)執筆規定/投稿規定の改訂

共著の場合は原則として 3 名以内としていたが、当学会では学際性を標榜していることから、上

限を撤廃し、当該文言を削除のうえ、執筆規定と投稿規定を改訂した（R04.02.15）。

3)委員会開催実績

第 1 回(第 336 回)(R03.04.23)

(1)ガイダンス

(2)Vol.46, No.1 進捗報告

(3)Vol.46, No.2 進捗報告

(4)Vol.46, No.3 特集企画検討

(5)Vol.47, No.1 特集企画検討

第 2 回(第 337 回)(R03.06.03) 

(1)Vol.46, No.1 進捗報告

(2)Vol.46, No.2 進捗報告、論文査読者選定

(3)Vol.46, No.3 特集企画検討

(4)Vol.47，No.1 以降の特集企画検討

(5)J-STAGE アクセス集計報告

第 3 回(第 338 回)(R03.07.07) 

(1)Vol.46, No.1 発行報告

(2)Vol.46, No.2 依頼原稿の確認報告および審議

(3)Vol.46, No.3 進捗報告

(4)投稿 21-01 査読者選定

(5)Vol.47, No.1 特集企画検討

第 4 回(第 339 回)(R03.08.31) 

(1)Vol.46, No.2 進捗報告

(2)Vol.46, No.3 進捗報告
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(3)投稿 21-01 査読報告および審議

(4)Vol.47, No.1 特集企画検討

(5)J-STAGE アクセス集計報告

第 5 回(第 340 回)(R03.10.06) 

(1)Vol.46, No.2 進捗報告

(2)Vol.46, No.3 進捗報告

(3)投稿 21-01、投稿 21-02 進捗報告

(4)Vol.47, No.1 特集企画検討

(5)同意書の運用について

(6)J-STAGE アクセス集計報告

第 6 回(第 341 回)(R03.11.09) 

(1)Vol.46, No.2 発行報告

(2)Vol.46, No.3 依頼原稿の確認報告/査読報告および審議

(3)投稿 21-01 再査読報告および審議

(4)投稿 21-02 査読報告および審議

(5)Vol.47, No.1 進捗報告

(6)J-STAGE アクセス集計報告

第 7 回(第 342 回)(R03.12.23) 

(1)Vol.46, No.3 進捗報告

(2)Vol.47, No.1 進捗報告

(3)投稿 21-02 再査読報告および審議

(4)Vol.47, No.2 特集企画検討

第 8 回(第 343 回)(R04.02.15) 

(1)Vol.46, No.3 進捗報告

(2)Vol.47, No.1 進捗報告

(3)Vol.47, No.2 特集企画検討

(4)J-STAGE アクセス集計報告

(5)同意書の運用について、共著者の上限人数について

(6)Vol.47，No.3 特集企画検討

第 9 回(第 344 回)(R04.03.18) 

(1)Vol.46, No.3 発行報告

(2)Vol.47, No.1 依頼原稿の確認報告と審議

(3)Vol.47, No.2 進捗報告

(4)Vol.47，No.3 特集企画検討

(5)投稿 22-01 査読者選定

(6)同意書の運用について
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4)学会誌編集委員会メンバー(敬称略)

委員長 平岡 敏洋 (IATSS 会員/東京大学生産技術研究所 特任教授) 

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) 

栗谷川 幸代 (IATSS 会員/日本大学生産工学部 教授) 

小竹 元基 (IATSS 会員/東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授) 

杉本 洋一 (IATSS 会員/(株)本田技術研究所先進技術研究所 エグゼクティブチーフエンジ

ニア)

鈴木 弘司 (IATSS 会員/名古屋工業大学社会工学科 准教授) 

中尾田 隆 (IATSS 会員/池袋南法律事務所 弁護士) 

浜岡 秀勝 (IATSS 会員/秋田大学大学院理工学研究科システムデザイン工学専攻土木環

境工学コース 教授) 

二村 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) 

2. 広報出版部会 英文論文集編集委員会

1)定期発行

下記の通り、4 号を定期発行した。

・Vol.45, Issue 1(R03.04) “Challenges of Localizing Mobility SDGs in Indian Cities”特集

・Vol.45, Issue 2(R03.07)投稿論文のみ

・Vol.45, Issue 3(R03.10)投稿論文のみ

・Vol.45, Issue 4(R03.12) “Reconciling Human Life with Economic Activities in the New

Normal”特集

2)次年度の発行計画及び特集企画

・Vol.46, Issue 1(R04.04 予定)“Road Safety and Traffic Culture from an International

Perspective”特集

・Vol.46, Issue 2(R04.07 予定)投稿論文のみ

・Vol.46, Issue 3(R04.10 予定)投稿論文のみ

・Vol.46, Issue 4(R04.12 予定)投稿論文のみ

3)ジャーナルパフォーマンスの確認

・定期的に編集委員会にて投稿数、登載率、被引用率等のジャーナルパフォーマンスの推

移を確認した。

4)Editor の増員

・自動運転分野の Editor 補充のため、新たに１名の新規 Editor（海外）が選定され、就任し

た。

5)ジャーナルスコープの再検討

・2010 年電子化に伴い設定したスコープはアジアの論文を優先的に受付けるイメージがある

ため、現状に即した内容に修正した。
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6)委員会開催実績

第 1 回(183 回)編集委員会(R03.05.12)

