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第１章 緒 論 

 

１.１ はじめに 

 

現在の日本は少子高齢化社会へ向け急激な変化をしている．総務省統計局の報告に

よると 2016年 9月 15日現在，65歳以上の高齢者は全人口の 27.3％（女性は 30.1％）

であり主要 7 か国で最も高く，毎年記録を更新している．そして，2014 年の総務省統

計局の人口統計の将来予測では団塊の世代が 80 歳を超える 2030 年には 31.6％となっ

ている．従って，高齢者を支える色々な活動や支援が必要になってくると考えられる．

高齢者の健康寿命を延伸し，社会との関わりを強化するには，高齢者の外出手段の確

保が重要になってくる．内閣府の 2015 年の第８回高齢者の生活と意識に関する国際比

較調査結果の多重回答ありのアンケートによる， 60歳以上の高齢者の外出手段の割合

を年齢別に示した図 1-1を見ると，60-64歳の外出手段は自分で運転する自動車 67％，

徒歩 34％，自転車 26％，バス・路面電車 18％，電車・地下鉄 16％，家族などの運転す

る自動車 8.0％，タクシー2.0％, バイク 1.5％となっており，年齢が上昇すると自分で

運転する自動車の割合は減少し，65～69歳で 64％，から 85歳以上で家族などの運転す

る自動車が 37％まで上昇し逆転するが，84 歳までは，自分で運転する自動車の割合が

多く，80～84 歳で 29％の高齢者が自分の運転する車で外出している．従って高齢者が

安全に運転して外出できるように，運転寿命の延伸が必要になる．しかしながら，全

体の交通事故は減少してきているにもかかわらず，高齢ドライバが起こす交通事故は

あまり変化せず，高齢ドライバの事故の比率が増えていると言われている．そこで警

察庁交通局が公表している 2016 年交通事故統計から作成した交通事故の第１当事者の

60 歳以上の件数と割合の年度別の変化のグラフを図 1-2 に示す．第１当事者の交通事

故件数はこの 10年で，43％，36万件も減少しているにも関わらず，60歳以上の高齢ド

ライバは 2万 5千件 16％しか減少せず，高齢ドライバの比率は 18.5％から 27.3％に上

昇している．従って，高齢ドライバの事故要因を明らかにして，交通事故を防ぐため
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の高齢ドライバを対象とした自動車の運転支援システムの開発や運転教育を含む免許

制度などの支援が超高齢化社会に向けた課題となっている．ここで，一般的に高齢者

と言われるのは健康保険制度での 65～75歳の前期高齢者と 75歳以上の後期高齢者と考

えられるが，この論文における高齢ドライバは運転適性検査などで運転能力の衰えが

始まると言われる 60 歳以上を対象としている．特に本研究の企業内でのドライビング

シミュレータの実験において，70 歳以上の被験者の実験が困難であったので，本研究

の中での高齢者とは，60歳以上を対象として研究した．  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-1 Ratio of elderly commuting method by age group 
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Fig.1-2 Trend of elderly driver’s traffic accidents (primary party, 2016) 

  

Statistical traffic accident data by National Police Agency (2016) 
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１.２ 目 的 

 

本研究の目的は，高齢ドライバの出会い頭の事故の要因が身体的衰えによる運転能

力の低下，もしくは安全運転行動の不足か，を明らかにし両者の関係から起こる事故を

防ぐために，高齢ドライバへの運転支援システムや運転行動訓練により，運転寿命の延

伸を図るための方法を明らかにすることである．その為に以下の項目について検討する． 

・高齢ドライバが高齢者特有の事故に至る経緯を解析する為に，市街地路走行において，現実感があ

りシミュレータ酔いの少ない高性能なドライビングシミュレータ（以下ＤＳと省略）を開発する． 

・ＤＳを用いて事故の起きやすい交通環境で，高齢ドライバの運転能力と運転行動の事故要因との関係

を明らかにする． 

・高齢ドライバの事故が多い市街地路で，自動車教習所の指導員による高齢ドライバへの指導を行い

ながら，ドライブレコーダに記録された高齢ドライバの運転行動と認知身体的特性の関係を明らか

にする． 

・高齢ドライバの運転行動をドライブレコーダに記録されたデータで評価する方法を検討し認知

身体的特性の関係から，認知身体的衰えをカバーし事故発生確率を低減する運転行動を

明らかにする． 

 

