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2021 年 4 月 9 日（金）
、リモート

得ることから、無自覚な疾患も含

積の重要性は大きい。派生する交

にて、2020年度国際交通安全学会

めた健康起因事故への網羅的な対

通需要の受け皿、かつそれらを誘

研究調査報告会ならびに第 42 回

策が必要であると考え、これまで

引・誘導する仕掛けとしての公共

国際交通安全学会賞贈呈式を開催

に職業運転者を対象とした実証的

交通の役割を明らかにすることを

しました。

研究を行い、健康起因事故の系統

目的とした。過去 2 年の成果を基

的な対策が遅れていた睡眠時無呼

に、最終（2020）年度は、大都市

吸症候群（SAS）や視野障害が交

東京、地方都市富山でのケースス

2020 年度に行われた研究調査

通事故増加のリスクとなることを

タディを実施し、公共交通のあり

の中から 4 テーマが報告されまし

報告してきた。また、2019 年度に

方について提言を行う予定で活動

た。各テーマの概要は、次の通り

は、国内 2 カ所（東京都、愛媛県） を開始した。

です。

において、本プロジェクトによる

東京都区部での空間構成上の課

知見を紹介するシンポジウムを開

題検討、コロナ禍での文化的創造

催し、健康起因事故防止の普及啓

的機能が受けた影響分析、現地研

https://www.iatss.or.jp/

発を行ってきた。以上により、本

究者、現地行政担当者、在住市民

society̲presentation/

プロジェクトでは、これまでの研

を交えた2回にわたるワークショッ

2020̲02.html

究で得られた知見をアジア地域に

プを経て、以下の結論を得た。通

【テーマ 1】アジア地域における

おいて展開し、健康起因による交

勤通学一辺倒の都市から、文化的

健康起因事故防止のための普及啓

通事故削減に寄与することを目的

創造的機能中心への変革、そこに

発活動の展開

とした。具体的には、本プロジェ

伴う余暇と余韻の再発見、移動の

研究調査報告会

（詳しい資料は、当学会ホームペー
ジをご覧ください。
）
▶

健康障害が起因する重大な交通

クトでは、①国際シンポジウムの

価値合理的へのシフト、そこでの

事故の増加を受けて、国土交通省

開催と②普及啓発ツールの制作の

公共交通の重要性、わくわくと余

は健康起因事故対策検討委員会を

2 つの事業を行った。

韻の空間設計および運賃や端末輸

設置する等、近年、健康起因事故 【テーマ 2】都市の文化的創造的
防止は、交通事故対策の重要な課

機能を支える公共交通の役割

送の工夫、車両や施設設計再考を
提案した。コロナ禍でのニューノー

題として認識されている。我々

未来の都市のあり方を考えるに

マルの流れを受けて、NEW LOCAL

は、超高齢社会で職業運転者の高

当たり、都市はサステナブルかつ

の育成を視野に、濃密なコンタク

齢化が進む中、さまざまな生活習

クリエイティブであるべきで、文

トの意味の再確認からの文化的創

慣病が健康起因事故の原因となり

化的かつ創造的な機能・活動の集

造的活動の重要性、公共交通危機
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回避および自動車過度依存抑制を

