報 告

第11回高齢者・障害者のモビリティと交通に関する国際会議
（TRANSED-COMOTRED 2007）
に参加して
高橋

尚人＊ 徳永

ロベルト＊＊

ˍȅ͉̲͛ͅ
2007年６月18日から21日の４日間、カナダ、ケベッ
ク州のモントリオール市
「Palais des congrès de Montréal」
において標記国際会議
（以降、TRANSED）が開催さ
れ、当研究所からは寒地交通チームの高橋総括主任研
究員及び徳永主任研究員が参加・発表して参りました
ので、その模様を報告します
（ৢ૯Ƚˍȡˎ४ચ）
。
ˎȅ݈̞ٛ̾̀ͅ
ˎȅ
ˍȁ݈͈ٛٽါ
TRANSED は、1978年以降、３年に１度開催され
ており、過去、英国
（３回）、アメリカ、カナダ、スウェー
デン、フランス、オーストラリア、ポーランド、日本

ৢ૯Ƚˍȁུ݈̦ٛٳट̯̹ͦٛા

（浜松市）
で開催されています。前回
（2004年）は浜松市
で開催され、
35 ヶ国からの参加がありました。今回は、
54 ヶ国
（約700名）
が参加しました。
ˎȅ
ˎȁ݈͈ٛ࿒എ
今回開催された会議では、
「Benchmarking, Evaluation and Vision for the Future（将来を踏まえた基準、
評価及び展望）
」
がテーマとして挙げられました。
なお、
当会議の主な目的は、以下のとおりです。
・

世界各国における諸問題と解決策の紹介

・

近年における各研究分野の進展状況の報告。

・

高齢者層及び身体障害者のモビリティ向上を目的
とした技術開発促進に関する知識や経験・戦略の
情報交換。

ˎȅ
ˏȁ৽ट౬ఘ൝
主催は、カナダ交通省
（TRANSED 2007実行委員会）

ৢ૯Ƚˎȁ݈ٛັ;ϋΗȜ͈࿅အ
大会運営委員会は、代表が Arlene Turner 氏（カナ
ダ交通省）及び Gavin Currie 氏
（カナダ運輸局）で、総

で、 共 催 は 米 国 の TRB（Transportation Research

勢20名。実行委員会は、委員長が Murielle Fong 氏
（カ

Board：米国交通運輸研究会議）
となっています。

ナダ交通省）で、総勢９名となっています。
国際組織としては、沢田大輔氏（エコモ財団・日本）
及び藤井尚人氏（神奈川リハビリテーションセンター・
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日本）
の２名が国際顧問委員、Valérie Gil 氏（カナダ交

３）運転者技能の評価ツール

通省）を議長とする国際論文委員会
（総勢27名）という

４）アクセスと機会

体制となっています。

５）全ての人のための飛行機旅行
（I）

主要後援団体としては、カナダ運輸局、ケベック州

６）鉄道のアクセシビリティ

運輸局、モントリオール市交通公社（STM）
、ボンバ

７）アクセシブルタクシー

ルディア社及び Project ACTION の五つの組織が後

８）歩行者のアクセシビリティ（高橋総括主任研究

援しており、戦略的後援団体としては、都市交通局
（AMT）
、VIA Rail Canada、ケベック州身体障害者
事務所、Kéroul 等が後援団体となっています。また、

員が発表）
９）カナダ・ケベック州の試み
10）全ての人のための飛行機旅行
（II）

会議運営協力団体として、モントリオール空港公社、
CTVL 社、エア・カナダ社、モントリオール市等9組
織の協力を得ています。
ˏȅ݈͈ٛඤယ
本会議のプログラムは、以下の通りです。
◎６月18日
（月）
・レジストレーション
・Pre-Conference チュートリアル
１）途上国特有の課題を踏まえた交通バリアフリー
戦略
２）軽認知障害・軽痴呆障害運転者のための新診断
ৢ૯ȽˏȁHf
ȍsbse!Usfncmbz κϋΠςȜσঌಿ