１.３ 従来の研究 

 

一般ドライバに比べて高齢ドライバの自動車運転における事故が多い事が日本の高齢

化社会の問題となっており，高齢ドライバ事故分析のための研究が行われている．高齢

ドライバの運転時間や運転頻度と交通事故率の関係を粂田ら（８）は，損害保険会社のデー

タから，高齢ドライバを含む事故について，走行環境の時間頻度が多いドライバは追突

される事故が多いと考え，道路環境別の被追突事故件数を基準として正規化事故率を求

めた．その結果，高齢ドライバの事故が多い形態は，信号のない一時停止標識などがあ

る非優先交差点で右折時に左方から直進してきた車両との衝突であり，加齢に伴い複数

の安全確認を必要とする場面の事故が多いと分析している．また高齢ドライバの信号の

ない交差点での走行頻度が相対的に高いことが高齢ドライバの出会い頭事故の多さに繋
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がっていると分析している．（９）しかしながら，事故に至る経緯が統計データからは分析

できないので，このような事故形態がなぜ高齢ドライバに多いのかは，明らかになって

いない． 

高齢ドライバの認知身体能力の衰えによる，事故場面における事故回避能力の低下，

もしくは安全運転行動の不足が事故の原因と考えると，ドライビングシミュレータ（以

下ＤＳと省略）を用いて，事故場面での高齢ドライバの事故回避行動を調べる実験が有

効と考えられる．但し，ＤＳには周辺視野模擬の大きさと車両運動の体感模擬の程度に

より多くの種類（５０）があるが，事故場面での運転行動は運転の臨場感や衝突の怖さなど

の現実感を被験者が得られないと事故直前の事故回避操作などを調べることが難しい． 

またシミュレータには乗り物酔いに似たシミュレータ酔いが発生し，高齢者などの被

験者が計測中に気分が悪くなり，実験中止になる場合が多くある．飛行機や自動車の乗

り物酔いは，視覚，前庭器官，および体性感覚系の入力の感覚不一致説により説明され

ているが，被験者により酔いの程度が異なり，要因が多くすべてを解明することは難し

いと Thomas A. Stoffregen（５４）らは批評している． M. Oman（５５）は制御工学のオブザーバ

理論に基づいて乗り物酔の感覚不一致のモデル化を試みている．しかし，乗り物酔いの

感覚不一致とＤＳにおける視覚，前庭器官，体性感覚系の感覚不一致のモデルは各感覚

入力のバランスが異なる可能性はあるが，広義には視覚，前庭器官，および体性感覚系

の入力の３つの感覚不一致と考えられる． 

シミュレータ酔いを低減のため，B. Aykent（５６）らは体感加速度を模擬する装置の有無

により，画像のみの静的なシミュレータと車両の動きを模擬する動的なシミュレータの

酔いを評価し，動的なシミュレータの酔いの低減効果を確認している．浅野（２６）らは市

街地における右左折時のシミュレータ酔いを，運転席を車両のヨー角に合わせてターン

テーブルで回転させると，低減できることを確認している．従って，車両の動きを模擬

する運動模擬装置がシミュレータ酔いに効果があると考えられる．R. S. Kennedy（５９）ら

はＤＳの酔いを評価する 16項目の質問指標（SSQ：Simulator Sickness Questionnaire）

を開発し，赤松（６０）らはそれを基に「気持ち悪さ」「目の疲れやかすみ」「めまいやフ

ラフラ感」の 3項目に集約した SSSQ（Simplified Simulator Sickness Questionnaire）

を提案しており，本研究におけるシミュレータ酔いの評価に SSSQを用いている． 

J. O. Brooks（５８）らは若者にくらべ高齢者は酔いやすく，実験中の酔いによる実験中止

判断基準などのシミュレータ酔いへの対応を解説している．従って，シミュレータ酔い
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を低減し，交通事故場面などの運転行動を精度良く測定するには，可能な限り忠実に自