本プロジェクトは、自動二輪が

踏まえた文化的創造的活動を支え

生活交通として定着している

る公共交通への転換、そして、東

ASEAN 地域において、二輪車文

著作部門

京だけでなく、地方都市が主役と

化を活かしつつ、安全な利用を促

受 賞 者：日高洋祐、牧村和彦、

なるべきことを提言した。

進する持続可能な交通まちづくり

井上岳一、井上佳三

門は該当がありませんでした。

【テーマ 3】児童生徒等に対する

のモデルを提案するものである。 著作表題：Beyond MaaS 日本から

効果的な交通安全教育を普及させ

3 カ年にわたる取り組みの中で、 始まる新モビリティ革命 −移動

るために何が必要か 〜教育普及

1〜 2年目においては、ASEAN 地

と都市の未来−

スキームの構築研究〜

域における自動二輪関連事故の原

受賞理由： 本書は、近年着目され

本研究の目的は、児童生徒等に

因に関する系統的な把握を試み

ている MaaS について、特に異業

対する発達段階に応じた効果的な

た。その結果、同地域では行政側

種との融合の可能性である「Beyond

交通安全教育を普及させるための

のリソースの不足により、まず事故

MaaS」を取り上げた内容になっ

要件を明確にして、教育普及のた

関連データの収集・分析が困難な

ています。MaaS の現状況につい

めのスキームを構築することであ

状況にあり、有効な安全対策が講

て、論文や公的組織によるロード

る。2018-2020年度の3年間の研究

じられていないことが明らかにさ

マップやマスタープランなど、実

調査から、児童生徒主体の交通安

れた。しかし、その一方でHonda

例を交えて俯瞰的に把握すること

全教育活動は、子どもたちの興味

Vietnam（ベトナム）
、A.P. Honda

で、システム構造と課題や可能性

関心を引き出し、意識・行動変容 （タイ）といった二輪メーカーが多

を読者へ前提紹介しています。こ

を導く可能性が高いことが見いだ

様な関係者と協働し、安全運転の

れから持続可能な「日本版MaaS」

さ れ た。特 に 2020 年 度 は、生 徒

普及や安全教育を主導しているこ

を構築していく上で、J. ムーアが

会が主催する交通安全シンポジウ

とが確認された。

提唱している「ビジネスエコシス

ムの開催、交通安全推進委員会に

2020年度は、上述のリソース不

テム」を取り上げて、従来のプレ

よる交通安全新聞の発行、生徒会

足を補う方法として、ドローン空

イヤーの相互関係の再構築の必要

同士の WEB 会議による他校との

撮と AI 解析を用いたモーション

性などを述べています。その上で、

情報交換など、高校生による主体

パターンラーニングに基づくコ

MaaS ビジネスの領域として、情

的な活動を推進した。その結果、 リージョン・リスク分析を実施し、 報提供、予約決済などのアプリ提
こうした活動が生徒の自我関与の

AI との共創による事故実態把握

供の MaaS の基本構築領域、交通

意識を高め、教育効果のヨコへの

手 法 の 有 効 性 を 確 認 し た。加 え

分野や都市・地域交通の最適化、

広がり（例えば、部活動を通して

て、ベトナムでの二輪車メーカー

新しいモビリティの創出という

全校生徒が関わる活動）と、タテ

による政府・自治体・地域コミュ

Deep MaaS の領域、交通と異業種

への広がり（例えば、新入生に向

ニティとの連携を通じた安全教育

との連携やスマートシティに関し

けての交通安全動画の作成）を導

効果および社会的インパクト発現

ての Beyond MaaS の領域という

く可能性が示唆された。児童生徒

構造を検証した。そして、行政で

3 つの要点に整理しています。各

主体の活動が、より一層社会に普

はなく、民間が主体となり、多様

交通業界の成長戦略、新たな連携

及することを目指し、主体的な活

な関係者の共創という従来とは異

による価値創出について、自動車

動を奨励する褒賞助成制度の活用

なる関係性の下、安全向上のため

業界の CASE の出口戦略における

や、指導案・教材の作成等の支援

の知識・技能を向上させ、未来を

MaaS との関わりが取り上げられて

サービスの提供という観点から、 担う新たな世代の交通モラルの構

います。本書のタイトルにもなっ

一連の研究成果を総括し、今後の

築を進める交通安全文化共創モデ

ている各交通業界・自動車業界を

課題を議論した。

ル、す な わ ち Honda V モ デ ル の

越えて、社会を構成するあらゆる

提案を行った。

分野との融合を果たす「Beyond

【テーマ 4】二輪車文化を活かし
安全を基本とした ASEAN 地域の
持続可能な交通まちづくり 〜メ
タデザインとして“Honda モデル
の普及に向けて〜
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可能性にフォーカスしています。

本年度は、著作部門 3 件、論文

本書の前作に当たる「MaaS モビ

部門 1 件が選ばれました。業績部

リティ革命の先にある全産業の
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ゲームチェンジ」では、各分野に

