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学会通信 国際交通安全学会

第 5 回IATSS国際フォーラム（GIFTS）開催
国際交通安全学会は、2024年の

近年、世界の交通を取り巻く環

基軸とし、学術的な専門性を超え

創設50周年に向けて、各事業のさ

境変化は急激であり、望ましい交

て政府・国際機関・市民など、交

らなる拡充を目指して活動をして

通社会をデザインするためには、 通とその安全に携わる人々の「共

います。その一環として、2015年か

環境・エネルギー・社会福祉など、 創」の場として国際社会に貢献で

ら国際フォーラム GIFTS（Global

交通に隣接する領域に目を向けな

きることを目指し、活発な討議を

Interactive Forum on Traﬃc and

がら、世界の地域特性や文化的背

展開してきました。

Safety Sciences） を毎年開催して

景を踏まえた実践的取り組みが求

第 5 回 GIFTS は、2019 年 10 月

おり、2019年は5回目の開催とな

められています。GIFTS は第 1 回

25 日 ( 金 ) お よ び 10 月 28 日 ( 月 ) の

ります。

目から 交通文化 という視点を

2 日にわたって、国際シンポジウ
ムとセミナー＆ワークショップ
が、それぞれ表に掲げた構成で開
催されました。

国際シンポジウム「社会経済開発と交通安全
−アジアの国際協力における『交通文化』の意味」

今年の国際シンポジウムは、ア
ジアにおける交通の諸問題に目を
向けることになりましたが、そも

●開会挨拶 会長

武内 和彦

そもアジア諸国の多くは経済発展

●趣旨説明 国際フォーラム実行委員会委員長

北村 友人

と都市化の進展が著しいばかりで
なく、宗教や社会的価値、地理的

●基調講演 アジア開発銀行（ADB）チーフエコノミスト
兼経済調査・地域協力局長

澤田 康幸

司会

特性、経済発展段階の異なる国々
が集積しており、これら違いに応

●パネルディスカッション
横浜市立大学大学院教授

中村 彰宏

じた有効な開発と投資を正しい優
先順位で行うことが不可欠です。

話題提供／パネリスト
国際協力機構（JICA）社会基盤・平和構築部次長 小泉 幸弘

そこで今回の基調講演は、アジア

Mirjam Sidik

開発銀行の澤田康幸氏にお願い

AIP（アジア傷害予防）財団 CEO

WRI（世界資源研究所）都市モビリティアソシエイト

し、アジアの都市化の現状、交通

Alejandro Schwedhelm

とその安全を含む包摂的課題につ

澤田 康幸

いてご報告いただきました。近年

< 敬称略 >

の都市化の様相、都市の集積の経

パネリスト

済性について具体例をもとにご説
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その安全に対する課題に焦点を当

「交通文化と交通安全に関するセミナー＆ワークショップ」
北村 友人

●開会挨拶／趣旨説明
〈セミナー「日本の交通安全と意識」
〉

て、国の交通安全政策に携わる専
門の行政官の方々から、わが国の
特長である交通安全政策の概要、
将来に向けた課題が示され、会場
出席者の方々との質疑応答が行わ
れました。さらに、当学会が参画

●講演「我が国の交通安全対策の流れと今後の課題」
内閣府参事官

近藤 共子

している国際的学術コンソーシアム

平松 伸二

Users Attitude）の直近の比較調

濱田

禎

規範意識や安全に対する意識につ

中村 英樹

いて示されました。後半のワーク

●講演「交通事故死亡事故等の特徴と警察の取り組み」
警察庁交通安全企画官
●講演「道路交通安全対策の重要事項」
国土交通省道路交通安全対策室長
●講演「日本の交通安全意識 −ESRA2 をもとに」
名古屋大学大学院教授

〈ワークショップ「交通文化と交通安全対策の国際展開の方向性」
〉

で あ る ESRA（E-Survey of Road
査の結果報告があり、わが国の法
いての実態が、欧州との比較にお
ショップでは、当学会がこれまで
実施してきた研究調査プロジェク

●趣旨説明／司会 早稲田大学教授

森本 章倫

●報告／討議者

日本大学教授

福田

横浜国立大学副学長

中村 文彦

大阪市立大学大学院准教授

吉田 長裕

敦

< 敬称略 >

トの内容が紹介されるとともに、
アジアの都市交通と交通安全に関
して、報告者間で討議が行われま
した。ここでは、都市交通にとっ
て有効な施策を実施するための重
要な論点が討議され、同時に変化
の急激なアジア地域のさまざまな

