
　ここでは、（公財）国際交通安全学会（IATSS）が平
成29年度に実施した研究調査プロジェクトのうち、
12本について概要を報告します。
　この他、IATSS 研究調査活動への最新基礎情報
の提供等を目的とした海外調査プロジェクト（1730）
「主要諸外国における交通関連諸施策の計画および
実施状況の調査」と、平成28年度に実施した研究
調査プロジェクトの中から著しい成果の認められ
たものに対し、国際的な会議等で発表機会を設け
ることを目的とした国際発表プロジェクト（1770）
により、"Study of the Relation between Road 
Accidents and Traffic Rules : Case Study in 
Kanagawa（Japan）" を発表しました。

　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およ
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カ国（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。

創 50 戦略プロジェクト： 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－

◎中村英樹　　　名古屋大学大学院環境学研究科教授
　谷川　武　　　順天堂大学医学部公衆衛生学講座教授
　堀口良太　　　㈱アイ・トランスポート・ラボ代表取締役
　森本章倫　　　早稲田大学理工学術院創造理工学部教授
　吉田長裕　　　大阪市立大学大学院工学研究科准教授
　井上勇一＊　　本学会顧問／東京都市大学国際学部担当部長
　康　　楠＊　　東京理科大学理工学部嘱託助教
　後藤　梓＊　　国土技術政策総合研究所道路交通研究部研究官
　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講師
　鈴木弘司＊　　名古屋工業大学大学院工学研究科准教授
　中井　宏＊　　東海学院大学人間関係学部准教授
　Alhajyaseen, Wael K.M.＊　Assistant Professor, Qatar Road 
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　　　　　　　　　　　　　　　Ain Shams University
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　Tang, Keshuang＊　Professor, Tongji University
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　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、日本の経験や成果が注目されている。
本プロジェクトは、マレーシア（ペナン市）とタイ（ス
パンブリ・コンケン市）でおのおのサブ・チームを
編成し、相互に情報・データ・経験を共有しつつ各
地域の活動を展開するとともに、全体で国際連携
PDCAサイクルを構築することを目指している。
［マレーシア］2年目の本年度は、約400件のヒヤリ
体験データを収集し、マレーシア科学大学との共同
データ分析に基づき、安全対策施工箇所として2交
差点を選定した。また、Rapid Penang（現地バス会社）
とMOUを締結し、ヒヤリ体験データの安全運転管
理への適用方法を提案・紹介した。
［タイ］1年目の本年度は、スパンブリ市で第１回ワー
クショップ（WS）を開催し、ヒヤリ体験データに基
づく安全監査を実施した。その後、改善案の作成、シ
ミュレーションでの効果分析を実施し、自主的に開催
された第2回WSで改善策を提案した。コンケン市で
も第１回WSを開催し、危険箇所の安全監査を行った。

自主研究プロジェクト： 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

◎赤羽弘和　　　千葉工業大学創造工学部教授
　大口　敬　　　東京大学生産技術研究所教授
　小川和久　　　東北工業大学教職課程センター教授
　中村彰宏　　　横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科教授
　中村文彦　　　横浜国立大学理事・副学長
　福田　敦　　　日本大学理工学部教授
　高田邦道＊　　本学会顧問／日本大学名誉教授
　松村みち子＊　本学会顧問／タウンクリエイター代表
　秋山尚夫＊　　交通運用研究所代表
　親松俊彦＊　　㈱開発技術コンサルタント顧問
　小早川悟＊　　日本大学理工学部教授
　田沢誠也＊　　首都高速道路㈱技術コンサルティング部担当部長
　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
　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
　南部繁樹＊＊　 ㈱トラフィックプラス代表
　堀江清一＊＊　 NPO法人オフィスTAPE代表
　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

　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。わ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 技術の発展によって陳腐化した
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見られるようになっ
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。初年度
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のわが国への適用可能性について検討
を行った。