・IATSS Research 概要説明

・ジャーナルパフォーマンス報告

・45－1 号インドプロジェクト特集発刊報告

・45－4 号パンデミック特集進捗報告

・46－1 号 GRATS 特集企画提案

・エディター増員

・投稿論文審査進捗報告

第 2 回(184 回)編集委員会(R03.07.21) 

・ジャーナルパフォーマンス報告

・45－2 号 発刊報告

・45－4 号パンデミック特集進捗報告

・46－1 号 GRATS 特集進捗報告

・今後の特集テーマについて

・Scope の見直しについて

・インパクトファクター申請状況報告

・投稿論文審査進捗報告

第 3 回(185 回)編集委員会(R03.10.07) 

・ジャーナルパフォーマンス報告

・45－3 号発刊状況報告

・45－4 号パンデミック特集進捗報告

・46－1 号 GRATS 特集進捗報告

・47－1 号以降の特集企画

・Scope の見直しについて

・インパクトファクター申請状況報告

・エルゼビアのプロモーションについて

・You tube 動画関連論文の取り扱いについて

・投稿論文審査進捗報告

第 4 回(186 回)編集委員会(R04.01.13) 

・ジャーナルパフォーマンス報告

・45－4 号パンデミック特集発刊報告

・46－1 号 GRATS 特集進捗報告

・47－1 号以降の特集企画

・Scope の見直しについて

・You tube 動画関連論文の取り扱いについて

・インパクトファクター取得後の対策案

・投稿論文審査進捗報告
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7)英文論文集編集委員会メンバー(敬称略)

委員長 上條 俊介 (IATSS 会員/東京大学情報学環 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) 

小早川 悟 (IATSS 会員/日本大学理工学部交通システム工学科 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) 

浅野 水辺 (IATSS 会員/愛媛大学大学院医学系研究科医学専攻 教授) 

大森 宣暁 (IATSS 会員/宇都宮大学地域デザイン科学部 教授) 

紀伊 雅敦 (IATSS 会員/香川大学工学部創造工学部 教授) 

後藤 孝夫 (IATSS 会員/(中央大学経済学部 教授)  

福山 敬 (IATSS 会員/鳥取大学工学部社会システム土木系学科 教授) 

7) 英文論文集編集委員会メンバーを除く Editorial Board Members(敬称略)

●Associate Editors (32 名) 

K. Bhalla (The University of Chicago, USA) 

J. -M. Burkhardt (The French institute of science and technology for transport & University Paris

Descartes, French) 

S. Chalermpong (Chulalongkorn University, Thailand) 

N. Christie (University College London, UK) 

J. Chu (National Taiwan University, Taiwan) 

Y.-S. Chung (National Chiao Tung University, Taiwan) 

S. Das (Texas A&M Transportation Institute, USA) 

V. M. Garikapati (National Renewable Energy Laboratory, USA)

Y. Gu (Ritsumeikan University, Japan) 

A. M. Fillone (De La Salle University, the Philippines) 

E. Javanmardi

M. Hagenzieker (Delft University of Technology, the Netherlands & the Norwegian Centre of 

Transport Research TØI, Norway) 

S. Han (The Korea Transpot Institute, Republic of Korea) 

B. Heydecker (University College London, UK) 

S. Jaensirisak (Ubon Ratchathani University, Thailand) 

I. M.-Babiano (University of Melbourne, Australia) 

M. Matsuo (Kobe University, Japan) 

E. Papadimitriou (Delft University of Technology, the Netherlands) 

R. M. Pendyala (Arizona State University, USA) 

S. S. Pulugurtha (The University of North Carolina at Charlotte, USA) 

I. Radun (University of Helsinki, Finland & Stockholm University, Sweden) 

N. Saunier (Polytechnique Montreal, Canada) 

N.N. Sze (Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China) 

R. Tay (RMIT University, Australia) 

M. Tira (University of Brescia, Italy) 

G. Tiwari (Indian Institute of Technology Delhi, India) 

M. Vanderschuren (University of Cape Town, South Africa)

V. Vichiensan (Kasetsart University, Thailand) 

S. Le Vine (State University of New York at New Paltz, USA & Imperial College London, UK) 

C. Watling (University of Southern Queensland, Australia) 
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S. V. Wong  (Malaysian Institute of Road Safety Research & University Putra Malaysia, Malaysia) 

K.-F. Wu  (National Chiao Tung University, Taiwan) 

●Editorial Advisory Board Members (7 名) 

R. Allsop (University College London, UK) 

B.E. Horn (World Road Safety Institute, 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) 

F. Wegman (Delft University of Technology, the Netherlands) 
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III 褒賞事業 

今年度は、第 42 回国際交通安全学会賞の贈呈式を行うとともに、第 43 回国際交通安全学会賞

として、業績部門 1 件、著作部門 1 件、論文部門 2 件の授賞を決定した。 

1．第 42 回(令和 2 年度)国際交通安全学会賞贈呈式

令和 3 年 4 月 9 日(金) リモートで開催した。

2．第 43 回(令和 3 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。 

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 14 件についてヒアリング調査及び審査を重ねた結果、1 件が選出された。 