明いただき、交通インフラを含む

からパネリストの参加を得て、活

文化の中で、交通問題に関する目

都市計画策定に際して、個々の都

発な討議が行われました。

標を共有することの重要性が強調

市が緊密に連携し、都市システム

2 日目の「交通文化と交通安全

の形成を促進することの重要性が

に関するセミナー＆ワークショッ

強調されました。基調講演の後、 プ」は、前半と後半からなる二部

されました。
なお、当日の内容は当学会ホー
ムページに掲載予定です。

パネルディスカッションとなり、 構成となりました。前半のセミ
海外の NPO 代表者を含む各方面

ナーでは、特に日本国内の交通と

▲ 国際シンポジウム パネルディスカッション
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第62回 IATSSフォーラム修了
IATSS フ ォ ー ラ ム は、1985 年

践しました。

3.

インドネシアの首都ジャカル

より開始し、現在はアジア 10 カ

文化的背景・専門分野の異なる

国（カンボジア、インド、インド

研修生たちが積極的に知識を共有

を占める食品廃棄物に着目。

ネシア、ラオス、マレーシア、ミャ

し、切磋琢磨しながら、真剣に研

コミュニティーへのごみ分別

ンマー、フィリピン、シンガポー

修に取り組みました。その成果と

の意識付け、コミュニティー

ル、タイ、ベトナム）から研修生

して研究発表会では、各グループ

ガーデンやコンポスト導入な

を招き、次世代若手リーダーを育

より、以下の 3 つのプロジェクト

どを通して、食物への感謝と

成する研修を行っています。

が提案されています。

ゴミの排出への意識を向上さ

1.

カンボジアで増え続けるプラ

せることで、家庭における食

名）は、政府機関、大学、企業、

スチックゴミ問題を取り上げ、

品ロスを減らすことを目標に

NPO な ど で 活 躍 す る と と も に、

大学構内でのゴミの分別とリ

各国、各地域の課題に対応すべく、

サイクルの推進、企業や団体

研修生の中には早速、これらの

ボランティア活動にも積極的に参

と連携したプラスチック使用

提案を自国に持ち帰り、同窓会メ

加しています。

量の削減、ソーシャルメディ

ンバーと連携し、実現させようと

アを通したゴミ問題への意識

いう動きも出ています。

研修の修了生（61 回まで 1,069

第 62 回は 2019 年 9 月 16 日から、

タで、廃棄物全体の60％以上

したプロジェクト

10 カ国 20 名が参加して始まりま

向上と、問題解決に向けての

研修生からIATSSフォーラムの

した。

行動を促すことで、
プラスチッ

リーダーシップ研修に対する生の

クゴミの減少を目指すプロ

声を聞く機会である振り返り会で

ジェクト

は、
「自分自身を深く知り、また自

インドでは精神疾患患者の増

分 に 自 信 を 持 つ こ と が で き 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
他のセミナー、
視察、
国際交流、
ケー

2.

ススタディ等、55日間の研修を行

加が課題となっており、特に 「バックグラウンドも専門性も異な

い、11月9日には全員が無事修了

地方では十分な治療やケアが

式を迎えることができました。

施されていない現状に着目。 大きな刺激を受け、考え方や視野

る多様な研修生との関わりを通じ、

研修テーマとして「持続可能な

まずはコミュニティ内での

が大きく広がった」など、多くの

地域・社会づくり」を設定し、武

PLA（参加型ラーニング＆ア

称賛の声を聞くことができました。

内会長による導入セミナーをはじ

クション）の実施により、メ

研修生おのおのが研修中に培わ

め、事例研究、その他講義を通じ

ンタルヘルスへの理解を高め

れた知識・体験・人との絆を活かし、

て、地域・社会をよりよくするた

るとともに、サポート体制を

将来を担う若手リーダーとして、

めに何が必要なのか、住民・企業・

築いていくことで、心の病に

さらに成長しグローバルに活躍し

行政がどのように連携すべきかを

よる自殺を減らすことを目的

てくれることを期待しています。

「共に考え、共に学ぶ」行動を実

▲ グループ研究発表会の様子
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第12回 IATSSフォーラム国際委員長会議
IATSSフ ォ ー ラ ム の リ ー ダ ー

催し、現状のIATSS フォーラム運

点から深い議論を行うことで

シップ研修は、
1985 年に開講し、
「国

営の課題確認とともに、新プログ

多面的かつ柔軟な発想で考え

の発展に寄与するリーダーの育成」 ラムの方向性・内容の確認と意見
というスローガンのもと、2019年

交換を行いました。

末で62回を迎え、IATSSフォーラ
ムを修了した研修生は、累計1,089

新プログラムの方向性としては、
1.

