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歩行者保護運転の徹底を目指して

「歩行者保護モデルカー」
ラッピングが施された“とよたおいでんバス”

これからの自動車産業と
MaaSを考える
（公財）
豊田都市交通研究所

副理事長兼所長

太田 勝敏

自動運転技術の進歩で、
自動車と交通
の世界が大きく変貌していることを実感する
このごろである。完成形としてのレベル4、
レ
ベル5の自律走行車・無人運転車よりもそ
の要素技術といえるICT技術による つな
がるクルマ 、
電動車、
シェアード車などがも
たらす影響の重要さが次第に顕かになっ
てきたといえよう。
日本でもMaaS（ Mobility
as a Service）が関心を集めており、
自動
車メーカーはモノとしてのクルマを製造し
て売る第2次産業分野だけでなく、モビリ
ティ
（移動）サービス
（乗車、
ライド）
を商う
第3次産業分野の新しいビジネスに変身
する動きが始まっている。

このような業態進化の時代にあって、
ここ
で サービス の意味を再確認すると経済
学では市場メカニズムで取引の対象には
財（モノ）
とサービスがあり、物理的に有形
のモノに対して、無形のサービスの特徴
は、在庫不可で貯蔵ができなく、必要な時
に必要な場所で需要者に提供して消費さ
れるという性質とされている。
このいわゆる即
時性、即地性は、交通でいえばオンデマン
ドで需要者に対応することである。
考えてみれば車や鉄道といった交通具
はそれを運転したり、乗車して目的地までの
移動を行うための手段として目的地で従業
する・買い物をするといった本源的需要を
満たすための不可欠な要素の一つという
のが一般的である。
このように考えると多くの
消費財も実はProduct as a Serviceとみ
ることができる。高価だったり、稼働率が低
い、
場所をとる、
取り扱いが難しいといったモ
ノは、
自前のDIY（Do It Yourself）
サー
ビスではなく、専門の技術者やサービス事
業者に任せることが多い。散髪やクリーニ

撮影：山崎

ングが専門サービスとして成立しているの
は自前で散髪ばさみや洗濯機を買ってす
るより費用対効果が大きいとの判断である。
自動車については、通勤用のマイカーは1
日当たり1時間、5％程度の低い稼働率で
あり、地価の高い職場の駐車場は1日当た
り10時間、40％程度、土日を考えると週50
時間、30％程度の低稼働率であることか
ら、
クルマや駐車場のシェアリングが合理
的であるといえる。
しかし、モノには存在価
値、使わなくても所有することにより満足・効
用が得られる商品がある。
マイカーには使
いたい時に自由に使えるという選択肢の確
保、
自立性や地位の象徴、好きなクルマを
もつ幸福感、
誇りなどさまざまな価値がある。
このように考えると自動運転車AVについて
当面高価格であることから、AVフリートを
所有して運行するシェアリングが主流とし
ても、
スイスの機械時計産業のように、正確
な時間を計る機能以上に、個別仕様やブ
ランド化による市場価値の創造が重要で、
持続可能性が大きいともいえよう。

に参加しませんか＜今後の予定＞
お知らせ 「平成30年度研究成果報告会」開催 「まちべん」
●日時／6月13日
（水）、7月18日
（水）、8月29日
（水）いずれも18:00〜19:00
●日時／7月4日
（水）13:30〜16:25
●会場／豊田産業文化センター

※詳細は近日WEB
（http://www.ttri.or.jp/）
に掲載します。

●会場／「豊田都市交通研究所」
（豊田市元城町3-17元城庁舎西棟4F）
※詳細はWEBに掲載中
（http://www.ttri.or.jp/machi/machi.html）
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特集

