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、経団連会

なることが知られている。群集状

確保されておらず、警備にも莫大

館（東京・大手町）において、会

態の危険の発生を防ぐには、歩行

なコストがかかることから、この

場参加とリモート参加のハイブ

者空間を確保して空間の使い方を

ようなイベントの計画的開催につ

リッドで、2021 年度国際交通安

あらかじめ想定することが必要だ

いても困難なことが多い。

全学会研究調査報告会ならびに第

が、空間制御や歩行者の流れを管

そこで、本研究では、3 年をか

43 回国際交通安全学会賞贈呈式

理していないイベントでは、混雑

けて以下の内容を実施することと

を開催しました。

の発生を予測することが困難な場

した。初年度は、大きな鉄道駅の

合がある。

交通結節点における歩行者の混雑

研究調査報告会

群衆には定義と構成要素がある

と交通事故や犯罪リスクの関係を

2021 年度に行われた研究調査

が、それらのうち、群衆の心理状

調査するための研究レビューを

の中から 4 テーマが報告されまし

態と人同士の相互作用を除いた構

行った。また、渋谷ハロウィンの

た。各テーマの概要は、次の通り

成要素を研究対象とした。群集状

ようないくつかのイベントを対象

です。

態の事例の一つとして、渋谷ハロ

に、モ バ イ ル プ ロ ー ブ デ ー タ

ウィンイベントを取り上げた。こ

（MPD）を用いて、イベント時の

（詳しい資料は、当学会ホームペー
ジをご覧ください。
）

のイベントは、主催者がいない自

混雑状況を調査した。このデータ
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然発生的なもので、広場や歩行空

は、一般的なスマートフォンのア
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間において歩行者の流れをコント

プリケーションから収集したデー
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ロールすることがいかに難しいか

タを提供している携帯電話会社か

【テーマ 1】広場・歩行空間にお

を物語っている。混雑状況は、歩

ら入手したものである。これは、

ける群衆行動の観測とその制御に

行者のスペースが少ない日本の大

街路ごとの歩行者の流れの全体像

よる安全性向上に関する研究

型ターミナル駅周辺の商業エリア

を把握し、適切な制御方法や介入

でよく見られるが、自動車やバス・

機会を検討できる可能性があるた

を伴う屋外イベントや、地震によ

タクシーの通行する公共空間とし

め、このプロジェクトのメイン

る公共交通機関の運行停止などに

ての道路はあるが、このような予

テーマとなっている。

より、突然、多くの歩行者が路上

見できないイベントのために駅へ

2 年 目 に は、英 国 マ ン チ ェ ス

に出てくることがある。このよう

の道路アクセスは完全に止めるわ

ター大学において、犯罪と群集に

な歩行者は群衆と呼ばれ、歩行者

けにはいかない現状にある。また、 関するハッカソンイベントを開催

の群集状態は事故や犯罪の原因に

歩行者のためのスペースが十分に
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行者流動制御、デジタル画像から