動車の運転環境を模擬する必要があると考えられる．そこで，米国高速道路交通安全局

（NHTSA）はアイオワ大学の L.D. Chen（２５）らにより，ドーム内に 360度の視野角を持ち，

実物車両を搭載し，傾斜装置と並進装置で体感加速度を模擬する大規模なドライビング

シミュレータ（NADS: National Advanced Driving Simulator）を開発している．そして，Y. 

E. Papelis ら（４９）はこの NADS を用いて被験者に事故場面を運転させて，事故時における

Electronic Stability Control (ESC) システムの事故低減効果を調べて，NADS が被験者の事故

直前における運転行動の解析に有効であることを示している．この NADS の色々な実験

の中で，C. Roe らはシミュレータ酔いについて調べて，一般のシミュレータよりも酔いの

レベルは低いが，通常の減速行動や緩いカーブなどの走行において酔いがあることを明

らかにしている． 

以上のような参考情報を基に，NADS のシミュレータを参考にして（１），可能な範囲で，

運転環境を忠実に模擬して，制動時の減速度感覚（２）とシミュレータ酔いを改善した（３１）

（３２）世界最大級の並進機構を持つＤＳを開発した．高齢ドライバが衝突事故に至る過程

を計測することが難しいので，高齢ドライバの認知や身体能力の衰え，又は高齢ドライ

バの不安全運転行動が高齢ドライバの事故要因と考えて，このＤＳを用いて追突事故時

（３）や信号交差点右直事故時（４）の事故に至る場面の回避行動を調べる実験と一時停止交

差点における安全運転行動を調べる実験を行った． 

一方事故原因として，一般公道での事故や事故回避運転をドライブレコーダで計測し

て分析する実験が米国で大規模（3147 名，3 年間）に行われた SHRP 2 Research Program 
（５１）では若者と高齢者に事故及びニアミスが多いという結果があるが，高齢ドライバの

事故原因の分析は行われていない．V. L. Neale（６１）らは 100 台のドライブレコーダで 1

年間で 263 件の事故を含むヒヤリハットのデータを取集したが 55 歳以上の被験者が 10％

と少なく，海外では高齢ドライバに絞ったドライブレコーダの実験研究はあまり行われ

てない． 

日本では，高齢化社会のため，高齢ドライバの運転行動からの安全運転行動の評価や

解析が行われている．この運転行動の中で高齢ドライバに多いと言われている出会い頭

事故について，一時停止交差点に関連した運転行動や運転能力の分析が数多く研究され

ている．例えば，細川ら（１０）は高齢ドライバ（30 名）と非高齢ドライバ（10 名）の運転

する車両に（1 カ月）ドライブレコーダを装着し，運転行動やヒヤリハットを計測し，高
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齢ドライバは一時停止交差点の通過頻度が多く，5 名の高齢ドライバは確実な停止や左右