自主研究プロジェクト： 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

◎上條俊介　　　東京大学情報学環准教授
　呉　景龍　　　岡山大学大学院自然科学研究科教授
　土井健司　　　大阪大学大学院工学研究科教授
　中村文彦　　　横浜国立大学理事・副学長
　長谷川孝明　　埼玉大学大学院理工学研究科教授
　福田　敦　　　日本大学理工学部教授
　伊丹　誠＊　　東京理科大学基礎工学部教授
　尾崎晴男＊　　東洋大学総合情報学部教授
　坂井康一＊　　東京大学生産技術研究所准教授
　玉田和也＊　　国土技術政策総合研究所道路交通研究部研究官
　徳増　健＊　　阪神高速道路㈱事業開発部プロジェクトリーダー
　中島徳至＊　　Global Mobility Service ㈱代表取締役社長執行役員
　牧野浩志＊　　国土交通省北陸地方整備局建政部長
　吉田秀範＊　　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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　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、社会に対して分かりや
すい形でのアウトプットを行った。

自主研究プロジェクト： 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

◎篠原一光　　　大阪大学大学院人間科学研究科教授
　田久保宣晃　　科学警察研究所交通科学部部長
　土井健司　　　大阪大学大学院工学研究科教授
　大須賀美恵子＊本学会顧問／大阪工業大学ロボティクス＆
　　　　　　　　デザイン工学部教授
　朝尾隆文＊　　関西大学システム理工学部助教
　鎌倉快之＊　　大阪工業大学情報科学部講師
　木村貴彦＊　　関西福祉科学大学健康福祉学部准教授
　小谷賢太郎＊　関西大学システム理工学部教授
　土田宣明＊　　立命館大学文学部教授
　中村隆宏＊　　関西大学社会安全学部教授

　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。特に二輪・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
を明らかにした上で、特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

自主研究プロジェクト： 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－

◎北村友人　　　東京大学大学院教育学研究科准教授
　土井健司　　　大阪大学大学院工学研究科教授
　吉田長裕　　　大阪市立大学大学院工学研究科准教授
　林真樹子＊　　青山学院女子短期大学助教
　矢野円郁＊　　神戸女学院大学人間科学部准教授
　山口直範＊　　大阪国際大学人間科学部准教授
　Chhinh Sitha＊＊　王立プノンペン大学教育学部前学部長
　Ear Chariya＊＊　 The Institute for Road Safety 所長
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　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いえない。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
対策の一連の取り組みを通して「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、沖
縄県浦添市の通学路安全プログラムと連動した取り
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実施した。

自主研究プロジェクト： 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

◎久保田尚　　　埼玉大学大学院理工学研究科教授
　今井猛嘉　　　法政大学法科大学院教授
　岩貞るみこ　　モータージャーナリスト
　太田和博　　　専修大学商学部教授
　小川和久　　　東北工業大学教職課程センター教授
　長谷川孝明　　埼玉大学大学院理工学研究科教授
　森本章倫　　　早稲田大学理工学術院創造理工学部教授
　橋本鋼太郎＊　本学会顧問／㈱NIPPO顧問
　蓮花一己＊　　本学会理事／帝塚山大学学長
　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＊　　㈱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
　　　　　　　　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＊　　琉球大学工学部准教授
　菊池雅彦＊　　復興省参事官
　久野譜也＊　　筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
　小嶋　文＊　　埼玉大学大学院理工学研究科准教授
　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＊　㈱アトリエ 74 建築都市計画研究所代表取締役
　高瀬一希＊　　㈱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＊　　新潟市中央区役所建設課整備係長
　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
　林　隆史＊　　元（一財）国土技術研究センター首席研究員
　松原悟朗＊　　㈱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＊　　㈱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
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　自動運転の社会実装は、都市と地域をどのように
更新していくのだろうか。世界中の諸都市において、
過去さまざま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、日欧諸都市を取り上げ、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当て、比較分
析することを目的とする。
　日本、イタリア、フランス、アジア諸都市の地図・
史料調査、瀬戸内沿岸都市、ロンバルディア地方都
市の調査を行い、交通形成史を分析した。
　国内においては、比較制度分析と都市形成史の観
点から舟運と鉄道のネットワーク史について（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として研究した。

自主研究プロジェクト： 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－

◎羽藤英二　　　東京大学大学院工学系研究科教授
　赤羽弘和　　　千葉工業大学創造工学部教授
　久保田尚　　　埼玉大学大学院理工学研究科教授
　福田　敦　　　日本大学理工学部教授

　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、健康起因事故防止を重
要な課題と位置付けている。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。

