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1970 Vol. 1 No.1    

「交通科学」の発刊にあたって 鶴田正一 1 

論 文   

区画細街路交差点の安全性に関する一考察 三瀬 貞・村井哲夫 2 

一方通行について 佐々木 綱 9 

自動車事故の疫学的研究 東田敏夫 14 

内田曲線と交通事故 中原昌暢 25 

論 評   

死亡事故防止の重点方策を考える 宮村善保 29 

都市における交通安全施設の設置を考える 木田五一郎 33 

秩序の中の死者たち 冨家 孝 35 

資 料   

追突事故の調査研究（中間報告） 長山泰久 37 

今日の交通事故をどうとらえるか 交通工学の立場から 奥谷 巌 40 

今日の交通事故をどうとらえるか 事故多発者の視機能について 山地良一 42 

書評  43 

文献紹介  44 

会務報告  49 

   

1970 Vol. 1 No.2   

論 文   

視機能からみた運転適性に関する研究（基礎実験） 山地良一 1 

追突事故のパターン分類 本城英三・山崎富雄 7 

事故統計からみた追突事故の実態について 西村 昂 14 

論 評   

運転者の意識と再教育 山崎富雄 26 

自動車公害 三浦武夫 29 

資 料   

東名神高速道路走行実態調査 大阪大学応用心理学研究室 31 

横断施設の利用状況調査 
石橋富和・北川睦彦・大森正昭・

中迫 勝 
37 

第１回研究討論会  42 

第４回総会一般研究発表概要  46 

「安全運転の科学」ードライバーのための生理学ー  55 

文献紹介  56 

会務報告  64 

   

1971 Vol. 2 No.1   

論 文   

街路網における交通信号制御の効果に関する一考察 奥谷 巌 1 

歩行者事故と都市環境 技村俊郎・大日一如 16 

舗装面の処理による交通制御について 
三瀬 貞・西村 昂・山田 優・

松本 健 
22 

論 評   



歩道橋論争をめぐって 村井哲夫 27 

資 料   

統計的分析による横断歩道橋の設置効果の推定 上原基也 29 

車線移動に関する実態調査  36 

第２回研究討論会  43 

第３回研究討論会  44 

書評   

文献紹介  49 

会務報告  56 

   

1972 Vol. 2 No.2   

論 文   

NF式安全運転適性テストの標準化（１） 長山泰久 1 

作業による睡眠脳波の誘発 石原 努・梅本俶子 7 

論 評   

道路網再編成の考え方について 西村 昂 13 

第４回研究討論会（運転適性の諸問題）  16 

第５回研究討論会（交通安全教育の考え方とすすめ方）  22 

第６回研究討論会（追突事故について）  26 

第６回総会一般研究発表概要  30 

書評 失われゆく大気  40 

文献紹介  41 

会務報告  48 

   

1972 Vol. 3 No.1   

論 文   

操縦動作からみた追突事故者の特性（１） 上野精順 1 

NF式安全運転適性テストの標準化（２） 長山泰久・荒木保雄 10 

NF式安全運転適性テストの標準化（３） 藤本忠明 16 

資 料   

右折事故の実態 
三瀬 貞・西村 昂・村井哲夫・

川崎雅文 
24 

第８回総会一般研究発表概要  31 

新刊紹介  40 

文献紹介  41 

会務報告  47 

   

1973 Vol. 3 No.2   

論 文   

操縦動作からみた追突事故者の特性（Ⅱ） 上野精順・荒木保雄 1 

電子計算機による標識漢字の改良について 小沢一雅 8 

道路標識に関する心理学的研究 大森正昭 16 

資 料   

阪神高速道路における卖独事故の実態 高井広行 21 

高速道路利用実態調査：サービスエリヤにおける休憩について  29 

文献紹介  37 



会務報告  45 

歩車道区分のない道路における歩道幅員の一決定方法 奥谷 巌・福成孝三 1 

   