〜 信号の無い横断歩道での
停止行動意識に関する考察 〜
研究部次長・主幹研究員

山崎 基浩

あなたが歩行者として信号機の無い横断歩道を渡ろうとしているとき、
クルマがなかなか止まってくれなかった経験はありませんか。逆に、
あな
たがクルマを運転しているとき、横断歩道を渡ろうとしている歩行者を見つけたら止まることができていますか。豊田市は「交通事故死 全国ワー
スト1位 返上を豊田市から
！」
をスローガンに
『歩行者保護モデルカー活動』
に取り組んでいます。
当研究所ではこの活動の具体的メニューの
一つである
「横断歩道で歩行者や自転車を見かけたら必ず止まる
（歩行者優先）」
という歩行者保護運転の促進に着目し、
より効果的な啓発
手法を探ることを目的とした研究に取り組みました。
ドライバーとしては、止まらなければならないことはわかっていても、道路条件や交通条件から物理的に止まれない場合もあるでしょう。
しかし大
切なのは、
まずはより多くのドライバーが歩行者優先を意識した運転に努めることであると考え、豊田市在住または在勤の18歳以上の方々を対
象に実施したWebアンケート調査結果を用いて、
ドライバーの意識から豊田市の
『歩行者保護モデルカー活動』
の効果や課題を確認するとと
もに、
ドライバーの歩行者優先意識を高める方策について考察しました。

豊田市の取り組み
〜 歩行者保護モデルカー活動 〜
歩行者と車両の交通事故は死亡事故と
なりやすい事故形態であると言えます。
そこで
豊田市では、
そのような事故を減らすことを目
的として、平成28年11月から
『歩行者保護
モデルカー活動』
を展開しています。
これは
市内の事業所に活動を委嘱し、各従業員
が「制限速度の遵守」
「夜間のハイビーム
活用」
「横断歩道での歩行者優先」を励
行するという取り組みで、業務用車にはモデ
ルカーであることを示すステッカー
【図1】が
貼付されます。
なお、
平成30年4月現在で38
事業所が参画しています。
当研究所では平成28年度に受託研究
として、
この取り組みを評価するための調査

を実施しました。
さらに平成29年度は自主
事業として研究を継続しています。今号の
特集では、
これら調査結果に基づいた考察
を記します。

止まっていますか？
〜 STOP率調査結果の考察 〜
豊田市交通安全防犯課では、信号の
無い横断歩道での歩行者優先状況（横
断しようとする歩行者がいる時の停止率）
の
調査を
「STOP率調査」
と称し定期的に実
施しています
【図2】。
まず、2つの交差点で、停止率が大きく異
なっていることが目に付きます。
これは、停止
率の高い十塚町では偶に警察による取締り
が行われていることや、比較的横断者が多
いことなど、
さまざまな外的要因の違いによるも
のであると考えられます。
年度毎の変化を見ると、
モデルカー活動
が始まった平成28年度以降、十塚町の夕
方と西町の朝は停止率が向上しているもの
の、他は低下しており、活動の効果が明確
に現れているとは言えない状況です。

１年間で変化はあったのか
〜ドライバーの歩行者優先意識 〜
では、
ドライバーの歩行者優先運転に対
する意識上の変化はあったのでしょうか。平
成28年度と29年度の調査結果を比較して
みると、約40%だった「歩行者を見かけたら
必ず止まっている」
という回答の割合が50%
強に増加しています
【図3】。
また、歩行者保
護モデルカー活動の認知度も高まっている
ことがわかります
【図4】。
さらに、停止行動と活動の認知度をクロ
ス集計してみると、
モデルカー活動を知って
いる人の方が「停止している」
という回答が
有意に多くなっています
【図5】。
これらの結
果から、モデルカー活動はドライバーの意
識変化に対しては一定の効果があったこ
と、
そして認知が行動につながっていることが
見て取れます。