技術
３）自立生活促進を踏まえた交通選択
４）タクシーへのアクセス改善

◎６月20日
（水）

５）アクセス可能な交通手段・歩道デザイン

・テクニカルセッション（口頭発表）【II】

◎６月19日
（火）

11）アクセシブルな公共交通

・オープニングセレモニー

12）高齢者のための安全なモビリティ

司会：Gavin Currie 氏（カナダ運輸局）

13）アクセシビリティに関する課題の法的枠組み

挨拶：Yves Devin 氏
（STM 理事長）

14）音響信号と方位

Gérard Tremblay 氏
（モントリオール市長）

15）アクセシビリティの計画

Jean Couture 氏（ケベック州運輸局副局長）

16）郊外部におけるアクセシブルな交通手段

Brian Jean 氏
（カナダ交通省政務次官）

17）適切な補助交通機関の選定
18）公共スペースのアクセシビリティ

・キーノートスピーチ
テーマ：TransLink の事業紹介
Marvin Hunt 氏
（TransLink 副会長）
・プレナリーセッション
テーマ：
「国際的な視野」

19）アクセシブルな空港
20）各国の公共交通政策
21）自動車運転と高齢者（I）
22）視覚・聴覚障害のための交通

Michael Winter 氏
（米国）

23）旅行会社（スタッフ）のトレーニング

Shaoye Bo 氏（中国）

24）快適な飛行機旅行のための技術・システム

Shri Haroon Yusuf 氏
（インド）

25）各国におけるアクセシブルな交通確保に向けた

Gerhard Menckhoﬀ 氏
（米国）
・テクニカルセッション
（口頭発表）
【I】

アプローチ
26）アクセシブルなバス停留所

１）交通サービスの連携

27）教育と意識

２）アクセシビリティと基準

28）各大陸におけるアクセシブルな交通
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29）交通行動及び選択
30）高齢化とモビリティ
・ポスターセッション
（昼食・休憩中に実施）

会議場における研究発表の他、隣接展示ホールでは
併設イベントとして
「ユニバーサルモビリティの探求」
をテーマとした展示会が開催されました。この展示会

本セッションでは、主なテーマとしてモビリティ計

では、カナダ各地の道路技術、交通システム、車両の

画、高齢者・身障者のためのモビリティ、ITS の活用、

他、ユニバーサルデザインに重点を置いたまちづくり

歩行者のアクセシビリティ、公共交通機関、自動車運

の事例等が展示物によって紹介されていました
（ৢ૯

転、観光、情報等に関するポスター発表が２日間にわ

ȽˑȂৢ૯Ƚ˒४ચ）。

たって行われました
（徳永主任研究員が発表）。
◎６月21日
（木）
・テクニカルセッション
（口頭発表）【III】
31）アクセシブルな旅客鉄道
32）高齢歩行者の安全とモビリティニーズに関する
考察
33）都市間バスについて
34）視覚障害者のための新技術とモビリティ
35）各国における地域・都市のアクセス・モビリティ
評価
36）旅行と観光
37）アクセシブルな交通の価値について
38）補助交通機関の選択と安全に関する課題

ৢ૯ȽːȁDibv!Nbo.Lj ঙ

39）ナビゲーションと情報システム
40）自動車運転と高齢者
（II）
41）バス高速輸送システム
42）高齢者・身障者のためのモビリティ課題
43）旅行に関する情報
44）アクセシビリティ向上による便益評価
45）歩行者のアクセシビリティ・インフラ規制
・ポスターセッション
（休憩時間中に実施）
・クロージングセッション
司会：Gavin Currie 氏（カナダ運輸局）
閉会の挨拶：Valérie Gil 氏（カナダ交通省）
会議のハイライト：Maryvonne Dejeammes 氏（公
共施設・交通・都市計画研究セ

ৢ૯Ƚˑȁജাٛા͈အঊ
Ȫ৬ֆঊ͈ജাȫ

ンター、フランス）
次回開催国引継：Arlene Turner 氏（カナダ交通省）
Chau Man-Ki 氏（香港リハビリ協
会）
今回の TRANSED では、アクセシビリティの基準
及び評価手法、
バス高速輸送システム、
高齢ドライバー
の運転技能、公共空間・歩行空間のあり方、視覚・聴
覚障害者のための標識・標示、旅行会社
（スタッフ等）
の教育、観光、情報、アクセシビリティ向上による便
益評価等に関する発表が最近の話題として挙げられま
した
（口頭発表110件、ポスター発表82件）
。
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また、TRANSED が、高齢者や障害者の交通を対