1974 Vol. 4 No.1・2   

論 文   

操縦動作からみた追突事故者の特性（Ⅲ） 上野精順 11 

「むちうち症」患者の視機能の低下について 中迫 勝 17 

NF式安全運転適性テストの標準化（４） 長山泰久・藤本忠明・山下栄子 23 

資 料   

安全運転態度の心理学的研究 大森正昭・森田敬信 32 

第 12回・第 13回研究討論会（大阪における交通事故の特質について） 51 

第 14回研究討論会（住区道路における交通と沿道環境について） 57 

第 15回研究討論会（自転車利用を考える）  65 

第 10回総会一般研究発表概要  78 

書評 かくれた次元  88 

文献紹介  89 

会務報告  96 

   

1975 Vol. 5 No.1   

論 文   

関目地区における交通事故防止 モデル地区対策とその効果について（１） 東田・和栗・西村・高岸 1 

案内標識の地名視認−大阪中央環状線における場合− 
石原富和・上野精順・大

森正昭 
11 

視覚モデルと文字デザイン 小沢一雅 19 

運転者教育用映画の教育効果についての一研究 藤本忠明 27 

安全態度からみた行政処分者の問題 大森正昭・森田敬信 33 

資 料   

交通事犯尐年の予後について 十河 一 40 

わが国における交通のカラーコントロールの実施例について 
カラーコントロール研

究班 
42 

論 評   

ドイツ語圏における交通心理学研究の現状−特に運転適性検査実施状況について− 長山泰久 47 

第 12回総会特別講演概要  55 

第 12回総会一般研究発表概要  60 

書評 自動車事故工学−事故再現の手法−  68 

文献紹介  69 

会務報告  75 

   

1975 Vol. 5 No.2   

論 文   

これからの街路網の使い方 奥谷 巌 77 

関目地区における交通事故防止 モデル地区対策とその効果について（２） 東田・和栗・西村・高岸 93 

自転車交通の交通特性に関する調査報告 毛利正光・渡辺千賀恵 103 

論 評   

交通事故の被害者学 松倉豊治 113 

資 料   



最近の道路交通情勢 野口 健・浜野勝茂 118 

大阪市における自転車利用の実態と意識（１） 芦見 忠・芝野弘之 124 

新刊紹介 過剰モータリゼーションを考える−クルマ社会への反省−  129 

文献紹介  130 

   

1976 Vol. 6 No.1・2   

論 文   

カラー標示による高速道路入口への案内の効果について 西村 昂・大森正昭 1 

NF式安全運転適性テストの標準化（５） 
藤本忠明・長山泰久・貴

志栄子 
9 

運転疲労についての考察 大森正昭 15 

身体障害者の交通実態と問題点について 三星昭宏 23 

土壌による大気中一酸化炭素の浄化作用について 
三瀬 貞・山田 優・池

田浩一 
33 

論 評   

事故傾性としての知覚−動作のバランス C.A.Drake の古典的研究の紹介 長山泰久 39 

資 料   

二輪自動車の運転行動の実態調査 
長山泰久・大森正昭・藤

本忠明・森田敬信 
43 

停止線設置の効果について 大森正昭 55 

書評 人間と移動−明日の交通を考える−  57 

文献紹介  58 

   

1977 Vol. 7 No.1・2   

論 文   

幹線道路周辺の環境影響評価に関する研究 
青島縮次郎・河上省吾・

片平和夫 
1 

交通量が比較的尐ない道路における交通公害の被害特性 毛利正光・矢野公一 9 

住区における交通環境の要因分析 西村 昂・高井広行 19 

コンピューターを用いた規制標識の最適配置の研究 石桁正士 31 

二輪自動車事故の解析 
森田敬信・長山泰久・大

森正昭・藤本忠明 
39 

論 評   

横断歩道橋の機能 大森正昭 49 

資 料   

交差点の通行パターンに関する一考察 上野精順 53 

ドライバーの日常の運転行動と交通安全に対する意識 藤原 稔・日置良英 57 

新刊紹介 交通警察の基礎的考え方  69 

文献紹介  70 

会務報告  77 

   

