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2019 年4月12日
（金）
、経団連会館
（東京・大手町）にて、平成30 年度
国際交通安全学会研究調査報告会
ならびに第40 回国際交通安全学会
賞贈呈式を開催しました。
研究調査報告会
平成 30 年度に行われた研究調査
の中から 4テーマが報告されまし
た。各テーマの概要は、次の通り
です。
【テーマ 1】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 −教育普及
スキームの構築研究−

る。1）教育自体が興味深いもの

す。5）同じ交通問題を抱える諸

本研究の目的は、児童生徒等

であれば、子どもは自ずと主体的

外国と、教育開発の海外連携を推

への効果的な交通安全教育を普

に学習しようとする。2）子ども

進できる可能性がある。今後、普

及させるための要件を明確にし、 が意欲をもって学ぼうとする教育

及スキーム構築への道筋をより明

教育普及スキームを構築するこ

活動は、教員等の関係者の関心も

確にし、その成果を国内外で共有

と で あ る。本 年 度 は 小 学 生・中

高めるため、そのことが普及促進

していきたい。

学 生・高 校 生 を 対 象 に、交 通 安

の原動力になり得る。3）子ども 【テーマ 2】東南アジアにおける

全マップづくりなどの教育実践

が実際に通行している交差点の画

情報共有型交通安全対策スキーム

等を通して、普及スキームの 4 構

像を子ども主観のアングルで提示

の実施支援

成要素、
①魅力ある教育プログラ

することで、横断時の確認行動が

本プロジェクトは、鎌ヶ谷市で

ム、
②エ ビ デ ン ス、
③教 材・評 価

促される。4）学校教員は教育実

成功した交通事故、およびヒヤリ

ツール、
④教育支援に関する基礎

践の初歩的な段階で悩む傾向があ

体験情報の共有を中核とした交通

資料を収集した。

る一方で、教育成果を実感するこ

安全対策スキームの有効性を、マ

とで指導意欲を高める一面も示

レーシアのペナンとタイのスパン

主な調査結果は、次の通りであ
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ブリ、コンケンを対象に検証した。 る状況を把握した。