出典：第 43 回国際交通安全学会賞パンフレット 

業績題目 ： みんなでゆっくり斜面を移動「スロープカー」の魅力 

受賞者 ： 株式会社 嘉穂製作所 

受賞理由 ： 

スロープカーは、株式会社嘉穂製作所が開発・製作している跨座式の斜面走行モノレールで

す。勾配が変化しても客室の床面の水平を保つことができるため、地形に沿った自由度の高い

設置が可能であることと、プラットフォームと車両との間隔が狭いため、車いすやベビーカーで

の乗り降りが容易である点が特徴です。傾斜地に立地する個人宅や宿泊施設、寺院等への小

人数乗りの設備の導入が中心でしたが、最近は公園等に 40 人乗りの車両が導入されるように

なり、バリアフリーな移動手段として、興味深い発展を示しています。 

特に、2020 年に開業した長崎稲佐山スロープカーは、40 人乗り 2 両の車両が稲佐山中腹の

駐車場から山頂までの 520 メートルを約 8 分で結ぶ大規模なもので、その洗練されたデザイン

と車窓からの長崎の絶景の組合せが一つの観光の目玉になっています。車両のデザインは、フ

ェラーリなどを手掛けた工業デザイナー奥山清行氏が率いる KEN OKUYAMA DESIGN による

ものです。外装は、自然との調和を重視して黒を基調として、木々が映り込むように鏡面塗装が

施されています。内装は、板張りの床に加えて森をイメージした樹木形の支柱が設置されてい

ます。麓から稲佐山への既存のロープウェイの混雑がひどくなっていたこともあり、魅力的なル

ートの一つとなることが期待されます。 

スロープカーは、モノレール等の軌道とは異なるニッチな移動技術です。建物から離れた屋

外に設置されるため確認申請が不要であり、輸送能力、速度、延長が非常に小さいことから高

頻度な定期点検は不要です。また、運転士が不要で、ボタン一つで走行することが可能です。 

このため、設置や運行にかかる時間や費用を抑えることができます。一方で、設計時のリスク

分析や出荷時の検査、引き渡し後の定期メンテナンスといった安全対策に嘉穂製作所が自主
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的に取り組み、無事故を続けています。近年、速度は歩行速度並みであるものの、比較的に大