1978 Vol. 8 No.1・2   

巻頭言 大阪交通科学研究会 10周年を迎えて   

祝辞 賢明な知恵を交通の世界に   

祝辞 研究会 10周年を祝して   

祝辞 大阪交通科学研究会の御発展によせて   



論 評   

交通事故と法医学   

交通科学と心理学   

交通科学と交通工学   

論 文   

「むちうち症」とパーフォーマンス   

アルコール酩酊の個人差と運転   

自動車事故・疫学研究ノート   

運転態度とその変容について   

案内標識と認知マップ   

長距離路線バス運転者の疲労と睡眠   

自動車の安全技術対策の現状と動向   

路面標示の変遷と今後の課題   

道路照明と交通安全   

交通管制   

道路構造と交通安全   

道路と沿道環境について   

都市における歩行者・自転車の空間について   

大型門型標識における構造力学系について   

交通安全施設とその効果−マーキングによる中央帯と交差点改良の実施例−  

研究会 10年の歩み   

総目次   

   

1979 Vol. 9 No.1   

論 文   

土壌の大気中一酸化炭素浄化能力について 
三瀬貞・山田優・池田浩

一 
1 

高速道路における交通実態と交通安全対策に関する一考察 小山藤太郎・大石久和 7 

精神神経医学よりみた交通問題―臨時適性検査の実施状況を中心に― 斎藤正巳 15 

タクシー運転手に見られる運動不足と健康 
北川睦彦・石橋富和・大

森正昭 
21 

資 料   

交通事犯受刑者の特性と矯正処遇 幅田富久男 27 

大阪府下における暴走族の現状と対策 大阪府交通指導課 34 

主要と府県の交通事故発生実態比較（昭和 54年上半期） 
大阪府警交通安全調査

室 
40 

新刊紹介 ドライバーの心理学（運転センスの要請と防衛運転）  43 

   

1979 Vol. 9 No.2   

論 文   

過飽和交差点における信号の周期とスプリットの決定 奥谷 巌 1 

サイクルアンドライドの駐車現象と置場利用 金丸次男・高岸節夫 9 

交通事故統計によるすべり抵抗の重要性−その１ 事故統計とすべり抵抗測定− 
D.POWELL 山田 優

（訳） 
19 

資 料   

平面交差点の検討プロセスと事例紹介 藤村安則・萩森重吉 25 



スウェーデンの交通心理学−VTI（国立道路研究所）の活動を中心として− 西山 啓 33 

第 26回研究討論会（高速道路の安全を考える：シリーズ１）  41 

第 27回研究討論会（高速道路の安全を考える：シリーズ２）  46 

新刊紹介 スウェーデンの都市計画  50 

文献紹介  51 

会務報告  54 

   

1980 Vol. 10 No.1   

論 文   

道路標識の設置高さに関する一考察 
毛利正光・田中聖人・安

田扶律 
1 

交通事故統計にみるすべり抵抗の重要性―その２ 所要 s.f.c.値と滑り止め舗装材料 
David Powell・山田優

（訳） 
9 

サイクルアンドライドの自転車利用と代替手段 高岸節夫・金丸次男 15 

シートベルト着用についての心理学的研究（１）―その問題性と予備的研究― 
長山泰久・藤本忠明・森

田敬信 
23 

資 料   

大阪市における自転車利用について 西井良一・立間康裕 31 

ファミリーバイクの事故統計分析 
長山泰久・森田敬信・三

浦利章 
35 

第 28回研究討論会（高速道路の安全を考えるシリーズ３）  48 

第 14回研究談話会（ESVとこれからの安全性）  53 

新刊紹介 道路交通事故の疫学  57 

   

1980 Vol. 10 No.2   

論 文   

バス系統網の自動設定手法に関する一研究 銭谷善信 1 

任意に変動する道路交通流からの騒音の予測に関する一考察 渡辺義則 11 

視覚障害者の歩行補助について−点字ブロックに関する考察 田中邦宏 21 

交通ルールの普及に関する研究 桜田一之 31 

資 料   

わが国における生活ゾーン規制の実態と問題点 生活ゾーン規制研究会 37 

第 15回研究談話会（タイヤの安全性と省エネルギー）  43 

第 16回研究談話会（交通事故の鑑定）  45 

第 29回研究討論会（身障者のための安全対策）  47 

第１回見学会（シートベルト工場見学）  49 

新刊紹介 交通ルールの基礎知識  50 

文献紹介  51 

会務報告  53 

   

