
　2018年4月13日（金）、経団連会館
（東京・大手町）にて、平成29年度
国際交通安全学会研究調査報告会
ならびに第39回国際交通安全学会
賞贈呈式を開催しました。

　平成29年度に行われた研究調査
の中から4テーマが報告され、215
名の参加者から高い関心と評価が
寄せられました。
　各テーマの概要は次の通りです。
【テーマ1】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
　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。

【テーマ2】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
　本研究は、「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
3年目の取り組みである。
　平成24年以降、「通学路交通安
全プログラム」が全国で取り組ま
れているが、必ずしも効果が上
がっていない事例もある。本プロ
ジェクトでは、道路管理者を中心
とした多様な主体が連携した実効
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性のある「通学路総合交通安全マ
ネジメント」を提案し、その取り
組みを全国に展開するため、実務
者に向けた「ガイドライン（案）」
および一般市民に向けた「手引き
（案）」を作成してきた。本年度は、
新潟市で実施されたライジングボ
ラード等の安全対策の事後評価を
行い、ガイドラインおよび手引き
に事後評価を含むプロセスを取り
入れた。さらに、作成したガイド
ラインを利用して、沖縄県浦添市
で通学路総合交通安全マネジメン
トに取り組み、スムース横断歩道
や交差点ハンプを設置することな
どを通して、ガイドラインの有用
性を確認することができた。
【テーマ3】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
　本プロジェクトは、急増する訪
日外国人観光客の交通事故リスク
に関する定量的な把握を試みると
ともに、学際的および国際的な視
点から、その軽減方策を検討する
ことを目的としている。近年、北
海道や九州・沖縄等の観光地にお
いては、公共交通の不便さを補い、
かつ多様な言語に対応でき、24
時間の利用が可能な交通手段とし
て、レンタカーへの需要が増加し
ているが、わが国とは異なる交通
慣習・文化を有する外国人ドライ
バーの交通事故が急増するという
問題を抱える。
　本プロジェクトにおいては、ま
ず警察庁、北海道警の交通事故デー
タおよびETC2.0の運転挙動履歴
データを用いて、外国人ドライバー
による事故発生の特徴を把握し、
主として交差点部での交通事故リ
スクを推計し、可視化するための
方法論を構築した。その上で、訪
日外国人旅行客の安全なクルマの
旅を誘導するための対策として、

1）訪日プロモーションと併せた国
外での安全啓発、および旅前情報
の提供（啓発アニメ動画）、2）日
本到着後のレンタカー貸渡時の安
全啓発（ドライブマニュアル）、3）
観光地での運転前および運転中の
情報提供（事故リスクマップ）と
いう、上流から下流までの各種の
啓発媒体を開発した。
【テーマ4】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－
　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。
　本年度は、経済状況や交通文化
の異なる7カ国を対象として、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、
カタール、UAE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。これらの概要に
ついて、これまでに単純集計を
行ったWebアンケート調査結果
の一部とともに中間報告を行う。

　本年度は、業績部門2件、著作
部門1件、論文部門2件が選ばれ

ました。

受 賞 者：札幌市
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、極めて短期の間に事業化を意
思決定し、わ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、極
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
ある。

受 賞 者：大分市、大分県
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―
受賞理由：大分駅の周辺において、
さまざまな施策を総合的に展開し
ている事業であり、駅周辺の空間
が一変した。幅員100ｍの「大分
いこいの道」は、横断面構成にも
工夫がみられる。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
く例を見ない。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、極めて貴重な
業績である。

受 賞 者：松浦常夫
著 作 名：高齢ドライバーの安全
心理学
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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る。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
れるとともに、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。

受 賞 者：佐々木邦明
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－
（論説／IATSS Review, Vol.42, No.1, 

2017）
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、これまでの取り組みを確認し、
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る。
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いえる。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る。

受 賞 者：葉  健人、岡本  努、
　　　　　猪井博登、土井健司
論 文 名：Comparative study on 

foreign drivers' characteristics 
u s i ng  t r affic  v i o l a t i on  and  
accident statistics in Japan
（IATSS Research, Vol.41, Issue 2, 
2017）
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
のである。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
なっている。社会的に関心が高
まっているテーマに対して、科学
的な根拠に基づいて新たな視点か
ら論じた実証研究として極めて優
れている。
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発行
　IATSS Research Vol. 42, Issue 1が発行されました。
　Elsevier Ltd.のサイトより、無償で全掲載論文のダウンロードが可能です。
▶https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/42/issue/1
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