人数が乗ることのできる車両として発展・普及することで、斜面の移動の可能性を広げたものと

いえます。 

スロープカーをはじめとする斜面を走行するモノレールやエレベータのような移動技術は、わ

が国に多く存在する斜面地において今後も広く発展・普及することが期待されます。そのため、

理想的な交通安全の実現に資する啓発に多大な業績をあげたものとして評価いたしました。 

≪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。 

今年度は、候補著作 47 点を各委員が分担で査読を行い、審査した結果、1 件が選出された。 

出典：第 43 回国際交通安全学会賞パンフレット 

著作名 ： 鉄道と郊外 : 駅と沿線からの郊外再生 

受賞者 ： 角野 幸博、青木 嵩、岡 絵理子、伊丹 康二、水野 優子、松根 辰一、坂田 清三 

受賞理由 ： 

本書は、関西圏における鉄道事業者による郊外空間の開発に対する鉄道および鉄道事業者

の役割を、都市計画、建築、地理および歴史の観点から論じたものであり、（公財）都市住宅学

会関西支部に設置された研究会の主要メンバーの多年にわたる研究成果の一部です。人口減

少下の郊外のあり方に加え、アフターコロナにおける政策提言にも言及しており、時宜を得た著

書であると判断します。 

東京圏では既成市街地において大名屋敷などが住宅地として開発され、鉄道が敷設される

と、そこをタネ地として郊外開発が進みました。一方、関西圏における郊外は、鉄道会社や土地

会社によって開発され、それが中産階級の郊外への移住を促進することになりました。鉄道会

社は「郊外生活を豊かにする」多様な事業を展開し、それが郊外の利便性を高め、さらに郊外

が拡大するという循環がうまれました。しかし、人口減少によって郊外がスポンジ化しているとこ

ろに新型コロナの感染が拡大し、人々の移動パターンも変わりました。今後の郊外はどうあるべ

きか、それが本書のテーマのひとつとなっています。 

本書は 6 章から構成され、大きく 3 つの部分に大別できます。1～3 章は研究の意図、人の移

動や住宅の特性を分析し、4，5 章では鉄道駅と鉄道会社の事業の変遷や法制度も含めた周辺

環境の変化が取り上げられます。そして、6 章では郊外再生に対する提言がとりまとめられ、最

終には東西の大手私鉄の特性を比較した補論が付されています。具体的な内容ですが、まず、

3 大都市圏の人口分布や人口動態にもとづき、分析対象となる関西圏の特徴とともに、郊外の

形成から成熟期の郊外像が描かれます。しかし、やがて 1990 年代のバブル崩壊によって均質

を特徴とした郊外は多様化の途を歩みました。人々の駅の利用方法にも変化がみられ、郊外駅

にも最寄り駅と最頻利用駅が異なるといった階層が生じます。著者らはそれを大都市拠点、生

活拠点、人や情報の交差点と表現しています。鉄道事業者に求められる駅づくりとは、日常行

動のなかで目的地となる駅、子育て層が出かけたくなる駅、第三の仕事場になる駅、図書館を

核とした駅であるといいます。筆者はこうした駅にするために、鉄道事業者に地域に根差した多

くの役割を求めており、それを「沿線力」の強化と表現しています。沿線力とは、単なる沿線価値

の向上ではなく、収益が沿線外や地域外に漏出しないような個性的で挑戦的な拠点の再生整
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備をすすめ、「移動の利便性に加えて沿線に立地する都市機能と娯楽機能、自然環境および

生活支援サービス等」からなる総合的な魅力のことです。その実現に向け、著者は都心ターミナ

ルに経営資源を投入している鉄道事業者に対し、公共政策と連携した沿線やそのノードとなる

拠点駅への経営資源の投入による「沿線マネジメント」を求めています。 

鉄道事業者の経営戦略も異なり、すでに鉄軌道事業以外の収入が鉄軌道事業を上回る会

社もあります。しかし、沿線マネジメントは、いずれの事業者にも例外なく該当する提言であり、

民間事業者たる鉄道事業者の今後の方向を示した著作内容は、理想的な交通社会の実現に

向けての貢献が大いに期待されることを評価いたしました。 

≪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。 

今年度は、IATSS Review Vol45.No2・No3・Vol46.No1 に掲載された論文および論説 7 編、

IATSS Research Vol44.Issue3・Issue4・Vol45. Issue1・Issue2 に掲載された論文 45 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 件が選出された。 

出典：第 43 回国際交通安全学会賞パンフレット 

論文名 ： Attitude toward physical activity as a determinant of bus use intention: A case study 

in Asuke, Japan 

受賞者 ： Yen Tran、山本 俊行、佐藤 仁美、三輪 富生、森川 高行 

受賞理由 ： 

バス利用促進は、地域モビリティの活性化や地域公共交通事業の活性化のみならず、それ

を通した地域経済・地域社会の活性化や地球温暖化対策、そして、地域住民の高齢 者福祉

対策や健康増進対策として重要な公共政策の一つに位置づけられています。ついてはこれま

で様々な方法で、バス利用促進対策が検討され、進められてきましたが、この研究論文は、そう

したバス利用促進において重要な新しい知見を提供する秀逸な研究論文であると高く評価され

たものです。 

これまで最も典型的なバス利用促進対策は、客観的なバスサービス水準の向上でありました

が、近年ではそうした基本的対策に加えて、様々なソフト対策の必要性が認識され、各種プロ

モーションや情報提供等を軸とした心理学的な方略としてのマーケティングの活用が実践され

るようになってきています。そうした取り組みはモビリティ・マネジメントという呼称で幅広く研究と

その実践が進められてきていますが、そうした取り組みの中で、「健康」に着目したものがその重

要性に比して殆ど進められてこなかったのが実情でした。 

そんな中でこの研究は、身体活動に対する態度が肯定的であればあるほど、すなわち、外出

や歩行などの身体活動の健康増進効果を肯定的に捉える傾向が強ければ強い程、バス利用

傾向が強くなるという因果プロセスの存在を理論実証的に明らかにしています。この事は、国民

の健康意識の増進がバス利用促進という意図せざる帰結を導き得る可能性を示すものであると

同時に、バス利用が自動車よりも身体運動量が多く「健康に良い」というメッセージを含んだプロ

モーションがより効果的にバス利用を促進せしめる可能性を示唆するものであります。さらに、

心理学におけるスタンダードな行動モデルである予定行動理論を援用することで、外出や歩行

などの健康増進効果は重要だと考えれば考える程、バス利用を肯定的に感ずる様になり、バス
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を利用することは困難な行為でなくむしろ容易な行為だと考える様になり、そして、自分自身の

身の回りの人々も自身のバス利用を肯定的に捉えるだろうと信ずる様になること、そして、そう信

ずる様になることが原因でバス利用が更に増進される可能性を同じく理論実証的に明らかにし

ています。こうした知見は、健康をキーワードとしたバス利用促進対策を図る上で貴重な基礎的

知見となり得るものです。 

そして最後に、こうした活動に対する態度のバス利用促進効果は、若い人々、自動車利用者、

そして、バス停の近くに住んでいる人々においてより顕著であることを多母集団同時検定を通し

て明らかにしております。これは、上述の様なメッセージ供与の取り組みを考える際に、より効果

的なターゲットを想定する上で貴重な基礎的知見となり得るものです。 

このように、本研究は、近年の地域交通政策を考える上で近年強く重視されているバス利用

促進対策に、健康意識という新しい切り口で取り組んだものであり、高い水準の実証分析を行

い、かつ、実践的に価値のある多数の知見の抽出に成功していることを評価いたしました。 

出典：第 43 回国際交通安全学会賞パンフレット 

論文名 ： Normal and risky driving patterns identification in clear and rainy weather on freeway 