確認行動不足によるヒヤリハットが多いと指摘している．さらに続報として（１１），テス

トコースの模擬市街路に見通しの悪い反射鏡のある一時停止交差点を模擬して，高齢ド

ライバ（20 名）の運転行動解析を行い，一時停止での停止位置や反射鏡の確認を含めた

左右確認行動が問題と指摘している．不安全行動のパターンなどの分類はされているが

一部の一時停止交差点での減速不足の高齢ドライバの運転行動に問題が限られているた

め問題点の指摘に終わっている． 

森澤ら（４８）はドライブレコーダの一時停止の７カ所の場面での速度データの回帰式で，

運転指導員の高齢ドライバの運転評価を推定することを試みているが交差点での左右の

安全確認行動は含まれていない．また，佐藤（１２）らはテストコースの模擬市街地路に見

通しの悪い一時停止交差点を作り，高齢ドライバと熟練ドライバの一時停止運転行動を

比較し，自転車の交差を考慮した見通し距離で高齢ドライバの停止位置と左右確認行動

からの通過速度に問題が有ると指摘しているが左右確認行動については考慮していない． 

杉本（１３）らは佐藤（１２）の測定データを用いて左右の顔向きのデータから確認時の左右

の見通し距離を考慮して，衝突回避制動をモデル化して交差自転車との衝突確率をシミ

ュレーションで求めて，高齢ドライバの一時停止交差点での左右確認行動の不足を明ら

かにしているが，交差する自動車については考慮されていない．また，加門 (３８)らは，実

走行状態での一時停止交差点での運転行動から，運転リスクを左右確認時の見通し距離

に対して左右確認時の自車の速度から衝突回避制動モデルで回避可能かを交差車両の速

度との関係で評価することを提案しているが左右確認タイミングと自車の速度のどちら

が問題かを判断するのが難しい．そこで粕谷(３９)らは加門(３８)の考えを基に，自車の速度と

左右確認にタイミングを運転行動として測定した結果から衝突回避制動モデルで回避可

能な交差車両の最大速度を安全確保速度（HAS: Highest Admitted Speed）として運転行

動の交差車両に対する衝突の可能性を一つの指標で評価する方法に発展させている，し

かし交差車両の回避可能最大速度がどの程度であれば安全なのかが分かりにくい．また

一般公道では，いろんな見通しの交差点があり，左右確認時の見通し距離を正確に計測

することが難しい．そこで本研究では左右確認時の見通し距離を正確に評価するために，

開発した現実感のあるＤＳで一時停止交差点での高齢ドライバの左右確認行動を評価し

た（５）． 

高齢ドライバの認知や身体能力の衰えを計測し運転に対する影響の研究としては，高
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齢ドライバの認知身体機能と運転行動の関係について，小竹ら（１４）は，簡易型のＤＳで