研究の取組内容について紹介したものです。

象とした会議であることから、会議には車椅子を利用

本論文の発表に対し、会場からは、フィールドテス

している方、介助犬を同行している方も多く参加して

トに用いた歩行空間の幅の設定の仕方などについて質

いました
（ৢ૯Ƚ˓ȡৢ૯Ƚ˔४ચ）
。

問があるとともに、セッション後には、論文を提供し
て欲しいという申し出もありました。

ৢ૯Ƚ˓ȁٛા͈အঊ
ȪȜΪȜήτͼ·ȫ
ৢ૯Ƚ˕ȁࣞޘ৽گහࡄ࢛͈֥ݪ൮อນ
ポスターセッションにおいては、徳永主任研究員が
「冬期歩行空間のモビリティ評価手法に関する研究
（More and Better Practice to Evaluate Winter Pedestrian
Mobility）
」について発表しました（ৢ૯Ƚ21）
。

ৢ૯Ƚ˔ȁٛા͈အঊ
ȪεΑΗȜΓΛΏοϋȫ
ːȅێ౷ΙȜθ̥͈ͣอນ
今回の TRANSED では、高橋総括主任研究員が「積
雪寒冷地における歩行者の視点に立った戦略的 PDCA
サイクルの構築
（Strategic PDCA for Pedestrian-Friendly
Northern Communities）
」をテクニカルセッションで

ৢ૯Ƚ21ȁြા৪ͅ୰ྶ̳ͥඃ৽זහࡄ֥ݪ

発表しました
（ৢ૯Ƚ˕४ચ）
。
高橋総括主任研究員の論文は、少子高齢化などが進

当論文では、冬期歩行空間における各種対策による

展する社会情勢下において、効率よく冬期歩行空間の

効果を定量的に把握し、今後の適切な路面管理水準の

歩きやすさを確保するための PDCA サイクル
（Plan,

あり方を提案するため、歩道ユーザーの挙動
（歩行速

Do, Check, Action）
を提案したものです。

度・歩行異常頻度）に加え、雪氷路面のすべり摩擦係

また、フィールドテストに基づく歩行者の視点から

数と主観に基づいた冬期歩行空間のモビリティの評価

の冬期歩行空間の評価結果や、それに基づく対策の実

手法について検討しています。結果として、冬期歩行

施、定量的指標としての路面の滑り抵抗値計測など、

空間における歩行者のモビリティはこの研究で用いた

PDCA サイクルの各ステップの内容と構築のための

各手法によって客観的・主観的両側面から簡易かつ定
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量的に評価することが可能であることを紹介していま

舗装は部分的な補修が多くされていました（ৢ૯Ƚ24Ȃ

す。

ৢ૯Ƚ25४ચ）。

ポスター発表が行われた会場では、来場者と貴重な

また、街には多くの自転車を見かけましたが、全て

意見交換を行うことができました。コロンビア、ボゴ

車道を走行していました。街中には、自転車用のパー

タ市の Gustavo Martinez 氏からは、歩行空間のすべ

キングチケットや自転車専用レーンが設けられ、また、

り摩擦係数の測定方法や課題について質問があり、当

車道、歩道と分離された自転車専用道路も設置されて

研究において採用した測定手法や結果の詳細について

います（ৢ૯Ƚ26 ȡৢ૯Ƚ28४ચ）。

説明しました。また、カナダ、ケベック州の Agathe

なお、フランス語が公用語のため、標識等は全てフ

Ratelle 氏からは、北海道のような積雪寒冷地におい

ランス語で書かれていますが、大きさが小さめなこと

て、歩道除雪の際に点字ブロックが破損している課題

を除くとピクトグラムを多用するなどわかりやすい標

についてどのような対策を行っているのか、冬期間に

識でした（ৢ૯Ƚ29४ચ）。

歩行者はどのような靴を履いているのか、靴やソール
の効果を検証した既往研究について教えてほしい等幾
つかの申し出がありました。
これらに対して、後日メー
ルにて資料・情報提供すると回答しました。
また、ポスター発表会場では、車椅子の方からも読
みやすいように傾斜をつけて貼られたポスターがあ
り、
「なるほど」
と感心させられました
（ৢ૯Ƚ22४ચ）
。