segments using vehicle kinematics trajectories and time series cluster analysis 

受賞者 ： Elhashemi M. Ali、 Mohamed M. Ahmed、 Guangchuan Yang 

受賞理由 ： 

近年の「CASE」というキーワードに代表されるように、高度運転支援システムの普及や SAE 自

動運転化レベル３の市販車の登場にあわせて、コネクテッド技術による高度地図情報の参照や

双方向データ通信など、混合交通環境においてリアルタイムデータの活用と効率的な情報処

理は非常に重要となっています。その際に、天候要因により運転行動が変化することを捉え、支

援タイミングなどに反映することが可能となればより高い安全・安心の実現に近づけることができ

ます。 

本論文では、アメリカ運輸省における第２期戦略的高速道路研究（SHRP2）において広範囲

に取得された NDS（Naturalistic Driving Study）データのサブセットに含まれる車両運動、レーダ

ーデータ、GPS データ、ブレーキペダル操作、前後ビデオ映像記録など利用し、高速道路での

衝突リスク発生について分析しています。ドライバーが衝突イベントを回避するために気象条件

に応じてどのように異なる補償を行うかを示し、雨と晴天の両方の条件で通常の運転パターンと

危険な運転パターンを区別するしきい値を提供し、走行軌跡分析が特定のイベント中の運転パ

ターンをよりよく識別するのにどのように役立つかを示しています。ここでは、雨天時には、晴天

時に比べてドライバーは速度を落とし、車線変更の頻度を下げるなどが衝突余裕時間（TTC）

やヨーレート変化といった車両運動学に関連した項目を用いることによって顕著に識別されまし

た。さらに、危険な運転パターンをより効率的に検出するために、教師なし機械学習手法である

K-mean クラスタ分析により通常運転からリスクを伴う運転条件への車両運動の移行がいつのタ

イミングで発生するかを晴天と雨天別に分析をしています。解析結果として、衝突リスクに暴露

されている時間が、晴天時に比べて雨天時はリスク発生を中心とした前後ともに長くなる傾向と

影響している時間が示されました。これらリスクを伴う運転と通常運転との違いは、速度、加減速

率およびヨーレートを用いたデータ図心により明確にパターン分類することが可能である事が報

告されています。 

この解析は、コネクテッド車両のダイナミックデータのみで二次的なタスク情報を利用しないた
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め、非正常な運転行動のパターン分類を速やかに実現出来ることにメリットがあり、普及が始ま

っているコネクテッド環境に用いることで、天候変化による危険リスクのホットスポットに対して可

変速度制限の更新ができます。本論文では、K-mean クラスタ分析のみでパターン分類してい

ますが、今後、パラメータを追加して高度な時系列クラスタリングアルゴリズムを導入することで

精度向上や他の運転環境への適応拡大への可能性があります。 

今後、急速にコネクテッド車両が普及していくことが予想される中、社会実装を踏まえた解析

手法は実用的であり、より高度な交通安全社会の実現に資する研究結果であると評価いたしま

した。 

3．令和 3 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(R03.07.09)

・第 42 回学会賞贈呈式開催報告

・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

第 2 回委員会(R03.09.16) 

・「業績部門」候補の検討およびヒアリング日程の調整

・「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 3 回委員会(R03.12.14) 

・「業績部門」候補の検討

・「著作部門」審査

・「論文部門」審査

・創 50 事業企画推進委員会の情報共有

第 4 回委員会(R04.01.20) 

・「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

・「論文部門」候補、推薦文担当決定

2)ヒアリング

・稲佐山斜面走行モノレール 嘉穂製作所ヒアリング(R03.11.12)

・JCOMM （一社）日本モビリティ・マネジメント会議ヒアリング(R03.11.16)

・ハマちゃんバス 横須賀市ヒアリング(R03.11.30)

・瀬戸内海巡回診療 瀬戸内海巡回診療事業推進事務所(R03.12.13)
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3)会員信任投票

候補信任(R04.02.10 締切) 

4)理事会

候補承認(R04.02.25) 

5)褒賞助成部会企画委員会メンバー(敬称略)

委員長 小川 和久 (IATSS 会員/東北工業大学総合教育センター 教授) 

加藤 一誠 (IATSS 会員/慶應義塾大学商学部 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) 

関根 太郎 (IATSS 会員/日本大学理工学部機械工学科 教授) 

藤井 聡 (IATSS 会員/京都大学大学院都市社会工学専攻 教授) 

松橋 啓介 (IATSS 会員/(国研)国立環境研究所社会システム領域 室長) 