自主研究プロジェクト： 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

◎谷川　武　　　順天堂大学医学部公衆衛生学講座教授
　大口　敬　　　東京大学生産技術研究所教授
　太田和博　　　専修大学商学部教授
　高橋正也　　　（独）労働安全衛生総合研究所産業疫学研究
　　　　　　　　グループ部長
　国松志保＊　　東北大学医学部眼科学教室講師
　白濱龍太郎＊　順天堂大学医学部公衆衛生学講座客員講師
　千葉伸太郎＊　東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室准教授
　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
　丸山広達＊　　愛媛大学大学院農学研究科准教授
　和田裕雄＊　　順天堂大学医学部公衆衛生学講座准教授
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◎吉田長裕　　　大阪市立大学大学院工学研究科准教授
　小川和久　　　東北工業大学教職課程センター教授
　北村友人　　　東京大学大学院教育学研究科准教授
　永田潤子　　　大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授
　松村みち子＊　本学会顧問／タウンクリエイター代表
　岡村和子＊　　科学警察研究所交通科学部交通科学第二研究室長
　加藤麻樹＊　　早稲田大学人間科学学術院准教授
　神田直弥＊　　東北公益文科大学公益学部公益学科准教授
　菊池　輝＊　　東北工業大学都市マネジメント学科教授
　中野友香子＊　科学警察研究所交通科学部研究員
　藤江　徹＊　　（公財）公害地域再生センターあおぞら財団事務局長・研究員
　藤山　拓＊　　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長
　松村暢彦＊　　愛媛大学大学院理工学研究科教授
　柳原崇男＊　　近畿大学理工学部准教授
　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

　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
業者アンケートおよび実地調査

・1611Aプロジェクトで実施した北海道調査をもと
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

行政・団体連携プロジェクト： 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

◎土井健司　　　大阪大学大学院工学研究科教授
　赤羽弘和　　　千葉工業大学創造工学部教授
　上條俊介　　　東京大学情報学環准教授
　北村友人　　　東京大学大学院教育学研究科准教授
　高橋正也　　　（独）労働安全衛生総合研究所産業疫学研究
　　　　　　　　グループ部長
　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准教授
　吉田長裕　　　大阪市立大学大学院工学研究科准教授
　Yi-Shih Chung＊　Associate Professor, National Chiao Tung
　　　　　　　　　 University
　猪井博登＊　　大阪大学大学院工学研究科助教
　井上勇一＊　　本学会顧問／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
　葉　健人＊＊　大阪大学大学院工学研究科博士後期課程1年
　飯野靖文＊＊　㈱デンソー情報通信基盤開発部
　川上啓一＊＊　東京海上日動リスクコンサルティング㈱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㈱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㈱主任研究員
　水野一男＊＊　㈱デンソー情報安全事業グループ

　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
するさまざま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、
国ごとの歴史や経験に基づいて、さまざまな自転車
教育が実施されていること、また障がい児を対象と
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）。

自主研究プロジェクト： 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
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　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“IITD”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、IITDのコミュニティ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、さら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
クショップおよび、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。

◎福田　敦　　　日本大学理工学部教授
　上條俊介　　　東京大学情報学環准教授
　北村友人　　　東京大学大学院教育学研究科准教授
　土井健司　　　大阪大学大学院工学研究科教授
　吉田長裕　　　大阪市立大学大学院工学研究科准教授
　小早川悟＊　　日本大学理工学部教授
　Geetam Tiwari＊　MoUD Chair Professor, IITD
　Dinesh Mohan＊　Guest Professor, IITD / Distinguished 
　　　　　　　　　  Professor, Shiv Nadar Univeristy
　Sudipto Mukherjee＊　Volvo Chair Professor, IITD
　Girish Agrawal＊  Professor & Head, Dept. of Civil 
　　　　　　　　　  Engineering & Associate Director, School
　　　　　　　　　  of Engineering, Shiv Nadar University

国際連携プロジェクト： 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－　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。国際交
通安全学会では平成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
までの2カ年の研究成果を踏まえて、最新の事例を
加えることで、当学会から発行した「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年に当
学会から発行して以来、全国の都道府県警への配付
の他、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名を超
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。

社会貢献プロジェクト： 1720

交通取締りハンドブック改訂による普
及展開

◎森本章倫　　　早稲田大学理工学術院創造理工学部教授
　岩貞るみこ　　モータージャーナリスト
　加藤一誠　　　慶應義塾大学商学部教授
　中村彰宏　　　横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科教授
　浜岡秀勝＊　　秋田大学理工学部教授
　西田　泰＊＊　（公財）交通事故総合分析センター課長
　平川晃洋＊＊　（公財）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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