1981 Vol. 11 No.1   

論 文   

移動制約者における公共交通の諸問題 
千葉博正・佐藤馨一・五

十嵐日出夫 
1 

寝たきり障害者等の日常生活介助機器システムの開発とその展望 
船久保 煕康・山口隆

男・斉藤之男 
11 



資 料   

「身体障害者の運転教育について」−現状と問題点− 井上三郎 19 

障害の重度別にみた肢体不自由者の交通問題 三星昭宏 24 

身体障害者と道路施設−大阪市において− 柳瀬敞一 30 

ロンドン並びに大阪の交通事故について 毛利正光・山田 稔 38 

第 24回 総会研究発表抄録（特別会員による研究発表）  47 

第 24回 総会研究発表抄録（普通会員による研究発表）  53 

新刊紹介 都市と交通  60 

文献紹介  61 

会務報告  63 

   

1982 Vol. 11 No.2   

論 文   

自家用乗用車保有率の経年的地域的変動特性 毛利正光・新田保次 1 

タコグラフを用いた道路走行状態の分析の基礎研究 
石桁正士・田中聖人・上

田勝彦 
9 

奨励金論文   

事故からみた中高年者行動 三戸秀樹 17 

高速道路建設前後における産業集積パターンの変化と予測について 葉 光毅 20 

細街路交差点の危険性についての一考察 田中聖人 27 

資 料   

外部ゾーンを考慮した住宅立地モデルについて−R.L.マケットの空間相互作用モデル 萩島 哲 35 

道路交通情報の需要について 野口 健 43 

新刊紹介 安全運転の人間科学  55 

   

1983 Vol. 12 No.1   

論 文   

数量化理論による３種踏切事故の危険度解析 毛利正光・長浜友治 1 

指数平滑法による交通状態の予測 奥谷 巌 9 

高速道路建設による経済波及効果と拡散の予測について 毛利正光・葉 光毅 19 

資 料   

百貨店・スーパーの駐車と駐輪の問題 岡田喜義 29 

「高速道路の交通事故分析に関する調査・研究報告書」の要約（１） 
名神高速道路事故対策

特別研究委員会 
36 

会務報告  46 

   

1983 Vol. 12 No.2   

論 文   

自己評価による中・高齢者の心身能力 北川睦彦・石橋富和 1 

ドライバーの踏切警報音聴取に関する一考察 毛利正光・長浜友治 13 

助成金論文   

漢字の視覚的認識課程における輪郭知覚に関する考察 小沢一雅 19 

自転車の横断行動とそこに潜在する危険性からみた自転車横断帯の評価 山田 稔 27 

資 料   

高速道路の交通事故分析に関する調査・研究報告書の要約（Ⅱ） 
名神高速道路事故対策

特別研究委員会 
39 



研究談話会：運転行動の理解：社会的、文化的要因の重要性 Knapper,C.K. 51 

   

1984 Vol. 13 No.1   

論 文   

住宅地区の交通事故発生に関する一考察 高井広行・西村 昂 1 

性格特性と運転操作の研究 羽石寛寿・上野精順 11 

利用者均衡に基づく最適道路ネットワーク形成 朝倉康夫 21 

資 料   

高速道路の交通事故分析に関する調査・研究報告書の要約（Ⅲ） 

大阪交通科学研究会名

神高速道路事故対策特

別研究委員会 

29 

新刊紹介  47 

研究発表資料  48 

   