誰をターゲットとしていくのか
〜 モデルカー活動の課題 〜
モデルカー活動の認知状況を性年代別

図1／歩行者保護モデルカー活動ステッカー
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図2／豊田市「STOP率調査」
からみた歩行者優先運転の推移
（出典：豊田市交通安全防犯課実施調査データより集計）
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に集計したものが
【図6】
です。
サンプル数の
少ない性年代があることに留意しなければな
らないものの、30〜50代の女性の認知状況
が低いことが見て取れます。
また
【図7】
に示す
ように、
モデルカー活動を知った手段が「職
場での告知」が突出して多いことから、事業
所に属していない女性への啓発が手薄であ
ることが推察されます。
この傾向は平成28年
度の調査でも見えており、
豊田市では基幹バ
スにモデルカー活動をPRするラッピングを施
したり、平成30年4月から広く市民向けのモ
デルカー活動啓発ツールとしてステッカーを
作成し配布したりしています。

どうしたら止まれるのか
〜 より効果的な啓発手法を探る 〜
歩行者を見つけても停止しなかった
（でき
なかった）理由についての回答結果が【図
8】
です。他車との関係で安全に停止できな
かったことや、歩行者に気づくのが遅れたこ
と、歩行者に横断意思があるのか判断でき
なかったことなどが、比較的「よくある」
という
回答が多くなっています。
このことは、啓発に
より意識を高めるだけでは限界があり、路側
での注意喚起の仕組みや道路交通環境
への対策も必要であることを示唆していま
す。
ところで「歩行者を見たら停止する」
こと
は、交通ルールとしてどのように捉えられてい
るのでしょうか。他のルールと比較して「悪い
こと」
と
「違反しても仕方ないこと」
という2つの
項目について、質問しました
【図9】。昨今の

図4／歩行者保護モデルカー活動の認知状況

図6／性年代別にみたモデルカー活動の認知状況

世相を反映してか「運転中のスマホ操作」
が最も
「悪いこと」
「違反しても仕方ないとは
言えないこと」
という結果となりました。
「歩行
者を見たら停止」は、質問したルールの中
では「幹線道路での最高速度超過」
とほぼ
同程度の「悪さ」
「仕方なさ」であり、比較
的「軽んじられている」
ように見て取れます。
歩行者保護違反の深刻さを伝える啓発が
必要かもしれません。

普及が普及を呼ぶ
〜 より効果的な啓発手法を探る 〜
歩行者として
「止まってもらった」経験と、
ド
ライバーとしての停止行動についてクロス集
計した結果が
【図10】
です。止まってもらった
経験が多いほど、
自分は「必ず止まってい
る」
という回答が多くなる傾向が見られ、一
人ひとりの「良い経験」が全体を良い方向
に導いていく仕組みが見て取れます。
最後に、
どのような状況であれば停止でき
るようになるか、10点満点で回答してもらった
結果を
【図11】
に示します。
やはり
「警察の
取締り」が最も高い結果でした。注目すべき
は「地域の顔見知りによる立哨」が比較的
高得点であるということで、
効果が期待されま
す。
グラフの右半分は、周囲のクルマが
「停止している」状況を段階的にたずねた
結果です。
これは、
マーケティング分野にお
いて唱えられる
「バンドワゴン効果」すなわ
ち、多くの人が求めるものを選択するという効
果と類似した傾向を示していると考えられ、7
割ぐらいのクルマが停止している状況にな

れば警察による取締りと同程度の効果が得
られることを示唆しています。

おわりに
〜 効果的な啓発活動の方向性 〜
以上の結果から考えられる効果的な啓
発活動を以下に列記します。
①事業所に属さない層に対する啓発
②歩行者として「止まってもらった」
ことを
経験する機会の創出
③歩行者保護違反の深刻さを伝える啓発
④顔見知りによる立哨活動で停止を促す
①②③は、免許更新時の講習や高齢
者講習の場、交通安全学習センターの活
用などが考えられます。④は、交通安全市
民運動期間中などに主要交差点で立つ地
域住民や事業所従業員による立哨活動を
応用し、信号の無い横断歩道付近で歩行
者優先を訴えるという方法が考えられます。
【謝辞】
本研究の実施にあたり、
ご協力頂いた豊田市地域
振興部交通安全防犯課に心より感謝いたします。
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図5／歩行者保護モデルカー活動の認知状況と停止行動

