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第９回アジア交通学会国際会議（9th EASTS Conference）に参加して
東＊

武本

平澤

匡介＊＊ 渡邊

政義＊＊＊

１．はじめに
2011年６月20日
（月）から23日（木）にかけて、第９回
アジア交通学会国際会議（通称：EASTS）が、韓国・
西帰浦市の国際コンベンションセンター済州
（ICC
Jeju）を会場に開催されました
（写真－１）
。寒地交通
チームから渡邊、平澤、武本が参加しましたので報告
します。
EASTS（Eastern Asia Society for Transportation
Studies）とは、土木・交通工学に携わる日本の学識経
験者らのイニシアチブの下、東アジア地域の13 ヶ国
／地域の参加を得て、1994年に設立された国際学会で
す。1995年のフィリピンでの第１回会議以来、隔年で

写真－１

会議が開催されています（表－１）。アジア地域は、近
年の急激な経済発展などを背景に、さまざまな交通問

国際コンベンションセンター済州

表－１

EASTS の開催履歴

題を抱えており、今後、世界で最も活発なハード・ソ



㐿ᐕ

㐿ㇺᏒ

フト対策を必要とする地域の一つとされています。当
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会議では、アジア地域で交通分野を専門とする産学官
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関係者が、技術交流と情報交換等を目的に、毎回、数
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多く参加しています。今回は、アジア・太平洋地域の
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27 ヶ国から参加者660名を得て開催され、交通分野全
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般に関する492本の論文発表が行われました。会議テ
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ーマは「Green Growth & Transport（環境に配慮し
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た成長と交通）
」とされ、開会式と基調講演（写真－２）
の後、３日間にわたって、口頭発表セッションとポス
ターセッションが行われました。主なセッションは、
以下の通りです。
・ITS
・Motorcycle（バイク）
・Pavements（舗装）
・Pedestrian（歩行者）
・Public Transport（公共交通）
・Signal/Intersection（信号／交差点）
・Sustainable Transportation（持続可能な交通）
・Transportation and Environment（交通と環境）
・Traffic Engineering（交通工学）
・Traffic Safety（交通安全）

写真－２
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論文では、緩衝機能を有するワイヤーロープ式防護柵

２．口頭セッション

の性能や施工性について各種試験を実施し、道路構造
前述のとおり、３日間で延べ84のセッションが開催
され、492本の口頭発表が行われました。

令や防護柵設置基準等の適用性を確認するなど、日本
の２車線道路における緩衝分離構造の導入可能性を検
討した結果について報告しました。会場からは、二輪

２．１

開発プロジェクト／計画セッション

会議２日目には、標記セッションにおいて渡邊上席

車の衝突実験の有無や視認性の基準などについて質問
がありました。

研 究 員 が「Effective Road Construction in Sparsely
Populated and Cold Snowy Regions –An Example in
Soya, Hokkaido, the Northernmost part of Japan（過
疎・積雪寒冷地における効果的な道路整備の試み－日
本最北端の北海道・宗谷地域の事例－）
」と題して発
表しました
（写真－３）。本論文は、宗谷での国道40号
整備を題材として、地域の社会経済、気象条件、交通
環境等を考慮しながら、地域特性に対応した道路整備
を効果的に推進していくことの重要性について取りま
とめたものです。
具体的には、冬期間などにおける道路交通の安全性
や円滑性を向上させるための対策として、地元住民や