矢ケ崎 紀子 (IATSS 会員/東京女子大学現代教養学部国際社会学科コミュニティ構想専攻 

教授) 
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IV IATSS フォーラム事業 

国際交流も踏まえた研修事業として、1985 年 9 月に設立され、アジア諸国の若い有望な人材を日

本に招請し、各参加国での持続可能な社会の実現に寄与する人材の育成を進めている。 

昨年度に引き続き、今年度も新型コロナ感染症の影響により、来日を予定していた 10 ヶ国 40 名

の研修生が入国できず、春期/秋期の年 2 回を計画していたフォーラム研修を実施できなかった。 

IATSS フォーラム実行委員会では、2 年間自国にて待機状態にある研修生への対応について検

討を行い、 研修生自身が自国においても学ぶことができ、来日後の研修効果を上げることを狙った、

研修事前教材の作成配布やオンライン集中研修を実施した。 また、IATSS フォーラム研修の進化を

狙い、東日本大震災をテーマにしたフィールドスタディの企画検討を行い、プログラムの改定を行っ

た。 

事業各項目の内容は以下のとおりである。 

1．IATSS フォーラム研修 開催中止

新型コロナ感染症の影響で研修生が日本に入国できず、令和 2 年度に引き続き令和 3 年度も

IATSS フォーラム研修を開催中止とした。来日を予定していた研修生 40 名については、令和 4 年

度以降に開催を計画している IATSS フォーラム研修へ振り替えを行う。 

また、シンガポールでの開催を予定していた国際同窓会については、日本を含むアジア各国で

の新型コロナ感染症の影響が未だ不透明であることを受けて、令和 4 年度中にオンラインで開催

することを決定した。 

2．研修事前教材の作成配布とオンライン集中研修 

自国で待機している研修生向けに、リーダーシップ研修における学びの一助とするべく、セミナ

ープログラムの事前研修教材を 12 教材、フィールドスタディの事前研修教材を 11 教材の、合計

23 教材を作成し、研修生に配布を行った。 

また、研修生に自国の社会課題に目を向けていただき、日本での研修をより深い学びに繋げる

ために、1 回 3 時間程度のオンライン集中研修を 4 回実施した。 

3．研修プログラムの改定 

研修テーマである「災害への対応」のプログラムの質向上を狙い、東日本大震災の被災地(岩

手・福島)において開催されている研修に参加した。 現在も震災の傷跡が残る被災地を巡り、そこ

で復興に取り組んでいる数多のリーダー達との直接の対話や視察を通して、被災地ならではの

“心を震わせる体験”等、「災害への対応」だけでなく IATSS フォーラム研修に活かせる多くの学

びが得られた。 

次回の IATSS フォーラム研修より、東日本大震災の被災地でのフィールドスタディを導入し、研

修プログラムの改善に繋げる。 
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4．IATSS フォーラム部会 IATSS フォーラム実行委員会 

1)委員会開催実績

令和 3 年度(2021 年度)は、6 回の実行委員会を開催した。

第 145 回実行委員会(R03.05.28) 

・秋期フォーラム開催中止判断

・フォーラム運営の経緯と北村新委員長の方針

・2021 年度のイベントスケジュール共有

・シンガポール IAM 開催の見通しについて

・1day フォーラムのご提案

・IATSS フォーラム 40 周年に向けて情報共有

・インドネシア国際委員長の交代について情報共有

第 146 回実行委員会(R03.07.29) 

・各国とのオンライン会議の結果共有

・IATSS/IATSS フォーラムプロジェクト連携について内容共有

・第 10 回シンガポール IAM 2022 年オンライン開催の決議

・IATSS フォーラムの目的・目標の改定の決議

・同窓会プロジェクトのガイドライン決議

・IATSS フォーラム 40 周年行事の提案

第 147 回実行委員会(R03.10.08) 

・冬期フォーラム開催中止判断

・待機研修生にの今後の対応方針

・1day フォーラム進捗報告

・インドネシア委員会・事務局新体制のご紹介

・IATSS/IATSS フォーラムプロジェクト連携について進捗状態を共有

第 148 回実行委員会(R03.12.17) 

・各国のコロナ感染状況の確認

・鈴鹿サーキットホテル退去後の IATSS フォーラムの展開について

・1day フォーラム(オンラインセッション)開催に向けての情報共有

第 149 回実行委員会(R04.01.24) 

・2022 年春期フォーラム開催中止判断

・鈴鹿サーキットホテルクロージングセレモニーの情報共有

第 150 回実行委員会(R04.03.29) 

・新プロ プログラム構成の改定について

・2022 年度 IATSS フォーラム開催方針

・研修生の研修参加意思の調査結果
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・IATSS フォーラム新事務所ご紹介

2)IATSS フォーラム実行委員会メンバー(敬称略)

委員長 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 教授) 

鈴木 弘司 (IATSS 会員/名古屋工業大学社会工学科 准教授) 

中村 彰宏 (IATSS 会員/中央大学経済学部 教授) 

平岡 敏洋 (IATSS 会員/東京大学生産技術研究所 特任教授) 

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 (長崎大学 名誉教授) 

3)現地委員会

例年は IATSS フォーラム研修生選抜のために、現地委員会主導で書類審査/最終面接審査を

実施しているが、新型コロナ感染症の影響により令和 2 年度に引き続き、令和 3 年度も研修を

実施できず、予定していた研修生を令和 4 年度以降に繰り延べしたため、新たな研修生の選抜

は実施しなかった。

(1) IATSS フォーラム インド委員会

委員長 調整中

事務局 Bhawana Luthra (LEAD インディア) 

(2) IATSS フォーラム インドネシア委員会

委員長 Abdi Hamudani (セメント製造販売会社 人材開発マネージャー、 46 回生)