図7／モデルカー活動を知った手段

図10／歩行者としての経験とドライバーとしての停止行動

図8／歩行者を見つけても停止しなかった
（できなかった）
理由

図11／停止を促す状況
図9／歩行者保護と他交通ルールとの違反の深刻さ比較

研究員報告
豊田エコ交通を
すすめる会
研究部主席研究員

加藤 透

「豊田エコ交通をすすめる会（以下、
す
すめる会）」
という組織をご存知でしょうか?
すすめる会は豊田市及びその周辺に事
業所を持つ民間企業、公共団体等で構

成し、産官学の共働によりエコ交通を推進
し、豊田市内の道路交通混雑の緩和や環
境負荷の軽減、
公共交通の利用促進を図
ることを目的として平成20年に設立した組織
で、
現在32事業所が参加しています。
エコ交通とはその意義（社会的便益）
を
対象者に理解していただき自らクルマに偏
り過ぎた交通手段を公共交通や自転車・徒
歩に転換してもらう取組みです。便利なクル
マから少し厄介な交通手段に転換してもら
うことは難しいことですが、
前述した社会的便
益に加え、公共交通通勤が定期的な運動
となり健康に良いことや友人との出会いの場
になることなどを説明して交通手段転換を
促進しています。
平成29年度、
ある事業所が従業員483
人にエコ交通の意義を説明し通勤手段の

転換意向を調査したところ11%の方が「転
換を考える」
と回答しています
（図1）。
すすめる会の方針は「できることから、
でき
るペースで、
できる人から」です。参加してい
ただける事業所はご連絡をお願いします。