策と、その背景にあるインフラ整

これらの地域間においても、人・

備水準、交通安全教育、交通安全

さらに、web 上で訪日・滞日外

道路・車両の現状と有効な安全対

国人への意識・行動調査を行い、 意識などとの関係について分析を

策は共通ではないが、上記スキー

母国での徒歩経験の乏しさによる

ムが柔軟に対応できる可能性を示

「歩行者が交通弱者である」との

した。また、ヒヤリ体験を収集、 認識の低さ、およびそれに伴う安

行い、とりまとめた。
学会賞贈呈式

共有するワークショップの自主展

全意識の低さが、自動二輪利用率

本年度は、業績部門 2 件、著作

開、地元大学のコンサルティング

の高い国・地域において顕著であ

部門 1 件、論文部門 2 件が選ばれ

部門との連携等により、上記ス

ることを示した。この結果を受け、 ました。

キームの自律的運用体制の整備も

自動二輪車から歩行を伴う公共交

支援した。さらに、日本の多数の

通やパラトランジットへの利用転

業績部門

効果評価結果を実装したデータ

換を促すための、安全性、ウォー

受 賞 者：Global Mobility Service

ベースを英語版化し、実績が少な

カビリティの概念を取り入れた

株式会社

い地域においても、適切な安全対

MaaS-LC（Local Context）を試作し、 業績題目：情報通信技術によるト

策を検索・選定すること、および

タイのプーケット島でのモニター

ライシクル運営の新しい事業モデ

各国の実情を反映したデータの蓄

調査を行った。

ル導入と展開

積を可能とした。加えて、ヒヤリ 【テーマ 4】国際比較：道路交通

受賞理由：発展途上国の大都市の

体験データの安全運転管理への適

安全の目標設定と交通文化 −道

都市交通は、一部の地域で高架鉄

用の一歩として、現地バス会社の

路交通安全技術・制度・文化に関

道等の導入が進んでいるものの、

運転手を対象にヒヤリ体験の収集

する国際比較研究−

多くは路線バスやタクシーなどで

と共有を教育機会とするワーク

本プロジェクトは、世界各国に

支えられている。GMS 社の事業

おける道路交通安全の目標値やそ

は、フィリピンで地区内短距離移

【テーマ 3】二輪車文化を活かし、 の設定に関する地域的差異の由来

動や幹線バス路線アクセス手段な

ショップを開催した。
安全を基本とした ASEAN 地域の

を客観的に認識し、これらを体系

どとして、身近な足となっている

持続可能な交通まちづくりの提案

的に理解するために必要となる基

オートバイベースの三輪のタク

ASEAN 地域の多くの国では、 礎情報を調査分析するものであ

シーであるトライシクルについ

自家用車の普及後も自動二輪は利

る。特に、交通安全に関わる道路

て、その運営の仕組みの中に情報

便性、快適性の高さから、今もな

交通技術と各種政策、およびその

通信技術を活用していくことで、

お生活の足として重用されてい

背景となる交通安全意識に着目す

運営の効率化、運転手のなり手の

る。一方で、全交通死亡事故に対

る。経済状況や交通文化の異なる

確保、その動機付けの強化などを

する自動二輪関連事故は、タイ

9 カ国を対象として、現地の研究

実現しようとするものである。結

74%、カンボジア 73%、マレーシ

者や行政機関の協力を得つつ、交

果として、ややもすれば前近代的

ア 62% と大きな割合を占めてい

通安全に対する態度や価値観を測

ということで淘汰されがちなシス

る。本プロジェクトでは、自動二

定する web アンケート調査を実

テムを、近代的で効率的かつ運営

輪の道路空間における位置づけや

施し、得られた結果の国際比較分

者、運転手、利用者にとって信頼

優先性（弱者 ‑ 強者関係）を再考

析を行った。また、これらの対象

できるシステム、さらには地域の

して、安全を基本とした持続可能

国のうち 5 カ国では、現地の行政

低所得者層がより運転手になりや

な交通まちづくりの提案を目的と

機関・研究機関において交通安全

すくなるという雇用創出効果も含

する。

政策や制度等に関してのインタ

め、地域により一層根付いていく、

初年度である本年度は、交通事

ビューを行うとともに、交通実態

持続可能な交通システムに高める

故死亡率が世界で最も高いタイを

調査を実施することで、交通事故

道筋を示したものである。フィリ

対象に事故データの収集、事故状

削減目標設定や交通実態、交通文

ピンの貧困層の生活習慣、商習慣、

況の可視化、および現地で着用さ

化の理解を深めるための情報収集

トライシクルの運営実態を徹底的

れているヘルメットの安全性の検

を行った。これらの結果を包括的

に分析し、それらをもとに情報通

証を行い、自動二輪の安全に関わ

に捉え、各国における交通安全政

信技術を活用した車両管理システ
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ム、およびビッグデータも活用し