手法を組み合わせ、事実と推論の

により近い「道路信託機構」を設

おけるゲームチェンジを引き起こ

記述で全体を通貫し、現在の道路

立し、受益と負担の関係の明確化

すキーワードの記述であった内容

政策が、なぜそうなっているのか、 を図り、併せて「国会議決におけ

が、その後の 2 年間に具体化され

そして、自動運転という新たな技

る党議拘束の緩和」をするという

た実証モデルなど、トレンドも織

術のフェーズが、それに何をもた

「提言」がなされています。著者

り交ぜて記述されているため、分

らしうるのかを、著者のこれまで

自身、分析視点としての公共選択

野ごとのメリットや顕在化してい

の交通経済学における研究実績や

論からすると、いずれも「実現不

る問題点が読者にとってもわかり

実務への参画も踏まえながら、極

可能」と位置づけていますが、他

やすく説明されています。Google

めて冷静に描き出しています。基

方で、自動運転技術の進展により、

のスマートシティ構想のマスター

本的視座を提示し、問題設定を行

「垂直統合された巨大システム」

プランをベースに自動運転社会が

い、道路政策の歴史を概観し、全 「ハイパーオート会社」が登場す

実現し、MaaS が普及した 2030 年

国ネットワークとしての高速道路

れば、会社との交渉や会社への委

以降の近未来の都市自体のリデザ

の整備政策と料金政策を扱い、一

託によって、道路政策に合理的な

インと現状を照らし合わせること

般道路に関する国の整備政策と自

意思決定過程が生まれるのではな

で、今後の進むべき方向性につい

動車関係諸税、道路特定財源制度

いか、との展望を持って本書は締

て提起しています。

を対象とし、日本道路公団の民営

めくくられています。

日高氏をはじめとする 4 名の共

化と道路特定財源の一般財源化と

この展望が、さまざまな学問分

著ですが、各著者の専門性を活か

いう「2000 年代の道路政策の改変」 野における対話を促す恰好の素材

した記述がなされていて、全体

を主題とし、考察を踏まえ、道路

であることも含め、交通および安

トーンを調整しているため、非常

政策の今後を展望しています。

全に関する諸問題を学際的に考察

に読みやすくなっています。また、

著者は、本書を通貫する視点と

したことを評価いたしました。

本書の出版構成上、
「日経クロス

して制度を概説し、その背景にあ

トレンド」掲載記事の再編集部分

る政策理念を明らかにすること、

著作部門

を含む形になっていますが、本書

ミクロ経済学による政策分析、政

受 賞 者：宇都宮浄人

全体構成に合わせて再編集した上

治的意思決定の公共選択論による

著作表題：地域公共交通の統合的

で掲載されているため、著書とし

解釈を提示し、それに対応して、 政策 : 日欧比較からみえる新時代

ての整合性や論理的な構成もしっ
かりしています。

「理念・目的・制度」
「分析・評価」
「決

受賞理由：本書は、地域公共交通

定・政治」を内容とする体系性を

政策に関する著者の 2013 年以降

以上のように、100 年に一度と

持った各節から構成されていま

の発表論文等を基に、2017 年度

呼ばれているモビリティを取り巻

す。そして、この体系性と相まっ

の ウ ィ ー ン 工 科 大 学 在 任 中 の、

く環境変化を見いだすパワーワー

て、各章各節で、著者独自に作成

オーストリアをはじめとする欧州

ド で あ る「Beyond MaaS」を わ

したものも含め、図表が各所に適

各国における地域公共交通の取り

かりやすい構成とタイムリーな情

切に配置されていることや、政治

組みに関する研究調査活動成果も

報で取りまとめており、広い分野

決定の過程についての審議会での

盛り込み、これからの日本での統

の読者を想定している点を評価い

議論、国会審議の議論の解釈が、 合的な地域公共交通の政策や、そ

たしました。

わかりやすい文体で提示されてい

れに関する制度のあり方について

ることによって、全体が 415 ペー

論じた著作です。人口 100 万人未

著作部門

ジからなる専門書でありながら、 満の地方都市や大都市周辺におけ

受 賞 者：太田和博

専門を異にする読者にも興味を喚

る地域に焦点を当てて、日本と欧