事務局 Henky Sumardy (アストラホンダモーター財団)

(3) IATSS フォーラム カンボジア委員会

委員長 H.E. Var Kim Hong (カンボジア国境局左大臣) 

事務局 Nuon Kossoma (CJCC 人材開発) 

(4) IATSS フォーラム シンガポール委員会

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

事務局 Jenny Ng (NUSS) 

(5) IATSS フォーラム タイ委員会

委員長 Rutchada Suriyakul Na Ayutya (天然資源環境省 DEQP 長官) 

事務局 Bajaree Saguanwongse (天然資源環境省 DEQP) 

(6) IATSS フォーラム フィリピン委員会

委員長 Maridon Onda Sahagun (科学技術省 事務次官補) 

事務局 Leonard Ladiero (科学技術省) 
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(7) IATSS フォーラム ベトナム委員会

委員長 Vo Dai Luoc (ベトナム太平洋経済センター VAPEC 会長) 

事務局 Nguyen Canh Binh (ベトナム インテレクチャル コーポレーションセンター) 

(8) IATSS フォーラム マレーシア委員会

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

事務局 Rofina Yasmin Othman (マラヤ大学 UM ICE)

(9) IATSS フォーラム ミャンマー委員会

委員長 Zaw Min Win (ミャンマー商工会議所連合 会頭)

事務局 Pyai Pyai Pwint (ミャンマー商工会議所連合会、 47 回生)

(10) IATSS フォーラム ラオス委員会

委員長 Vanhpheng Khounbolay (ラオス青年同盟 職業訓練部副部長)

事務局 Sisomphone Tipanya  (ラオス青年同盟)
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V 国際交流事業 

1．国際フォーラム実行委員会

1)第 7 回 GIFTS 開催概要(敬称略)

①シンポジウム(公開)：「交通文化の多様性と安全な社会の形成 ～ Common Vision を目指し

て」

日時 ： 令和 3 年 11 月 18 日(木) 9:30-11:55 

場所 ： オンライン 

開会挨拶 ： 武内 和彦(IATSS 会長) 

趣旨説明 ： 中村 彰宏(IATSS 会員) 

講演 ： 森本章倫（IATSS 会員）、ニコラス・ウォード氏（モンタナ州立大学教授安全

衛生文化センター長） 

コーディネーター ：馬奈木俊介(IATSS 会員)

パネリスト ： ニコラス・ウォード氏、ソームズ・ジョブ氏（元世界銀行 GRSF・GLRS 局長）、

ジョージ・ジアニス 氏（アテネ国立技術大学教授）、スザンナ・ザマタロウ氏

（IRF 事務局長） 

視聴者 ： 158 名（70 か国） 

②ワークショップ(非公開)：「Common Vision をどのように実現するか ～研究と実務連携～」

日時 ： 令和 3 年 11 月 19 日(金) 13:30 ～ 15:30 

場所 ： オンライン 

趣旨説明 ： 中村 文彦(IATSS 会員) 

報告Ⅰ ： 中村 英樹（IATSS 会員）「GRATS 研究部会からの活動報告 ～交通文化・

制度と交通事故に関する因果構造の国際的理解を目指して」 

報告Ⅱ ： JICA 小園 智寛  「JICA 道路交通安全分野における国際協力と今後の

取組み ～研究協調に期待すること」 

パネリスト ： 小川和久（IATSS 会員）、鈴木弘司（IATSS 会員）、二村真理子（IATSS 会

員）、小園智寛氏（JICA） 

視聴者 : 21 名 

2)委員会開催実績

第 1 回実行委員会(R03.04.08 )

・昨年度 GIFTS 振り返りと今年度 GIFTS 企画について討議

第 2 回実行委員会(R03.05.20) 

開催方針---以下の項目について討議 

・GIFTS と GRATS の位置づけ再確認

・第一日目シンポジウム

・第二日目ワークショップ
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・テーマの方針

・シンポジウム基調講演

第 3 回実行委員会(R03.06.17) 

・シンポジウム開催方針について継続討議

・ワークショップ開催方針について継続討議

・開催時程について討議、決定した

第 4 回実行委員会(R03.07.16) 

・第 7 回 GIFTS 開催企画詳細（方法、司会者、登壇者、場所、シンポジウムとワークショッ

プの関係再確認 等）

第 5 回実行委員会（R04.03.16）） 

・2022 年度（第 8 回）GIFTS のテーマについて討議

5)IATSS 国際フォーラム(GIFTS)実行委員会メンバー(敬称略)

委員長 中村 彰宏 （IATSS 会員/中央大学経済学部 教授) 

委員 大口 敬 （IATSS 会員/東京大学生産技術研究所 教授）  

中村 英樹 （IATSS 会員/名古屋大学大学院環境学研究科 教授）  

堀口 良太 （IATSS 会員/㈱ｱｲ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ･ﾗﾎﾞ 代表取締役）  

馬奈木俊介 （IATSS 会員/九州大学大学院工学研究院 教授）  

森本 章倫 （IATSS 会員/早稲田大学理工学術院 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） 