問３．エコ交通の意義を読んで
通勤手段の転換を考えますか
1%
11%（54人）

88%

考える

合計483人
（未回答3人）
考えない

図１／通勤手段の転換意向

未回答

平成30年度研究活動計画
研究部部長

安藤 良輔

交通まちづく
りに関わる自動運転等の技

スを含めた基幹バスの評価手法を取り

は、
IoT関連技術によるデータ収集方法

術革新は加速度的に変化している一方、

上げ、次期公共交通評価に反映される

が整いつつあるため、
こうした技術の実

人口減少や超高齢社会への対応等社会

ことを目指し、
バス機能を考慮した新たな

用性を検証し、得られた情報を用いてに

的課題が依然として厳しい状況にあります。

バス評価指標を研究して提案します。

ぎわい創出の課題抽出と対策検討を行

そんな中、今年度から5年間にわたり、研究

④地区内道路の課題に関する基礎研究：

所の戦略的な新中期ビジョンがスタートを

地区内道路は、安全対策をはじめ維持

切りました。
「やるべきことの取組による大胆

管理のあり方など、
さまざまな課題を抱え

な研究成果の発信」
を指針として、従来の

ています。今年度は、
歩行者保護に関す

課題であり、
その対策を中心に取組みます。

4分野を改め、
「暮らしを支える交通」
と
「都

る啓発施策と併せて必要なハード対策

① 高 齢 運 転 者を対 象とした後 付け型

市空間を創造する交通」の二つの方向性

について研究します。

います。
最重要課題：交通の安全・安心
高齢者による交通事故の対策は喫緊の

ADASの多様な効果に関する研究：サ

に替えて、豊田市や愛知県の社会的課題

⑤地域バスを対象とした効果的なバス利

ポカーの名称でADASの本格的普及ま

を強く意識した最重点課題に「交通の安

用促進手法に関する研究：地域バスの

でに、比較的安価に搭載可能な後付け

全・安心」
と決定して、
豊田市をはじめとする

利用促進施策を地域自らが行う際の支

型ADASの効果を多面的に検証して、

地方都市の直面する交通関連政策課

援を目的に、
より効果的な方策の検討に

高齢運転者の搭載を促進するための方

題、
および将来のあるべき姿を念頭に、豊

関する研究に取組みます。

策を探ります。

田市、
トヨタ自動車及び関係機関と連携

研究の方向性 2.都市空間を創出する

し、
自主研究に挑戦していきます。

交通

②交通安全に係るビッグデータを活用す
るためのデータプラットフォーム構築の試

中心市街地の再開発や自転車走行空

み：政策評価を効率的・効果的に行うの

1 調査･研究活動

間整備、次世代自動車普及など、豊田市

に有用な、様々なビッグデータを統合的

研究の方向性 1.暮らしを支える交通

の政策が具現化しつつある中で、
新たな課

に管理するデータプラットフォームの構築

題への対応や政策推進支援に資する成

を試みます。

超高齢社会を背景とした「暮らしを支え
る交通」は、
自家用車と公共的交通サービ

果を目指します。

スの両面からのアプローチが必要です。市

①自転車の走行空間整備過渡期におけ

た事故対策に関する検討：豊田市固有

への提言をさらに一歩進めることを目指し、

る道路政策のあり方に関する研究：国の

の特徴を明らかにして、効果的な交通

以下の研究テーマを中心に取組みます。

ガイドラインに沿った自転車利用環境

事故検討の知見を探ります。

①高齢運転者の増加を考慮した安全・安

整備計画が進められている過渡期であ

また、上記の自主研究テーマのほか

心なモビリティ実現を目指した研究：高

る現在は、利用と空間整備のギャップが

に、各種外部資金を積極的に獲得して

齢者の自動車運転による正の効果を評

生じています。
この適性化に向け、利用さ

研究を展開します。
さらに、
受託研究も積

価しつつ、負の影響を踏まえて、高齢者

れない自転車走行空間の構造的・心理

極的に獲得する研究活動を展開してい

の属性、低下した能力に応じた支援シ

的原因を探り、過渡期におけるあり方を

きます。

ステムを提案します。

考えます。

②多様な地域を抱える地方都市における

②次世代自動車のCO 2排出量算定にお

③豊田市の高齢者の事故特徴を踏まえ

2 政策提案・研究成果広報関連活動

自動運転導入のロードマップ提案：地方

けるビッグデータの活用に関する検討：

都市の中でも多様な地域を抱える豊田

今年度は、
ビッグデータを活用して地域

長への政策提案説明会や市民への研究

市を念頭に置き、
自動運転導入過程の

の自動車利用特性を反映した自動車

所評価結果説明会を新たに実施します。
ま

道標となる自動運転技術活用のロード

CO2排出量算定方法について検討し提

た、初めて国際ワークショップを主催しま

マップを第3者の立場から整理し、提案

案します。

す。加えて、
これまで通り、研究成果報告会

新中期ビジョンで位置づけられている市

③豊田市都心の課題を人の活動と意識

と
「まちべん」の開催および年報と
「まちと交

③豊田市におけるバス機能を考慮した新

から考える研究：にぎわい創出策を考える

通」
（本紙）並びに研究成果報告書の発

たなバス評価指標の提案：民営路線バ

上で重要な情報となる来訪者回遊状況

行等を引続き行っていきます。

します。

コラム

四季折々

エコ通勤の楽しみ

専務理事

今枝 真一

歩くことが気持ちのいい季節になりました。3年前に名古屋からの車通勤をエコ通勤（徒歩＋地
下鉄）
に変えてみました。意外に多くのメリットがありました。地下鉄では本や新聞が読めるという利
点は勿論、歩くことで健康促進にもなります。
さらにスマホの万歩計アプリがもっと歩数を稼げ、駅で
はできるだけ階段を利用せよと背中を押してくれます。
それともう一つ。車通勤ではよくわからなかった
まちの変化に気づくようになりました。
この3年間だけでも通勤路の景観は随分変わりました。豊田市
駅前は当然ながら、
もっと細かい変化にも目が行きます。
自宅付近のシャッター街にコインパーキン
グやマンションが急増しており、
環状線沿いにまた新しいコンビニができました。飲食店の入れ替わ
りも結構激しいものがあります。消費者需要を見極める力が、店舗営業の栄枯盛衰を決めるという
その変化がなぜ起こ
理屈が、
毎日の観察により肌感覚でわかります。
まちは様々に変化しています。
るのかということに考えをめぐらしつつ歩くのは、実に面白いと感じるようになりました。
これからも人類の
人類たる所以である直立二足歩行を楽しみ、
健康寿命を延ばすつもりです。