1984 Vol. 13 No.2   

論 文   

ドイツにおける交通心理学研究ー特に運転者教育の研究実施状況ー 蓮花一己 1 

性格特性と運転操作の研究ードライバーの運転操作の研究（第２報）ー 羽石寛寿・上野精順 9 

電車運行頻度を考慮した自転車駅勢圏の区画事例 渡辺千賀恵 17 

社会統計指標を用いた環境騒音の推計 
毛利正光・塚口博司・金 

甲沫 
25 

助成金論文   

一般化時間を組み込んだ経路選択モデルにおける時間価値について 新田保次 33 

交通事故対策の地域分析 舟渡悦夫 41 

研究討論会記録  49 

会務報告  51 
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2000 Vol. 30 No.1   



小特集：「21世紀の交通事故半減を目指して」～超高齢化を迎えるに当たって交通安全対策のあり方を考える～ 

総 論   

21世紀の交通環境整備～交通事故半減を目指して～ 藤村安則 1 

意 見   

超高齢化社会の交通安全対策 TDMと ITSがもたらす安全な交通環境 元田良孝 6 

高齢者の交通安全―その技術･社会システム― 明神 証 8 

警察署長から見た 21世紀に向けての高齢者の交通事故防止対策 岡田正徳 11 

バスの車内事故防止と運転者教育―高齢者疑似体験の導入― 北川睦彦 17 

交通事故分析や対策検討における情報システムの必要性と GISの有効性 三谷哲雄 23 

人が主体の道路構造を目指して 藤村安則 25 

学校教育の中での交通教育の実践と将来への展望 小川和久 28 

道路安全工学の構築に向けての課題 西村 昂 33 

消極的対策から積極的安全への転換を図る～社会実験導入の効果と課題～ 日野泰雄 37 

論 文   

住民参加型の政策決定を目指した交通政策に関する住民意識の分析 
山本俊行・芦屋隆介・藤

井 聡・北村隆一 
40 

交通振動から見た高架道路継手部付近の路面段差の発生要因とその管理に関する基礎

的研究 

徳永法夫・西村 昂・日

野泰雄・河村昌平 
50 

行事記録   

平成 11年度 学術研究発表会講演論文概要  59 

創立 30周年記念特別講演会記録  83 

①西村 昂「道路安全監査システムについて」  84 

②長山泰久「交通科学の成果の社会還元と交通政策への反映」  87 

創立 30周年記念式典・祝賀会記録  89 

報 告   

福祉のまちづくり研究会第 2回全国大会 藤村安則 94 

土木学会関西支部講習会 飯田克弘 94 

奈良市三条通りにおける交通実験の紹介 藤村安則 95 

携帯電話の利用性と人間工学 三浦利章 96 

第 8回車両における視覚国際会議 三浦利章 96 

第 62回 研究談話会記録 S.L..SUEN「すべての人がアクセスできる交通」 97 

第 63回 研究談話会記録 塚口博司「海外諸都市における交通マネージメントについて」 97 

新刊紹介  99 

文献紹介  101 

会務報告 平成 11年度会務報告  105 
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小特集：都市内物流改善と交通管理    

総 論   

都市内物流改善と交通管理 塚口博司 1 

論 文   

都市内物流の合理化を目的とした物流ターミナルの配置分析 
山田忠史・谷口栄一・則

武通彦 
3 

都心商業地区における TDM施策が交通および環境に与える影響評価に関する研究 
高橋洋二・小林 等・橋

本雅隆 
12 

地区交通計画における物流マネジメント施策について―ポケット･ローディング･シス 高田邦道・岐美 宗・黒 22 



テムの社会実験を通して― 後久光 

集配送トラックの横持ち行動に関する分析―大阪･釜山･シドニーにおける比較を通し

て― 
塚口博司・鄭 憲永 31 

経済活動と物資輸送需要の構造変化 松澤俊雄・水谷 淳 38 

資 料   

総合物流施策の推進について 大井健一郎 45 

都市内物流に関する文献リスト 塚口博司 51 

資 料   

トラック運転手の労働条件と、睡眠および食事の状況－事例調査から－ 川村雅則・福地保馬 55 

ダンプ運転手の労働条件､睡眠と食事の状況、および健康状態－事例調査から－ 川村雅則・福地保馬 61 

不況下におけるタクシー運転手の労働条件､生活習慣、健康状態－質問紙調査及び生活

時間調査から－ 
川村雅則 67 

中国及び上海市の自動車排出ガス汚染対策の現状と課題 虞 志敏・西村 昂 73 

行事記録   

大阪交通科学研究会新年会兼 30周年記念出版祝賀会報告  80 

（第 64回）研究談話会記録「韓国･中国における公共交通の現状および交通施策等について」 82 

①金 大雄「大邱市におけるバス輸送の効率化に関する考察」  82 

②楊 東援「中国における都市公共交通の発展と交通環境問題」 83 

特別講演記録 三木善彦「交通事故被害者の心理と社会的支援」 85 

報 告   

ミラノからケルン 1000キロクルマ旅 徳本行信 87 

新刊紹介  92 

文献紹介  93 

会務報告 平成 12年度総会報告  99 

   