写真－４

平澤主任研究員の発表

関係機関と道路管理者の北海道開発局が連携協働しな
がら、地域状況等に適した防雪林の整備、中央分離帯

３．ポスターセッション

や“２＋１車線”
（追越）区間の設置などに取り組んで
いることを説明しました。会場からは、公共交通サー
ビスの状況等について質問がありました。なお、傍聴

ポスターセッションは、３日間、毎日約40本、計
110本の発表がありました。

者として、稚内市から横田耕一前市長や地元まちづく

会議３日目には、寒地交通チームの武本研究員が

り団体
（未来のくらしと宗谷路を考える会）関係者など

「Causes of and Countermeasures for Fixed Object

の参加がありました。

Crashes（工作物衝突事故の発生原因と対策に関する
研究）」と題して発表しました（写真－５）。本論文は、
北海道で発生する交通事故の中で死亡事故率が高い工
作物衝突事故に焦点を当て、事故原因の分析、対策を
優先すべき区間の選定方法の検討、事故発生過程を考
慮した対策手法の提案を行ったものです。１時間半の
セッションの中で、アジア各国（韓国、中国、インド
ネシア、スリランカ、タイ等）やオーストラリアの学
識経験者や研究者と意見交換を行いました。
こ の う ち、Asian Institute of Technology（AIT、
アジア工科大学）の Kunnawee Kanitpong 助教とは、

写真－３
２．２

渡邊上席研究員の発表

歩行者セッション

日本とタイの工作物衝突対象の違いや対策方法につい
て意見を交わしました。なお、同氏とは、本年1月に
アメリカで開催された第90回 TRB 年次総会１）でも意

会議３日目の歩行者のセッションにおいて平澤主任

見交換を行っており、約半年ぶりの再会となりました。

研究員が「Feasibility Study of Wire Rope Guardrail

また、University of Seoul（UOS、ソウル市立大学）

Systems on Two － lane Roads in Japan（日本の２

の Soo-Beom Lee 准教授とは、発表論文の内容につい

車線道路におけるワイヤーロープ式防護柵の導入可能

てだけでなく、積雪寒冷地の交通安全全般に関する話

性について）
」と題して発表しました
（写真－４）。本

題について情報交換を行うことができました。
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写真－５

武本研究員のポスター発表

写真－６ ソウル市内のバス情報システムの運行管理状況

４．展示ブース等での情報収集
前述のセッション参加に加えて、会議会場内では韓
国の技術開発に関する情報収集を行う機会にも恵まれ
ました。例えば、KICT（韓国建設技術研究所）の研
究者と意見交換した際には、KICT は情報通信技術を
活用した交通安全対策の一環として、冬期道路のすべ
り抵抗値計測とユーザーへのデータ提供について検討
中である旨の話題があり、当所との研究連携の可能性
について意見交換をしました。
また、展示ブースでは、ソウル市内のバス運行情報
システムの紹介がありました（写真－６）。このシステ
ムでは、GPS 通信端末を搭載したバスの運行状況を
リアルタイムで把握し、到着時間等情報を市内450箇

写真－７ 衝撃感知センサー付きのセーフティーコーン
５．おわりに

所の端末機と、パソコンやスマートフォンに提供する
ものです。日本でも類似のシステムはありますが、複

閉会式では、今回の会議の様子が韓国の各種メディ

数のバス事業者の情報を一元管理・提供することが特

アで報道されたことや、次回開催地が台湾の台北に決

徴とのことです。上記システムに加えて、バス専用レ

定したこと等について報告がありました。

ーンの整備や、地下鉄との統合料金制や共通カードの

今回、第９回アジア交通学会国際会議に出席し発表

導入などの取組の結果、ソウル市内の公共交通分担率

及び意見交換を行ったことにより、韓国をはじめ、ア

は60％に達した旨の説明がありました。

ジア諸国の道路交通研究に関する有意義な情報を得る

また、交通安全施設に関しては、衝撃感知センサー
付セーフティーコーンの出展がありました（写真－

ことができました。この成果を今後の研究に活用して
いきたいと考えております。

７）
。
この装置は、
路上作業エリアにおける作業員の“も

最後になりましたが、本会議出席の機会や論文作成

らい事故”を未然に防ぐ目的で、コーンに車両が接触

等の助言協力等を与えて頂いた皆様に謝意を表します。

した際に、衝撃を感知したセンサーが、作業員の携帯
受信機を振動させることにより、注意を喚起するもの
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です。これらの事例のように、韓国では情報通信技術
を利用したシステム開発に積極的であるとの印象を受
けました。
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