報 告

第10回アジア交通学会国際会議
（10 EASTS Conference）に参加して
th
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れました。主なセッションは、以下のとおりです。

１．はじめに

・ITS
2013年９月９日から12日にかけて、台湾の台北市に

・Transport Planning（交通計画）

お い て 第 1 0 回 ア ジ ア 交 通 学 会 国 際 会 議（ 以 降 、

・Pavements（舗装）

EASTS）が開催され、寒地土木研究所寒地交通チーム

・Traffic Control（交通制御）

から平澤主任研究員、影山研究員が参加し、論文発表

・Prevention of Traffic Accident（交通事故防止）

しましたので報告します（写真－１）
。

・Pedestrian（歩行者）
・Traffic Safety（交通安全）
・Public Transport（公共輸送）

２．EASTS について

・Disaster（災害）
２．１

・Bicycle and Motorcycle（自転車とバイク）

概要

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年の第１回会議以降、２年に１度開催されて
います
（表－１）
。近年、アジア地域は急速な経済発展
と共に、さまざまな交通問題を抱えており、世界で最
も活発なハード・ソフト対策が必要とされる地域の１
つであります。当会議では、アジア地域で交通分野を
専門とする産官学関係者が、技術・情報交換等を目的
に、毎回各国の専門家が数多く参加しており、今回は、
アジア・太平洋地域の34 ヶ国から892名の参加者を得
て開催され、交通分野全般に関する401本の論文発表
が行われました。
２．２

会議のテーマ

今 回 の EASTS は、「Towards A Harmonized
Transportation Society（調和のとれた交通社会の実
現に向けて）
」
をメインテーマに、開会式と基調講演（写
真－２）が行われました。基調講演では、メリーラン
ド大学
（アメリカ）の Gang-Len CHANG 教授らによっ
て、「アジアの研究者への挑戦と提言」
、
「矛盾する課
題としてのハイウェイ安全性、社会的公正および持続
可能な自然環境」
、
「台湾における公共交通の発展」と
題した３つの発表がありました。その後、口頭発表セ

写真－１ 会議会場
Chang Yung-Fa Foundation Building
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写真－２

基調講演の様子

写真 - ３

平澤主任研究員による発表

３．会議内の発表について
会議で発表された論文のうち、寒地土木研究所から
参加した者の発表論文と、諸外国から発表された論文
のうち、
興味深く聴講できたものの一例を紹介します。
３．１

寒地土木研究所からの発表

寒地土木研究所からは、２件の論文発表を行いまし
た。
寒地交通チームの平澤主任研究員は、
「Development
and Practical Use of a Wire Rope Guardrail System

写真 - ４

for Two-lane Roads in Japan（２車線道路におけるワ

影山研究員による発表

イヤーロープ式防護柵の開発と実用化）
」について発
表しました。この発表では、道路構造令や防護柵設置
基準等への適合性を確認するため、実車を防護柵に衝

３．２

諸外国からの発表

インド工科大学の Mariya KHATOON 博士から、

突させた性能確認試験の結果や施工や維持管理等の実

「Pedestrian Accident Analysis in Delhi using GIS

用化の検討、道央道、磐越道、紀勢道、一般国道275

（GIS を利用したデリーにおける歩行者事故の解析）」

号の整備事例を報告しました（写真－３）。発表後、二

と題して、歩行者死亡事故を主眼とした事故発生箇所

輪車に対する安全性について質問がありました。

の分析と GIS の有用性について発表がありました。

同 じ く、 寒 地 交 通 チ ー ム の 影 山 研 究 員 は、

その結果、空間分析ツールとして密度解析を併用する

「Experiments to Determine Roundabout Safety in

ことにより、今回使用した４年間の事故データの処理

Consideration of Driver Behavior（ドライバーの運転

において、複雑な空間情報を把握するために GIS が

行動を考慮したラウンドアバウトの安全性検証に関す

有効なツールであることが確認されました。これによ

る実験）
」について発表しました。この発表では、積

り、インフラ環境等の空間要因と、歩行者の安全性と

雪寒冷地におけるラウンドアバウトの安全性を検証す

の関係式を構築できると言及されていました。また、

るため、夏期と冬期に被験者が運転する実験車両を用

特に興味深かったのが、歩行者事故が少ない箇所の１

いて、苫小牧寒地試験道路に設置したラウンドアバウ

つとして、ラウンドアバウトが挙げられていたことで

トと実道平面交差点において実施した走行実験の研究

す。

結果について報告しました。（写真－４）。発表後、会
場からは、実験車両の走行条件に関する質問がありま
した。
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後の研究に活用していきたいと考えております。

４．おわりに

最後になりましたが、本会議出席の機会や論文作成
今回の EASTS に参加したことにより、論文発表等
から各国の取組が紹介され、台湾をはじめとしたアジ
ア諸国の道路交通に関する課題や技術開発について貴
重な情報を得る良い機会となりました。この経験を今
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のご助言ご協力を与えていただいた皆様に謝意を表し
ます。
なお、次回は2015年にフィリピン・セブ島で開催さ
れる予定です。
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