2001 Vol. 31 No.1・2   

小特集：自動車交通の混雑費用とロードプライシング   

総 論   

混雑費用とロードプライシングの適用 松澤俊雄 1 

論 文   

コモン･プロパティの外部性とロード･プライシングの受容度 太田和博 3 

道路ネットワークにおけるロードプライシング－都市高速道路における料金格差を例

として 
竹内健蔵 10 

大都市圏におけるロードプライシングの大気環境改善効果 
松村暢彦・新田保次・高

井宗央・森 康男 
16 

資 料   

シンガポールの自動車交通政策－最近の展開を中心に－ 兒山真也 26 

英国の新交通政策とロードプライシング 新田保次 30 

ベルゲンにおけるロードプライシングの現状と今後の展開 塚口博司 36 

アメリカのバリュープライシング 西村 昂 40 

東京都のロードプライシングについて－検討委員会での検討状況－ 遊座通男 48 

自動車交通の混雑費用とロードプライシングに関する文献リスト 松澤俊雄 60 

資 料   

インドネシアの中規模都市における都市交通 塚口博司・小西康之 64 

平成 12年度研究発表会講演論文概要  71 

行事記録  



（第 65回）研究談話会記録「小型ノンステップバスによる新しいバスサービスの試験運行について」 93 

（第 66回)研究談話会記録「今後のカーインテリジェンスの動向について」 94 

(第 67回）研究談話会記録「交通バリアフリー法とこれからの交通整備の新展開」 95 

報 告   

フランス国立交通･安全研究会（INRETS）の概要と研究動向 山本俊行 96 

文献紹介  98 

   

2002 Vol. 32 No.1・2   

小特集：交通バリアフリー法の今後の展開   

総 論   

交通バリアフリー法の成立と進展 三星昭宏 1 

資 料   

駅周辺地区における交通サービス改善項目の優先性に関する高齢者･非高齢者比較 
都 君燮・新田保次・松

井 寛 
5 

福祉のまちづくりと交通バリアフリー法 秋山哲男 14 

交通バリアフリー法時代の車両 鎌田 実 21 

障害者の公共交通バリアフリーからユニバーサルなバリアフリーへ 高橋万由美 26 

交通バリアフリー社会の実現に向けた取組みについて 室谷正裕 30 

兵庫県における福祉のまちづくりの取り組み 永松寛喜 34 

実務への対応 藤村安則 38 

高齢者･障害者交通研究の動向と課題 北川博巳 42 

バリアフリーに関連する文献リスト 北川博巳 48 

論 文   

バス利用者の待ち空間の広さに関する検討 田中聖人・渡辺千賀恵 56 

行事記録  

特別講演記録 平峯 悠 次世代に求められる交通の視点－これまでの交通政策を振り返って－ 62 

特別講演記録 遊座通男 交通需要マネジメントとロードプライシング 66 

（第 68回）研究談話会記録 エスコ・ケスキネン「フィンランドと EUにおける運転者教育の現状と将来の方向

性 
68 

平成 13年度研究発表会講演論文概要  70 

会務報告  93 

   