ৢ૯Ƚ23ȁTu/!Mbxsfodf ̥ͣࡉ̹κϋΠςȜσ
ȪΘ;ϋΗ;ϋȫ

ৢ૯Ƚ22ȁ৬ֆঊ͈༷̥ͣ͜උ͙̳̞̠͢͞ͅ߹০ͬ
ȁȁȁȁȁ̫̾̀ഡ̹ͣͦεΑΗȜ
ˑȅκϋΠςȜσ͈মૂ
最後に、今回会議が開催されたモントリオール（ৢ
૯Ƚ23४ચ）
の交通事情等を若干ですが紹介します。
（1）
道路交通
最初にモントリオールの地勢について簡単に紹介す
ると、北緯45度30分と宗谷岬
（北緯45度31分）とほぼ同
緯度に位置します。人口は約340万人で、トロントに
次ぐカナダ第２の大都市です。

ৢ૯Ƚ24ȁ౷ͅئ୭౾̯̹ͦࣞ௸ൽႹȪષ͈࠺ུ͉
݈̦࣐̹ٛͩͦٛાȫ

市街地中心部近傍に滞在しましたが、道路はほぼ碁
盤の目状に整備されています。また、高速道路は市街
地では地下に設置されており、
車線数も多いのですが、
48
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ৢ૯Ƚ25ȁࣞ௸ൽႹ͈༘ેޙ

ৢ૯Ƚ28ȁুഢ৬ဥൽႹͬা̳ດে

ৢ૯Ƚ26ȁুഢ৬ဥΩȜ΅ϋΈΙΉΛΠ

ৢ૯Ƚ29ȁঌඤ͈ൽႹດে͂ܥ
（2）地下鉄
モントリオールには、地下鉄もあります
（ৢ૯Ƚ2:
ȡৢ૯Ƚ31४ચ）
。札幌市交通局に相当する「STM
（Société de Transport de Montréal）」が運行してい
ます。路線は４系統あり、札幌と同様に緑、オレンジ、
青の他に黄色のカラーで区別されています。車両は、
全路線とも同じ青と白の車両が４両から10両編成で運
行しています。都市の規模から考えると４路線
（全68
駅）は少なく感じます。これは、自動車交通への依存
度が高いためと考えられます。
モントリオールの地下鉄は、札幌市と同じくゴムタ
イヤ式の車輪です（ৢ૯Ƚ32४ચ）。料金は、乗車区間

ৢ૯Ƚ27ȁځಎ͈ুഢ৬ဥൽႹ

にかかわらず均一で2.75カナダドル（CAD$：1CAD$
は約105円）です。6枚綴りの回数券は11.75CAD$（約
2CAD$/ 枚）
、一ヶ月間のパスで65CAD$ と割安にな
ります。
地下鉄を利用する人のほとんどは、回数券か一ヶ月
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のパスを持っているのだと思いますが、チケットを
買っている人を全く見かけませんでした。そのためだ
と思いますが、自動券売機が無くてチケットを売る
ブースが改札横に1つあるだけで、均一料金なので改
札機も至ってシンプルでした
（ৢ૯Ƚ33४ચ）。設備関
連機器や人員を削減でき、トータルコストを下げうる
方法として検討の価値があると思います。

ৢ૯Ƚ33ȁ౷ئഘ͈٨ढ़࢛͂ΙΉΛΠ์คήȜΑ

˒ȅ̤ͩͤͅ
今回の TRANSED に参加したことにより、各国に
おける移動制約者を考慮した交通システムの実態、計
画、運用等について情報を収集することができました。
ৢ૯Ƚ2:ȁ౷ئഘ͈ࢹפඤ

我々の研究活動は社会情勢を把握し、また、社会情
勢の変化に適応したものであることが必要です。冬期
道路交通の確保、冬期歩行者空間のモビリティの充実
に資する上で、少子高齢化や生産年齢人口の減少と
いった社会情勢の変化を踏まえ、研究活動を進めてい
く必要があることを再認識しました。
なお、次回の TRANSED は2010年に、香港で開催
されます。

高橋

ৢ૯Ƚ31ȁͅפව̩̽̀ͥ౷ئഘ

尚人＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
総括主任研究員

徳永

ロベルト＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
主任研究員
博士
（工学）

ৢ૯Ƚ32ȁ౷ئഘ͈ΌθΗͼμ৬ႊ
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