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国際交通安全学会学会通信

■ IATSS Research Vol.43,
　 Issue 2およびIssue 3発行
■ 第61回IATSSフォーラム修了

IATSS Research Vol. 43, Issue 2
およびIssue 3発行
　IATSS Research Vol. 43, Issue 2およびIssue 3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。

　Vol. 43, Issue 2
▶https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/43/issue/2

<Special Feature: Analysis and prevention of traffic fatalities and injuries from the 

perspective of forensic medicine>

Kazuhiko Kibayashi

　　Analysis and prevention of traffic fatalities and injuries from the perspective of forensic medicine
Kazuhiko Kibayashi

　　Prevention of head trauma and death in patients with head injuries: A forensic autopsy study
Ken-ichiro Nakao, Yuki Tatara

　　An analysis of alcohol and drug intake in forensic autopsy cases of traffic fatalities
Yoko Nishitani

　　Alcohol and traffic accidents in Japan
Takashi Taki, Mitsuyo Machida, Ryo Shimada

　　Trends of traffic fatalities and DNA analysis in traffic accident investigation
D.D.S. Hajime Utsuno

　　Victim identification in large-scale disasters using dental findings
Takako Tsujimura-Ito

　　State of damage to and support for victims of motor vehicle accidents in Japan

<General Topics>

Vaida Tūskė, Laura Šeibokaitė, Auksė Endriulaitienė, Esko Lehtonen

　　Hazard perception test development for Lithuanian drivers
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　Vol. 43, Issue 3
▶https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/43/issue/3

<General Topics>

Ali Ghasemzadeh, Mohamed M. Ahmed

　　Exploring factors contributing to injury severity at work zones considering adverse weather 
　　conditions
Kento Yoh, Chiemi Uchiyama, Pai-Hsien Hung, Kenji Doi

　　A video-based approach to promote safe driving among foreign visitors to Japan
Suhaila Abdul Hanan

　　Motorcyclists' beliefs of compliance with the Malaysian school zone speed limit (SZSL)
Kaviyarasu Yellappan, Kulanthayan K.C. Mani, Shamsul Bahri Md. Tamrin

　　Determinants of certified motorcycle helmet use among postal delivery riders at rural areas in 
　　Peninsular Malaysia
Yuma Tsumura, Dai Nakagawa, Ryoji Matsunaka, Tetsuharu Oba

　　A study on the timing of Asian metropolitan railway development with motorization and its effect 
　　on CO2 emissions from transportation
Trinh Thi Lan, Kunnawee Kanitpong, Kazuya Tomiyama, Akira Kawamura, 

Takashi Nakatsuji

　　Effectiveness of retro-reflective tape at the rear of heavy trucks to increase visibility and reduce 
　　rear-end collisions
Apostolos Ziakopoulos, Athanasios Theofilatos, Eleonora Papadimitriou, George Yannis

　　A meta-analysis of the impacts of operating in-vehicle information systems on road safety
Muhammad Adnan, Uneb Gazder

　　Investigation of helmet use behavior of motorcyclists and effectiveness of enforcement campaign 
　　using CART approach

Nguyen Hoang-Tung, Hisashi Kubota

　　Clarifying multiple-mode decision making in conventional psychological models: A consideration of 
　　the influential mechanism of car use's characteristics on the behavioral use of public transportation
Atanasio Tembe, Fumihiko Nakamura, Shinji Tanaka, Ryo Ariyoshi, Shino Miura

　　The demand for public buses in sub-Saharan African cities: Case studies from Maputo and Nairobi
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第61回IATSSフォーラム修了

　IATSSフォーラムは、1985年よ
り開始し、現在はアジア10カ国（カ
ンボジア、インド、インドネシア、
ラオス、マレーシア、ミャンマー、
フィリピン、シンガポール、タイ、
ベトナム）から研修生を招き、次
世代若手リーダーを育成する研修
を行っています。
　研修の修了生（60回まで1,049名）
は、政府機関、大学、企業、NPO
などで活躍するとともに、各国、
各地域の課題に対応すべく、ボラ
ンティア活動にも積極的に参加し
ています。
　第61回 は、2019年5月18日 か
ら、10カ国20名が参加して始ま
りました。
　鈴鹿を拠点に、京都、神戸、鳥羽、
東京を訪問し、環境、政治、交通
等のセミナー、視察、国際交流、ケー
ススタディなど、55日間の研修を
行い、7月6日には全員が無事修了
式を迎えることができました。
　研修テーマとして「持続可能な
地域・社会づくり」を設定し、武
内会長による導入セミナーをはじ
め、事例研究、その他講義を通じて、
地域・社会をよりよくするために
何が必要なのか、住民・企業・行

政がどのように連携すべきかを「共
に考え、共に学ぶ」行動を実践し
ました。
　文化的背景・専門分野の異なる
研修生たちが積極的に知識を共有
し、切磋琢磨しながら真剣に研修
に取り組みました。 その成果とし
て、研究発表会では、各グループ
より以下の3つのプロジェクトが
提案されています。
1 .　マレーシアのパシル・グダン

における有毒化学物質の不法
投棄による大気汚染問題を取
り上げ、大気汚染を減らし、
持続性のあるコミュニティを
作り上げるとともに、問題の
再発防止を図るプロジェクト

2 .　インドのディマプルで深刻化
しているごみ処理問題に着目
し、持続可能なコミュニティ
に向けた全体的かつ多面的な
解決アプローチを行う企業を
設立、5年間にわたる段階的
な改善を展開し、最終的には
90%以上の世帯でごみの分別
を行い、体系的な廃棄物処理
を進めるプロジェクト

3 .　インドネシア国内における貧
困地域の一つである、パプア

地域の言語やライフスタイル
への理解の向上および、同地
域コミュニティ内の識字率向
上を目標として、同地域外に
居住する大学生が同地域への
ツアーを通して児童と交流
し、文化的な理解を深めてい
くと同時に、児童の識字率の
向上を目指すプロジェクト

　研修生の中には、早速、これら
の提案を自国に持ち帰り、同窓会
メンバーと連携し、実現させよう
という動きも出ています。
　研修生からIATSSフォーラムの
リーダーシップ研修に対する生の
声を聞く機会である振り返り会で
は、「自分自身を深く知り、また自
分に自信を持つことができた」
「バックグラウンドも専門性も異な
る多様な研修生との関わりを通じ、
大きな刺激を受け、考え方や視野
が大きく広がった」など、多くの
称賛の声を聞くことができました。
　研修生各々が研修中に培われた
知識・体験・人との絆を活かし、
将来を担う若手リーダーとして、
さらに成長し、グローバルに活躍
してくれることを期待しています。

▲グループ研究発表会の様子 ▲民族衣装を身にまとった研修生