地域課題全体の解決への展開を

を整備し、日本の RAB 事例の体

の物体検出による監視手法、群集

図った。特に、2年間の研究成果に

系的整理を図ることを目的とし

追跡手法などの最新の研究内容を

基づき、最終的な成果として、高

た。これより、日本での実態評価

研究メンバーと共有した。

校生たち自身による「交通安全に

が可能になるとともに、計画・整

3 年 目 に は、MPD を 用 い て 中

関する提言」をまとめ、能勢町役

備の経緯や技術的検討に関わる

距離レベルの歩行者行動を分析し

場に提出することを目指してい

アーカイヴとして、今後の RAB

た。また、群集の状況をより深く

る。この提言に基づき、今後、能勢

整備に際して行政上・実務上、貴

分 析 す る た め に、MPD と AI 画

地区における交通安全施策の改善

重な情報を提供することができ

像解析手法を組み合わせた歩行者

が行われることを期待している。

る。

流動の可視化を試みた。加えて、

2021 年度は、主に 2 つの研究を

2021 年 度 は、2020 年 度 に 引 き

歩行者のための空間デザインの事

実施した。第一の研究である「交

続き、各地の RAB のデータを収

例に関するワークショップを開催

通工学的アプローチ」の研究では、 集し、全国 130 カ所の RAB を DB

し、フランス・パリ市における公

交通安全ワークショップ（以下、 に収録した。本 DB から得られる

共主導による空間デザイン事例、 WS）において、異なる 2 つの手

各 RAB の 約 100 項 目 の デ ー タ に

イギリス・ロンドンのキングスク

法を用意し、自己評価による生徒

関する統計的分析により、日本の

ロス駅周辺における民間主導の空

の心理的リアクタンス面と客観評

RAB の特徴を定量的に把握する

間デザイン事例についてもレ

価による交通行動の前後比較によ

ことが可能となった。また、この

ビューを行った。

り、交通安全 WS の効果を検証

RAB-DB を用いて、構造上の特徴

【テーマ 2】中山間エリアの高校

し、具体的な交通安全教育・学習

分析、立地特性による分類、各ラ

通学における交通課題の解決と教

に関する知見を得ることを目的と

ウンドアバウトの評価（構造、適

育的効果の測定

した。本研究では、WS を通して

用場面、景観、総合の各項目によ

大阪府立豊中高等学校・能勢分

自らの運転行動を可視化したこと

る評点）を行い、わが国の RAB

校は、中山間エリアに位置する学

で、交通ルールの順守率が多少増

の整備実態を明らかにした。また、

校であるが、文部科学省のスー

加し、リスクのある場面における

RAB-DB か ら 30 カ 所 程 度 の 代 表

パーグローバルハイスクール

回避挙動の頻度が上昇した。一方、 的なものを抽出し、導入経緯、ま

（SGH）に指定されるなど、グロー 「都市計画・交通計画的アプロー

ちづくり、合意形成、設計、施工、

バルな視点からさまざまな教育活

チ」の研究では、通学路の危険個

維持管理などの観点から事例を整

動に取り組んでおり、地域での進

所を認識すると共に、自転車の視

理することにより、これらの特徴

学希望者も多い。しかし、同校の

点・自動車の視点・まちづくりの

について考察した。

課題として、
「通学課題」が挙げ

視点といった、多様な視点からの 【テーマ 4】ASEAN 地域での速度

られ、近年では、進学希望者が通

問題発見および提案がなされた。

学を理由に入学を断念するなど、 【テーマ 3】日本のラウンドアバ

認知に着目した二輪運転者の危険
予測教育プログラムの開発

入学者の減少・定員割れが続いて

ウトデータベースと事例集の整備

本社会貢献プロジェクトでは、

いる。現在、徒歩や路線バス、自

2009 年度より IATSS の研究調

過去3カ年のプロジェクト（1841A、

動車での送迎といった通学手段が

査プロジェクトでラウンドアバウ

1941B、2041C）の成果を踏まえ、

あるが、それ以外は、自転車通学

ト（RAB）の実用展開に着手し

速度認知に着目した二輪運転者へ

が最終的な手段となっている。た

て以来、全国各地で整備事例が増

の危険予測に関する教育プログラ

だし、自転車通学においては、安

加している。これらの RAB にお

ムのツールを開発した。過去のプ

全面で中山間エリア特有の多くの

いては、その構造や用途、交通条

ロジェクトでは、ASEAN 地域に

課題を抱えている。

件、適用場面などにおいて、さま

おいて二輪車メーカーが主導し、

ざまな特徴を有するものが出てき

行政・地域・家庭を包摂する「交

今回、高校生に電動アシスト付
き自転車（e-bike）という新たな

ているものの、それらの全体像は、 通安全文化共創モデル」の必要性

交通手段を提供することで、交通

必ずしも十分明らかになっていな

のあり方の学習支援により、課題

い。そこで本プロジェクトでは、 の共創モデルは、ASEAN 地域の

と社会的意義を明らかにした。こ

解決力の向上を目指すとともに、 信頼性の高いデータベース（DB） 交通安全対策の課題であるエン
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フォースメント（取り締り）の不