著作表題：日本の道路政策 : 経済

起し、その理解を容易にする工夫

州、制度と実証という 2 つの軸で、

学と政治学からの分析

が凝らされています。

政策の変遷の考察や定量的分析も

受賞理由：本書は、日本における

自動車交通の成熟化・大衆化が、 組み込んで議論を進めている大作

戦後道路政策の全体像を描き、将

道路政策決定の難しさをもたらし

来のあり方を展望した大著です。

ている面を捉えて、今後の政策決

地域公共交通政策を議論する理

厚生経済学と公共選択論の分析

定のあり方について、道路の現場

由付けの整理から始まり、規制緩
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和政策の修正以降、交通政策基本

ることで、データに基づいた実証

ル研究に過ぎず、母集団からラン

法の下での模索を含む日本の地域

という観点でも、地域公共交通政

ダム抽出された豊富なデータに基

交通政策の変遷、同じく主に 21

策の分野で考えなければいけない

づく実証研究ではありませんでし

世紀以降の欧州の地域公共交通政

点を具体的に指摘しています。

た。その結果、車載システムの操

策の変遷、地域公共交通政策にお

地域公共交通政策に携わってい

作に伴う事故が、どの程度の頻度

ける統合の考え方についての考

る研究者や実務者にとって、本書

で生じているかという重要な指標

察、オーストリアが実現した地域

は、この20年間の政策の変遷、欧

が、研究ごとに異なっているとい

公共交通政策と財政支援の評価、 州事例からの学び方、関連する政

う問題があり、走行中の車載シス

費用便益分析の意義と限界を踏ま

策分析の方法など、多くのことを

テムの操作に伴う交通事故対策に

えた地域公共交通の価値について

学べるとともに、公共交通さえよ

ついての基礎検討が困難となって

の考察、および地域鉄道での価値

くなればよいわけではなく、地域

いました。

の測定に関する分析、ソーシャル・

のための公共交通政策の模索であ

この問題と課題に着目し、
「車載

キャピタルと地域公共交通の関係

るというところからぶれることな

システムの操作に伴う交通事故」

についての概念整理とマクロデー

く、統合的政策のあり方を考えて

のより効果的な対策を検討するこ

タによる実証、地域公共交通政策

いく機会を与えてくれます。

とを企図し、交通安全研究におい

がソーシャル・キャピタルに与え

以上のように、地域公共交通政

ては、これまで適応した先例がほ

る影響についての、日本とオース

策の動向や論点、課題を実証的か

とんど認められなかった「ランダ

トリアにおけるケーススタディに

つ学術的にまとめている点を評価

ム効果メタ分析」という方法論を

基づいた実証、ドイツ、フランス、 いたしました。

用いています。そして、これまで

日本のデータを用いた交通政策に

の交通安全研究の歴史の中で報告

よる地域公共交通の利用者増の可

論文部門

能性についての分析、以上に基づ

受 賞 者：Apostolos Ziakopoulos,

活用可能なものを全て活用しつ

いた総括としての地域公共交通の

Athanasios Theoﬁlatos, Eleonora

つ、車載システムの操作に伴う交

統合的政策実現に向けたまとめか

Papadimitriou, George Yannis

通事故についての信頼性の高い実

ら構成されています。

論文表題： A meta-analysis of the

証的知見を得ています。この研究

impacts of operating in-vehicle

で活用された「ランダム効果メタ

2000 年以降の地域公共交通政策

information systems on road safety

分析」という方法は、行動科学研

の変遷について、多くの資料に基

（IATSS Research, Vol.43, Issue 3,

究等においては一般的な伝統的手

日本および欧州各国における

されてきた実証データにおいて、

づいて正確に記載され、わかりや

2019 年）

法であり、異なる実証研究データ

すく説明されているため、研究者
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