2002 Vol. 33 No.1・2   

小特集：交通需要マネジメントと交通社会実験   

総 論   

交通需要マネジメントの性格と評価 新田保次 1 

論 文   

TDM に関する交通社会実験の展開とその特徴 伊豆原浩二・川本義海 3 

交通社会実験に基づいた TDM施策の効果に関する一考察―豊中駅前地区における事例

研究― 

塚口博司・山中英生・小

谷通泰・松岡友香・荒田

真由美 

9 

シミュレーションモデルによる観光交通政策の評価に関する研究 
酒井 弘・西野 至・藤

井 聡・北村隆一 
16 

交通問題改善のためのバスシステム改善の試みとその評価 
日野泰雄・吉田長裕・東

野隆朗・加藤勇気 
23 

資 料   



国土交通省道路局の社会実験 奥村康博 32 

大阪府域における P&Rを活用した TDM施策への取組み 

新田保次・小谷通泰・大

森卓哉・芝池利尚・中平

明憲 

40 

中心市街地の活性化を目指した社会実験－奈良市三条通りにおける取り組み例－ 
小谷通泰・山中英生・藤

岡啓太郎・岸野啓一 
46 

神戸市都心部における交通実験 中山久憲 54 

和歌山 TDM社会実験 浅田輝一 59 

滋賀県大津市中心地区における交通社会実験の取り組みについて 川浦雅彦 63 

環境にやさしい観光都市奈良 社会実験 桑田隆男 67 

阪神地区コミュニティサイクルシステム社会実験の取り組み 長谷川朊弘 72 

社会実験と TDMに関する文献リスト 松村暢彦・新田保次 78 

資 料   

駐車管理とパーキングプライシング 西村 昂 83 

行事記録  

研究談話会記録（第 70回）「歩行者交通に必要な道路サイン情報」 88 

研究談話会記録（第 7１回）「２輪ライディングテクニックとその安全性の再考」   89 

平成１３年度地域交流会記録  90 

平成 13年度総会特別講演会「障害者と交通安全」  91 

報 告   

カナダの都市と交通について 波床正敏 92 

新刊紹介  94 

文献紹介  96 

会務報告 平成 14年度総会報告  101 

   

2003 Vol. 34 No.1   

小特集：交通安全文化   

総 論   

交通安全文化 内山伊知郎 1 

資 料   

大阪の地域特性を中心に〜大阪市内と府下の事故発生状況の比較から交通安全文化を

探る〜 
日野泰雄・境 晃三 5 

京都府の交通事故の特徴－交通事故統計を用いて－ 
藤本忠明・東 正訓・山

口直範 
13 

滋賀県の交通事故およびドライバーの特性 
塚口博司・内山伊知郎・

今村克己 
21 

奈良県の交通事故の特性とその背景 蓮花一己 27 

事故統計と意識調査から見た兵庫県の交通安全文化 森津 誠・上野精順 31 

データでみる近畿圏における交通事故の実態 今村克己 39 

幼児の安全意識教育 石川隆行 43 

事故原因を認識する子どもの視点 小川和久 47 

高齢者の交通安全教育 
藤本忠明・東 正訓・山

口直範 
53 

道路安全文化を考える 西村 昂 62 

交通安全文化に関する文献リスト 内山伊知郎 68 

論 文   



届出駐車場の存続動向に関する一考察－大阪市および京都市都心部を事例として－ 
塚口博司・金 東炫・清

水康生 
70 

職業運転者による重大事故の業態間比較 
藤島 寛・北川睦彦・上

野精順 
77 

行事記録   

大阪交通科学研究会平成 14年度研究発表会講演論文概要  89 

研究討論会記録（第 47回）「高速道路のトンネルの安全について」 116 

シンポジウム「ケータイ・カーナビの利用性と人間工学」 篠原一光 119 

報 告   

ロンドン混雑料金施策紹介 倉内文孝 120 

パリの国際学会に参加して 石橋富和 122 

国際応用心理学会第 25回大会 篠原一光 124 

文献紹介  125 

新刊紹介  128 

   

2003 Vol. 34 No.2   

小特集：交通アセスメント   

総 論   

交通アセスメント 塚口博司 1 

資 料   

開発における交通アセスメントの現状と課題 西村 昂 6 

韓国における交通影響評価制度 金 東炫 12 

交通アセスメントのひとり言 中村嘉次 18 

大阪市における交通計画の評価について 寺本 譲 24 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパン（USJ）開業時の交通対策 田中利光 27 

