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　当学会は、2015年より毎年、国際
フォーラムGIFTS（Global Interactive 
Forum on Traffic and Safety）を
開催してまいりましたが、このた
び、「価値を創造する交通文化」と
いうテーマで第8回GIFTSを開

催する運びとなりました。下記要
領にて、ハイブリッド形式（会場
とリモートの同時開催方式）での
開催を予定しておりますので、ぜ
ひご参加ください。多くの方のご
参加をお待ちしております。

　プログラムの詳細や参加登録に
ついては、下記の特設サイトをご
覧ください。
▶https://www2.issjp.com/
　gifts2022/jp/index.html

国際交通安全学会学会通信

■ 第8回IATSS国際フォーラム
　（GIFTS）を開催します
■ IATSS Research Vol. 46,
　 Issue 2発行

第8回IATSS国際フォーラム
（GIFTS）を開催します

IATSS Research Vol. 46, Issue 2
発行
　IATSS Research Vol. 46, Issue 2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/46/issue/2

日　　時：2022年11月29日（火）13：30～16：30
会　　場：大手町プレイス カンファレンスセンター （東京都千代田区大手町2-3-1）
開催方法：ハイブリッド開催（会場開催、リモート開催：Zoomウェビナー） 日英同時通訳付
登録受付：2022年11月11日（金）まで（会場参加）
　　　　　2022年11月28日（月）まで（リモート参加）
参 加 費：無料

※ 会場参加・リモート参加のいずれも事前の参加登録が必要です。
※ 会場参加をお申し込みの場合でも、申込人数が会場の許容人数に達した場合、リモート参加とさせ
ていただきますので、予めご了承ください。
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<General Topics>

Kento Yoh, Sippakorn Khaimook, Kenji Doi, Takahiro Yamamoto

　　Study on influence of walking experience on traffic safety attitudes and values among foreign 
　　residents in Japan
Michael Green, Carlyn Muir, Jennifer Oxley, Amir Sobhani

　　Safe System in road safety public policy: A case study from Victoria, Australia
Farzana Rahman

　　Exploring paratransit service quality based on low-income women's perception: A case study in 
　　Dhaka city by structural equation model (SEM)
Hanif Qaid, Ari Widyanti, Sheila Amalia Salma, Fitri Trapsilawati, Titis Wijayanto, Utami Dyah 

Syafitri, Nur Chamidah

　　Speed choice and speeding behavior on Indonesian highways: Extending the theory of planned 
　　behavior
Natalia Distefano, Salvatore Leonardi, Giulia Pulvirenti, Richard Romano, Erwin Boer, 

Ellie Wooldridge

　　Mining of the association rules between driver electrodermal activity and speed variation in different 
　　road intersections
Deepty Jain

　　Viability assessment of electric cars for personal use in India
Syed Arif Hussain Shah, Kubota Hisashi

　　Analyzing travelers' attitude towards ride-hailing services in developing countries: Case of Lahore, 
　　Pakistan
Mohit Kumar Singh, Bharat Kumar Pathivada, K. Ramachandra Rao, Vedagiri Perumal

　　Driver behaviour modelling of vehicles at signalized intersection with heterogeneous traffic
Raunak Mishra, Srinivas S. Pulugurtha

　　Safety evaluation of unsignalized and signalized restricted crossing U-turn (RCUT) intersections 
　　in rural and suburban areas based on prior control type
Chun-Chen Chou, Kento Yoh, Hiroto Inoi, Tadanori Yamaguchi, Kenji Doi

　　Effectiveness evaluation on cross-sector collaborative education programs for traffic safety toward 
　　sustainable motorcycle culture in Vietnam
Shahnewaz Hasanat-E-Rabbi, Md Asif Raihan, S.M. Sohel Mahmud, Md. Shamsul Hoque

　　Pedestrian injury outcomes in the developing urban metropolis: Econometric models for assessing 
　　risk factors
Mouyid Islam

　　An analysis of motorcyclists' injury severities in work-zone crashes with unobserved heterogeneity
Tarapada Mandal, K. Ramachandra Rao, Geetam Tiwari

　　Study of exit choice behaviour in metro station using partial immersive virtual reality
Raghuveer Gouribhatla, Srinivas S. Pulugurtha

　　Factors influencing crash involvement during early years of owning a new vehicle