受賞理由：スロープカーは、株式

期点検は不要です。また、運転士

足を補う役割をも果たしている一

会社嘉穂製作所が開発・製作して

が不要で、ボタン一つで走行する

方で、エビデンスに基づく事故実

いる跨座式の斜面走行モノレール

ことが可能です。このため、設置

態の把握、および速度超過の抑制・

です。勾配が変化しても客室の床

や運行にかかる時間や費用を抑え

運転者の認知については、十分に

面の水平を保つことができるた

ることができます。一方で、設計

対応できていないことが浮き彫り

め、地形に沿った自由度の高い設

時のリスク分析や出荷時の検査、

にされた。

置が可能であることと、プラット

引き渡し後の定期メンテナンスと

そこで、本プロジェクトにおいて

フォームと車両との間隔が狭いた

いった安全対策に嘉穂製作所が自

は、ドローン空撮と AI によるモー

め、車いすやベビーカーでの乗降

主的に取り組み、無事故を続けて

ション・パターン学習に基づき、 が容易である点が特徴です。傾斜

います。近年、速度は歩行速度並

二輪事故の多発交差点での動的な

地に立地する個人宅や宿泊施設、 みであるものの、比較的に大人数

リスク評価を実施し、特に危険を

寺院等への小人数乗りの設備の導

が乗ることのできる車両として発

予測すべき状況の可視化とダッ

入が中心でしたが、最近は公園等

展・普及することで、斜面の移動

シュボード化を行った。加えて、 に 40 人乗りの車両が導入される
事故リスクを低減させる重要な要

の可能性を広げたものといえます。

ようになり、バリアフリーな移動

スロープカーをはじめ、斜面を

素の一つである危険予測のうち、 手段として、興味深い発展を示し

走行するモノレールやエレベー

認知に焦点を当てたアニメを用い

ターのような移動技術は、わが国

ています。

た安全運転啓発ビデオを制作し

特 に、2020 年 に 開 業 し た 長 崎

た。このビデオは、速度認知のエ

稲佐山スロープカーは、40 人乗

今後も広く発展・普及することが

ラーを解説し、さまざまな運転状

り 2 両の車両が稲佐山中腹の駐車

期待されます。そのため、理想的

況における注意資源の配分を可視

場から山頂までの 520 メートルを

な交通安全の実現に資する啓発に

化することで、正確な認知のため

約 8 分で結ぶ大規模なもので、そ

多大な業績を上げたものとして評

のポイントをわかりやすく解説し

の洗練されたデザインと車窓から

価いたしました。

ている。さらに、現地の若者を模

の長崎の絶景の組み合せが、観光

したアニメキャラクターと、鈴鹿

の一つの目玉となっています。車

著作部門

サーキット交通教育センターの協

両のデザインは、フェラーリなど

受 賞 者：角野幸博、青木嵩、岡

力の下、撮影した実際の運転映像

を手掛けた工業デザイナー奥山清

絵理子、伊丹康二、水野優子、松

を用い、動画への関心を高める工

行 氏 が 率 い る KEN OKUYAMA

根辰一、坂田清三

夫を行うとともに、交通事故が当

DESIGN によるものです。外装は、 著 作 名：鉄道と郊外 : 駅と沿線

事者だけでなく、家族や知人、社

自然との調和を重視して黒を基調

からの郊外再生（鹿島出版会、2021

会へも影響を与えることを強調

とし、木々が映り込むように鏡面

年）

し、安全運転への共感を促す仕掛

塗装が施されています。内装は、 受賞理由：関西圏における鉄道事

けを施した。2021年度は、以上の

板張りの床に加えて、森をイメー

業者による郊外空間の開発に対す

ような危険予測教育に関わるツー

ジした樹木形の支柱が設置されて

る鉄道および鉄道事業者の役割

ルおよびコンテンツを開発した。

います。麓から稲佐山への既存の

を、都市計画、建築、地理および

ロープウェイの混雑がひどくなっ

歴史の観点から論じたものであ

ていたこともあり、魅力的なルー

り、
（公財）都市住宅学会関西支

トの一つとなることが期待されま

部に設置された研究会の主要メン

す。

バーの多年にわたる研究成果の一

学会賞贈呈式
本年度は、業績部門 1 件、著作