人事異動

豊田都市交通研究所 年度暦（平成29年度）

■平成３０年３月３１日付転出

加藤 透
岩元 謙二郎

研究部 主席研究員
企画管理部 主査

■平成30年4月1日付入所

研究部 研究員

坪井 志朗（Tsuboi Shirou）

出身：名古屋市 山口大学大学院を卒業後入所
趣味：サッカー、
読書

平成29年度に山口大学にて博士（工学）
を取得し、
本年度より豊田都
市交通研究所に入所致しました。昨年度までは、
山口大学大学院にて、
空き地・空き家の増加による中心市街地の空洞化や少子・高齢化問題
等を中心とした財政負担の増加等を背景に、地方都市における集約型
都市構造のシミュレーション手法の提案や線引き制度廃止による都市の
スプロール状況の分析などを行ってまいりました。当研究所では、
これまで
の研究で学んできたことを活かし、
「土地利用」の観点から豊田市を分析
し、都市交通との関連性から、豊田市が抱える問題の分析とその解決策
の解明に力を注ぎ、暮らしやすい豊田市の実現に貢献するために、精進
いたしますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

研究部 研究員

嚴 先鏞（Eom Sunyong）

出身：韓国ソウル特別市
趣味：街歩き、
テニス

藤岡 倫生（Fujioka Michio）

出身：丹羽郡扶桑町
趣味：写真

浅野事務局長 着任
第14回評議員会 開催
平成29年度第1回研究企画委員会
第15回評議員会 開催
平成29年度研究成果報告会 開催
平成29年度第2回研究企画委員会
平成29年度第3回研究企画委員会
第33回理事会 開催
平成29年度第4回研究企画委員会

平成30年
1月 1日
2月16日
3月28日
3月31日
3月31日

石井主任研究員 着任
平成29年度第5回研究企画委員会
第34回理事会 開催
加藤透主席研究員 転出
岩元主査 転出

開催

開催
開催
開催

開催

筑波大学大学院を卒業後入所

筑波大学大学院で博士後期課程を修了し、4月から研究員として着
任いたしました。今までは、混合土地利用テーマとして都市空間における
様々な用途間の空間関係の定量化と評価に取り込んで来ました。土地
利用は、人々による様々な活動が都市空間上に現れたものと言え、土地
利用は交通と密接に関係しております。近年の様々な都市交通問題を解
決するためには、土地利用と一緒に考えていく必要があると思います。
そこ
で、
今まで大学で研究してきた経験を活かし、
豊田市での様々な政策や技
術も取り入れながら、
今後、
豊田市の持続可能な都市構造・安全なまちづ
く
りのための研究に貢献していきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いい
たします。

企画管理部 主査

平成29年
4月 1日
4月13日
5月16日
5月31日
7月 6日
7月31日
10月23日
11月28日
12月20日

豊田市役所より派遣

この度、
（公財）豊田都市交通研究所に着任しました藤岡倫生です。
こ
れまでは、豊田市役所国保年金課で国民健康保険の資格管理や保険
証発行業務を行っていました。思いもよらない人事異動を受け、不安や戸
惑いもありましたが、
それ以上に新しい業務にチャレンジできるという期待感
に満ち溢れています。
これからは当研究所が交通まちづく
りや交通環境の
あり方について、豊田市のみならず、世界に向けて提案、発信できるよう、
微力ながら尽力していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

63号

2018 International
Workshop on Urban
Planning and
Management,Toyota,
Japanを開催します。
●開催日／2018年5月25日
（金）
・26日
（土）
●会 場／豊田産業文化センター
●言 語／英語
●申込・詳細はWEBに掲載中
http://www.spsdcommunity.org/
spsd-workshops/workshop-2018/
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