名に達しています。

る力を養う。
5.

研修後、帰国した研修生の成
長の兆しを、各国の現地委員

高等教育機関と同様にアドミ

会において、研修生本人との

ションポリシー、カリキュラ

面談・報告を通して確認して

来年2021 年には、各国での研修

ムポリシー、コンプリーショ

いただくとともに、各国でも

生募集環境を考慮して期間を短縮

ンポリシーを設定し、研修生

さらなる成長へのサポートを

し、併せて研修の内容・質の向上

に求める資質、研修プログラ

していただく。

を図った新プログラムを立ち上げ

ム内容、修了時の達成レベル

といった内容となります。

る予定です。新プログラムの方向

を明示・公開する。

性・内容については、IATSS フォー

2.

今回、各国の委員長には第62回

リーダーシップの定義や主要

研 修 生 と の 意 見 交 換 を 踏 ま え、

ラム実行委員会にて約3年間にわ

なリーダー理論に触れ、リー

IATSS フォーラム実行委員会・事

たり、検討を進めて来ました。

ダーシップのあり方を学ぶセ

務局にて準備した上記の新プログ

ミナーを新設する。

ラム提案を確認していただき、基

日本式発展の事例研究を新規

本合意をいただきました。

新プログラムの実行に当たり、
昨年 11 月の第 62 回フォーラム修

3.

了式に併せて、研修参加対象とな

に導入し、自国の持続的発展

るアジア10カ国からIATSS フォー
ラム現地委員長11名を招集し、第
12回目となる国際委員長会議を開

4.

本年は、新プログラムの一部を

へのアイデアを得る。

先行で適用しながら、引き続き来

議論の対立軸を組み込んだ

年2021年の新プログラム立ち上げ、

テーマを設定し、あらゆる観

準備と調整を進めてまいります。

【写真前列】 各国 IATSS フォーラム委員長
左から、ベトナム、タイ、シンガポール、フィリピン、ミャンマー、マレーシア、ラオス、インドネシア 2 名、
インド、カンボジア
【写真後列】 IATSS フォーラム実行委員会メンバー（中央：吉田実行委員長）
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IATSS Research Vol. 43, Issue 4
発行
IATSS Research Vol. 43, Issue 4 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/43/issue/4

<Special Feature: MaaS and ITS in Asia>
Shunsuke Kamijo
MaaS and ITS in Asia
Koichi Sakai
MaaS trends and policy-level initiatives in the EU
S.K. Jason Chang, Hou-Yu Chen, Hung-Chang Chen
Mobility as a service policy planning, deployments and trials in Taiwan
Andrew Pickford, Edward Chung
The shape of MaaS: The potential for MaaS Lite
Sorawit Narupiti
Exploring the possibility of MaaS service in Thailand, implications from the existing conditions and
experts' opinions on “Who should be the MaaS provider in Bangkok?”
Sippakorn Khaimook, Kento Yoh, Hiroto Inoi, Kenji Doi
Mobility as a service for road traffic safety in a high use of motorcycle environment
<Special Feature: Trends in the Development of Autonomous Vehicles and Challenges
for Deployment in Society>
Naoki Suganuma
Trends in the development of autonomous vehicles and challenges for deployment in society
Hironobu Fujiyoshi, Tsubasa Hirakawa, Takayoshi Yamashita
Deep learning-based image recognition for autonomous driving
Keisuke Yoneda, Naoki Suganuma, Ryo Yanase, Mohammad Aldibaja
Automated driving recognition technologies for adverse weather conditions
Takeyoshi Imai
Legal regulation of autonomous driving technology: Current conditions and issues in Japan
<General Topics>
Nor Azmawati Husain, Jamilah Mohamad, Mohd Awang Idris
Daily emotional demands on traffic crashes among taxi drivers: Fatigue and safety motivation as
mediators
Guangchuan Yang, Zong Tian
An exploratory investigation of the impact of ramp metering on driver acceleration behavior
Chantal Timmermans, Wael Alhajyaseen, Nora Reinolsmann, Hideki Nakamura,
Kazufumi Suzuki
Traffic safety culture of professional drivers in the State of Qatar
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