インという付加価値を加えること

れた。加えて、日常生活で目にす

ながら、運転手への動機づけを含

で、鉄道という交通手段が大きな

るさまざまな制度や現象につい

めた車両リースサービスを確立し

ビジネスの創出になることを示

て、コラム形式によってその意味

ている。トライシクルが地域の交

し、社会的にも認知され定着して

や原理を紐解くことで、必ずしも

通サービスとして不可欠であるこ

きたといえる。しかし、JR 九州

専門家ではないビジネスパーソン

とを確認、低所得者層の中には、 のこれまでの D&S 列車、および

にも間口を広げていることや、交

現金をある程度所有し、トライシ

ななつ星 in 九州の取り組みを検

通×経 済 と い う ク ロ ス リ レ ー

クル運転手になりたいものの与信

証してみると、列車のデザインだ

ショナルなこの分野ならではのト

が得られず、車両の確保および運

けではなく、
「九州はひとつ」と

ピックにも章を割くなど、関連の

転手資格確保ができない人が相当

いう理念のもと、
「九州の観光素

深い土木計画学分野の研究者にも

数いることを踏まえ、さらに信頼

材の情報発信とブランド化」
、
「自

有意義な内容となっていること

に値するトライシクルの組合が

治体・沿線住民との連携」
、およ

も、高く評価された。教科書であ

あって、すべての運営者と運転手

び「二次交通との組み合わせ」を

りながら、一般書としての意義も

を管理していることを確認した上

中心に、地域資源の価値を高め、 十二分に認められた。これからさ

で、トライシクル車両のリースと

地域と共に価値を生み出してきた

まざまな統計や分析結果に触れる

管理の仕組みを確立した。同社は、 ことこそが、事業の持続性と成長

ことになる学生に対して、それら

同じスキームをライドシェアの

性を支えている要因であることが

は必然的に恣意性が伴われること

Grab にも展開し、インドネシア

分かる。地方創生は日本にとって

を常に意識し、その本質を見抜く

やベトナムにも拡大している。同

大きな課題となっており、JR 九

力をつけるよう、随所で述べてい

社のビジネスモデルは、他の発展

州の取り組みは、鉄道というイン

るところは、教育者としての筆者

途上国において、都市交通システ

フラが地域のポテンシャルを引き

の矜恃の表れといえる。本書のよ

ムの近代化を通した持続可能な交

出し高めてきた「地域と鉄道の共

うな良書がきっかけとなり、一人

通体系の形成にも展開可能なだけ

存共栄モデル」といえ、今後、全

でも多くの専門家が、この分野で

でなく、わが国も含め、運転手不

国各地でさまざまに行われていく

活躍することを願う次第である。

足に直面している各国の交通サー

鉄道を使った取り組みが、単に豪

ビスの維持発展にも適用可能であ

華列車を走らせるだけでなく、地

論文部門

り、発展性が高い事業として評価

域力 を高め、持続的な活性化に

受 賞 者：上村直人

できる。

つながることが期待される。その

論 文 名：認知症者の自動車運転

先駆けとなった JR 九州の先進的

業績部門

かつ地域との着実な連携による成

能力評価とその課題
（論説／ IATSS Review, Vol.42,

受 賞 者：九州旅客鉄道株式会社

果は、他地域への広がりが大いに

No.3, 2018）

業績題目：鉄道を軸とした地域と

期待されるものである。

受賞理由：認知症による大脳機能

の連携による地域価値向上の取り

低下の症状、認知症疾患と交通事

組み

著作部門

受賞理由：JR 九州の事業は、平

受 賞 者：竹内健蔵

ビューや著者自身の研究成果を通

成元年の「ゆふいんの森」から始

著 作 名：交通経済学入門 新版

して、高齢ドライバーの認知症問

まった、特別な Design と運行す

受賞理由：タイトルから分かると

題の全体像を分かりやすく総説し

る地域の Story に基づく「D&S 列

おり、交通経済学分野の入門書と

ている。運転継続の意志のある認

車」
、さらにはクルーズトレイン

して、大学学部生向けの教科書を

知症患者に家族がどのように接す

「ななつ星 in 九州」の登場は、こ

故発生との関連性など、文献レ

意識して書かれた学術書である。 るべきかをサポートする心理教育

れまでの「交通手段としての鉄道」 筆者の経験と知見を活かして、平

を実践し、支援マニュアルを活用

を超えて、
「鉄道に乗ることその

易な文体と具体性のある例示で敷

するなど、著者の研究活動は、実

ものを目的」とする新たな方向性

居を下げつつ、章を追うにつれて

践的かつ斬新な取り組みであり、

を提供した。その結果、JR 各社

専門性の深みに引き込んでいく構

運転行動の変化や運転中断が促さ

や私鉄に大きな影響を与え、デザ

成は、高い完成度であると評価さ

れるなど、学術的にも有意義な知
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見が報告されている。医学・工学・
心理学の協働による問題解決を提

accident rates in Japan
（IATSS Research, Vol.41, Issue 3,

行距離当たりの事故発生率に与え
る影響について、東名高速道路の

案するなど、学際的研究を基盤と

2017）

データをもとに分析し、実証的に

する本学会にとって、進むべき方

受賞理由：日本の高速道路におけ

明らかにした。その際に、二次元

向性を示唆するものである。

る平均速度および速度変化と、走

の加法ポワソンモデルを応用した

行距離当たりの交通事故発生率に

視点が新しい点である。交通事故

論文部門

関するデータを統計的に分析し、 の起きやすい交通状況の特徴を見

受 賞 者：谷下雅義、Bert van Wee

両者の関係を実証的に明らかにし

いだした研究として極めて優れて

論 文 名：Impact of vehicle speeds

た興味深い研究成果をまとめたも

いる。

and changes in mean speeds on

のである。平均速度だけでなく、

per vehicle-kilometer traffic

5 分間の速度変化にも着目し、走
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