大規模小売店舗立地法の運用状況に関する資料  31 

論 文   

出合頭事故防止から見た無信号小交差点の隅切りに関する研究 
田中聖人・渡辺千賀恵・

名嘉元利治 
39 

資 料   

公共交通の利用促進を中心とした都市交通施策の展開 足立基成 49 

行事記録  

研究談話会記録（第 69回）「赤外線音声情報案内システムの信号交差点への適用」 53 

研究談話会記録（第 72回）「ロンドンにおけるスペシャルトランスポートサービス：Newham パイロットスキー

ムの紹介 
54 

平成 15年度総会特別講演会「JAFにおける体験型講習会の現状と今後について」 55 

平成 15年度研究発表会講演論文概要  56 

平成 15年度地域交流会記録  90 

文献紹介  92 

会務報告 平成 15年度総会報告  97 

   

2004 Vol. 35 No.1   

田村宗市氏のご逝去を悼んで 長山泰久 1 

名誉会員･石橋富和先生の御逝去を悼む 三戸秀樹 3 

小特集：新しい交通ルールの展開と実状   

総 論   



新しい交通ルールの展開と実状 上野精順 4 

論 文   

交通規範に関する心理学的研究－3重大違反に対するドライバーの意識と行動－ 

藤本忠明・東 正訓・内

山伊知郎・坂口哲司・山

口直範・神田忠士・高木

哲平・今井康雄・榎本政

夫・喜田真司 

12 

資 料   

運転中の電子機器使用による注意転導と事故 篠原一光 20 

チャイルドシート法制化後の現状と今後の課題 新田文輝 27 

日本におけるシートベルト着用等の法制化と着用率の推移について 
（社）日本自動車連盟

〔JAF〕公益事業部 
31 

飲酒運転に関する罰則強化の効果－兵庫県におけるアンケート調査から－ 

森津 誠・日野泰雄・福

岡 靖・上野精順・三谷

哲雄 

34 

運転中における携帯電話の使用実態に関する調査研究 
山田和之・上野精順・福

岡 靖・三谷哲雄 
39 

二輪運転者の駐車に関する態度 山口直範 45 

論 文   

ジャンクション分岐部における標識デザインと高齢運転者の運転挙動の関連について

－ドライビングシミュレーターによる走行実験分析－ 

森 康男・安 時亨・英 

恵司 
50 

行事記録   

大阪交通科学研究会 35周年記念特別講演会記録  58 

報 告   

「第 3回日本－北欧交通心理学合同学会」に参加して 小川和久 61 

TRANSED2004 第 10回高齢者･障害者のモビリティと交通に関する国際会議 柳原崇男 63 

会務報告 平成 16年度総会報告  64 

   

2004 Vol. 35 No.2   

佐佐木綱先生追悼の辞 飯田恭敬 1 

小特集：都市交通および政策・施策の展開   

総 論   

都市交通ならびに都市交通政策･施策の展開 松澤俊雄 2 

資 料   

近畿圏における望ましい交通のあり方について 坂本弘毅 4 

大阪市の交通政策について 入江新吾 8 

阪急電鉄の都市交通事業戦略 上村正美 13 

駅前地域の活性化と公共交通の利用促進に向けて〜千里中央駅前総合交通情報システ

ム“せんちゅうナビ”の試行〜 
中村俊策 19 

阪神高速道路を活用した社会実験の概要 吉田 聰 24 

「御堂筋にぎわい空間づくり」社会実験 
布川貴一・天野伊作・高

橋朊幸 
30 

都市圏交通政策･施策の一つの方向性－中心都市における公共交通利用促進策－ 松澤俊雄 38 

都市交通に関する文献リスト 松澤俊雄 49 

論 文   

淡路地域を対象とした道路整備に伴う投資効果に関する検証 和田 實 51 



行事記録   

大阪交通科学研究会平成 16年度研究発表会講演論文概要  57 

研究談話会記録（第 73回)  85 

平成 16年度地域交流会記録  86 

   

2005 Vol. 36 No.1   

名誉会員 西村 昂 先生のご逝去を悼んで 日野泰雄 1 

小特集：災害と交通   

総 論   

災害と交通 正木啓子 3 
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