2．ATRANS(Asian Transportation Research Society)への業務委託 

バンコク(タイ)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

下記の 5 テーマの業務委託研究を実施した。

(1) Road Rage: Causes, Impacts, Legal Measures, and Road Traffic Accidents

(2) Impact of COVID-19 on Car-sharing Usage Behavior

(3) Assessment of GHG emission reduction potential in Thai aviation sector

(4) Road Safety Education for Potentiality of Safe Route to School Program in Thailand

(5) Utilization of Social Media for Disseminating Active Road Safety Education Messages to

Risk-Taking Youngsters and Youths
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＜中間報告会＞ 

開催日 ： 令和 3 年 9 月 24 日 

形態 ： Zoom 開催 

＜最終報告会＞ 

開催日 ： 令和 4 年 2 月 25 日 

形態 ： Zoom 開催 

2)カンファレンス共催

イベント名 ： 14th ATRANS Annual Conference (Symposium)

テーマ ： “Transportation for a Better Life: Future Potential of Transportation and Urban 

Model Post COVID Era” 

開催日 ： 令和 3 年 12 月 18 日 

形態 ： 対面（タイ国内参加者のみ）＋オンライン（海外からの参加者） 

場所 ： Thonburi Conference Room on M Floor, Millennium Hilton Hotel Bangkok 

共催内容 ： ・オープニングセッション ウェルカムメッセージ（鎌田専務理事） 

・IATSS 会員のセッション講演(3 名)

3．ESRA３プロジェクトへの貢献 

2018 年度より当学会は「ベルギー道路交通安全研究所」“Vias institute”がとりまとめ/調整を行っ

ている国際プロジェクト“ESRA(E-Survey of Road users’ Attitudes)”に日本の研究機関として参加し

ている。すでに ESRA２展開において、48 か国約 45,000 人の道路利用者を対象とした意識調査を

実施し、各国の規範意識及び交通行動の客観的データが集計・分析され、交通安全施策に資する

報告書を作成した。 

2021 年度より 3 か年計画の ESRA3 が開始となり、2022 年度調査実施に向けた調査企画と社会

公表方針などの企画が始まっており、当学会は主要メンバーとして企画会議（オンライン）に参加し

た。 

4．海外研究機関等とのネットワークの強化 

創立 50 周年に向けた国際性強化の取り組みの一環として、従来事務局主導で進めてきたネッ

トワーク維持・強化活動を GRATS 交流部会の活動の一部と位置付け、会員や協力会員にも参加

いただいた。令和 3 年度は国際カンファレンス、ミーティングのオンライン聴講を中心に出席を行

い、今世界で注目されている課題や keyword を整理するとともに、GRATS 交流部会内での共有

を行った。

【実績】 

・World Health Organization (WHO)が事務局を務める United Nations Road Safety

Collaborations (UNRSC)のメンバーとして 4 回の定例ミーティングへ出席した。

・交通事故データベースの構築を各地域で目指す枠組みである Road Safety Observatory が

主催する 2nd Global Meeting of Regional Road Safety Observatories に参加し、各地域の交
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通事故データベース構築の課題に関する情報を入手した。 

・World Bank の Soames Job 氏（Global Lead, Road Safety / Head, Global Road Safety

Facility）および国際道路連盟(IRF)の事務局長である Susanna Zammataro 氏を GIFTS スピー

カーとして招聘した。

・Transforming Transportation(TT)を聴講し、サスティナビリティを軸としたモビリティに対する世

界的な課題に関する情報を入手した。

・World Bank の Said Dahdah 氏（Global Lead, Road Safety / Head, Global Road Safety

Facility）とオンラインでの対話を実施し、IATSS との今後の協働可能性について直接議論を

行った。
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Ⅵ 事業運営等 

1．新型コロナウイルス対応

1)新型コロナウイルス罹患防止の観点から、感染リスクの最小化のために下記対応を実施

した。

①イベントの延期、開催形態の変更等

・内部報告会・外部報告会：リモートによる開催

・学会賞贈呈式：リモートによる開催

・国際シンポジウム（GIFTS）のリモートによる開催

・IATSS フォーラム春、秋両バッチの中止

・年次交流会の中止

・委員会：リモート会議での開催を推奨

・海外出張（研究調査プロジェクト等）：延期（2022 年度へ）

・事務局業務：在宅勤務を中心とした勤務

②リモート会議システムの活用

・多数での参加により適した“Zoom”を導入し、会員間の対面でのコミュニケーション機会の

確保と感染リスク最小化につなげた。

2．協力会員制度の凍結 

若手育成と新会員候補者の確認を目的に本年度まで試行を続けてきた協力会員制度であるが、

新会員候補者の顔ぶれも多く出て来たために、本年度をもっていったん凍結する。 

なお、若手の育成については、海外研究調査の委託と、形を変えて継続していく予定。 

3．IATSS フォーラム事務所移転 

IATSSフォーラムが研修所兼事務所としていた鈴鹿サーキットホテルサウス館の老朽化に伴い、

2022 年 4 月に事務所を移転する。移転先は以下。 

三重県鈴鹿市中江島町 17-8  

なお、主たる研修会場として、三重県四日市市のユマニテクプラザを借用し、開催する予定。 
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