部門 1 件、論文部門 2 件が選ばれ
ました。

に多く存在する斜面地において、

スロープカーは、モノレール等

部です。人口減少下の郊外のあり

の軌道とは異なるニッチな移動技

方に加え、アフターコロナにおけ

術です。建物から離れた屋外に設

る政策提言にも言及しており、時

受 賞 者：株式会社 嘉穂製作所

置されるため、確認申請が不要で

宜を得た著書であると判断します。

業績題目：みんなでゆっくり斜面

あり、輸送能力、速度、延長が非

東京圏では、既成市街地におい

を移動「スロープカー」の魅力

常に小さいことから、高頻度な定

て大名屋敷などが住宅地として開

業績部門
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発され、鉄道が敷設されると、そ

なる駅、第三の仕事場になる駅、 地域住民の高齢者福祉対策や健康

こをタネ地として郊外開発が進み

図書館を核とした駅であるといい

増進対策として重要な公共政策の

ました。一方、関西圏における郊

ます。筆者は、こうした駅にする

一つに位置づけられています。こ

外は、鉄道会社や土地会社によっ

ために、鉄道事業者に地域に根差

れまでさまざまな方法でバス利用

て開発され、それが中産階級の郊

した多くの役割を求めており、そ

促進対策が検討され、進められて

外への移住を促進することになり

れを「沿線力」の強化と表現して

きましたが、この研究論文は、そ

ました。鉄道会社は、
「郊外生活

います。沿線力とは、単なる沿線

うしたバス利用促進において、重

を豊かにする」多様な事業を展開

価値の向上ではなく、収益が沿線

要な新しい知見を提供する秀逸な

し、それが郊外の利便性を高め、 外や地域外に漏出しないような個

研究論文であると高く評価された

さらに郊外が拡大するという循環

性的で挑戦的な拠点の再生整備を

ものです。

が生まれました。しかし、人口減

進め、
「移動の利便性に加えて沿

これまで最も典型的なバス利用

少によって郊外がスポンジ化して

線に立地する都市機能と娯楽機

促進対策は、客観的なバスサービ

いるところに新型コロナの感染が

能、自然環境および生活支援サー

ス水準の向上でしたが、近年では、

拡大し、人々の移動パターンも変

ビス等」からなる総合的な魅力の

そうした基本的対策に加えて、さ

わりました。今後の郊外はどうあ

ことを指しています。著者は、そ

まざまなソフト対策の必要性が認

るべきか、それが本書のテーマの

の実現に向け、都心ターミナルに

識され、各種プロモーションや情

一つとなっています。

経営資源を投入している鉄道事業

報提供等を軸とした心理学的な方

本書は 6 章から構成され、大き

者に対し、公共政策と連携した沿

略としてのマーケティングの活用

く 3 つの部分に大別できます。1

線やそのノードとなる拠点駅への

が実践されるようになってきてい

〜 3 章は研究の意図、人の移動や

経営資源の投入による「沿線マネ

ます。そうした取り組みは、モビ

住宅の特性を分析し、4、5 章では、 ジメント」を求めています。

リティ・マネジメントという呼称

鉄道駅と鉄道会社の事業の変遷や

鉄道事業者の経営戦略も異な

で幅広く研究およびその実践が進

法制度も含めた周辺環境の変化が

り、すでに鉄軌道事業以外の収入

められてきていますが、そうした

取り上げられています。そして、 が鉄軌道事業を上回る会社もあり

取り組みの中で、
「健康」に着目

6 章では郊外再生に対する提言が

ます。しかし、沿線マネジメント

したものが、その重要性に比して、

とりまとめられ、最終には、東西

は、いずれの事業者にも例外なく

ほとんど進められてこなかったの

の大手私鉄の特性を比較した補論

該当する提言であり、民間事業者

が実情です。

が付されています。

たる鉄道事業者の今後の方向を示

そうした中で、この研究は、身

具体的な内容ですが、まず、3

した著作内容は、理想的な交通社
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