運転中の周辺視野への視標の検出率で有効視野を求めて，ハザード知覚能力として評価

し，ＤＳの一時停止交差点の通過事例において意図的な安全確認を行った事例の占める

確認率からリスク知覚能力を評価し，この二つの能力に分離することにより，高齢ドラ

イバの視覚認知系のハザード知覚能力の衰えとリスク知覚能力のバランスにより，高齢

ドライバの事故が起きると考えて，高齢ドライバの事故回避能力を評価する事を提案し

ている．さらに小竹ら（１５）は，このリスク知覚能力を実走行における一時停止交差点で

の左右確認として，減速終了時の速度と左右の死角消失点での衝突回避速度の上限値以

下でのブレーキの構えがリスク知覚評価指標になると提案している．ハザード知覚とリ

スク知覚の考え方は高齢ドライバの認知身体能力と予防安全運転行動の一部と考えられ

るが，本研究では認知身体能力を色々な認知及び身体特性を対象としている． 

中野ら（１６）（１７）は簡易型のＤＳを用いて，高齢ドライバの認知機能を含む運転能力の

評価法を開発して，認知能力訓練による運転能力向上効果を確認している．石川ら（１８）

（１９）は，免許更新時の高齢者教習における運転能力の経時変化調査や指導員による高齢

ドライバの運転能力評価を行い，認知身体能力の衰えによる高齢ドライバの運転能力の

衰えを確認している．高齢ドライバの運転能力の衰えについて，M. Green（５３）は色々な

走行環境におけるブレーキ応答時間について調べた中で，高齢ドライバのブレーキ応答

時間が非高齢ドライバに比べて長くなると解説しているが，緊急時のブレーキ応答時間

ではないと思われる．本研究では認知身体能力の衰えに対する運転能力の低下だけでな

くそれをカバーする予防安全行動との関係が重要と考えでいる． 

高齢ドライバの運転能力の低下に対して，一時停止交差点での運転支援として，一時

停止交差点接近時の注意喚起システムについて，細川ら（２０）は模擬市街地テストコース

でアドバイザリとワーニングさらに制動介入を含めたシステムの高齢ドライバへの有効

性を確認し，さらに受容性を高めるためにワーニングのタイミングを一時停止交差点ま

での距離と到達予定時間で行う改良を加えて効果を確認（４６）している．久保田ら（２１）は

実路でのドライブレコーダによる一時停止交差点接近時の注意喚起システムにより一時

停止実施率の効果を確認している．高齢ドライバへの支援システムは，認知身体能力と

予防安全運転行動のばらつきが大きいため，能力に合わせて個人適応したシステムが必

要と考えられる． 

また，高齢ドライバの認知身体能力の衰えの事故への影響について，田中ら（２２）はＤ
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Ｓを用いて一時停止交差点での交差車両との事故場面を再現し，高齢ドライバ被験者の

衝突率と個々の被験者の視覚能力や有効視野や認知機能テスト成績の関係を求めて，認

知身体能力の衰えが事故に結び付く可能性を示している．また，安部ら（４７）は高齢ドラ

イバの歩行者検知時の認知視認行動の歩行者事故への影響を指摘し，国松（２３）は視野狭

窄が運転へ悪影響することに警告している．中村，大門ら（２４）は高齢ドライバの認知機

能の衰えがマルチタスク能力を低下させ，交差点などの複雑な場面での事故への可能性

について警告している．このように認知身体能力の衰えと事故形態との関係が注目され

ている． 

以上のような従来技術を基に，本研究では，高齢ドライバの認知や身体能力の衰え，

又は高齢ドライバの不安全運転行動が高齢ドライバの事故要因と考えて，ドライブレコ

ーダでなどの実験では困難な，事故が起きる場面での運転行動や事故回避能力を，現実

感があり酔いを低減したＤＳを開発して，追突事故と信号交差点での右折事故の場面で

の高齢ドライバの実験を行った．そして高齢ドライバの事故の多い出会い頭事故を想定

した一時停止交差点における安全運転行動をＤＳでしらべて一時停止交差点における安

全運転指標を開発した．この考えを実走行に応用し，ドライバの運転行動と認知身体能

力の関係を，教習所の運転指導員の指導を行いながら，高齢ドライバの安全運転行動の

評価を行い，あらかじめ個別に測定された認知，身体特性の測定結果と運転能力，運転

行動との関係を調べ（７），運転行動評価指標と認知，身体特性（５２）の関係を考察した．予

防安全運転により高齢ドライバの運転能力の衰えを補う目的で，一般公道での一時停止

交差点における運転行動教示などの支援方法を開発することを今後の課題とした． 

 

１.４ 論文の概要と全体構成 

 

各章の概要は次の通りである．  

第１章では，既述のとおり高齢ドライバの運転の必要性や本研究の課題，目的，研究

の概要について述べる．特に現在の日本における超高齢化社会における高齢ドライバの

問題の交通事故について交通事故統計から，高齢ドライバ特有の事故場面やその要因に

ついて述べる．高齢ドライバの事故形態は，出会い頭，追突，歩行者，右折事故の順に

多く，追突以外の事故形態は非高齢者より多くなっている．また事故時の法令違反は，

安全不確認，脇見，動静不注視，運転操作不適，漫然運転，一時不停止の順に多く，非
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高齢者より安全不確認，運転操作不適，一時不停止の違反が多い．運転寿命延伸のため

には，高齢ドライバの事故を防ぐ運転支援システム等が必要であることを述べた． 

第２章では，現実感と臨場感があり，酔いの少ないドライビングシミュレータ（ＤＳ）

の開発について述べた．（１）（２） 

高齢ドライバの交通事故の原因は，認知身体能力による運転ミス，もしくは事故場面

への遭遇リスクを低減する予防安全運転行動の不足と考えられるので，その事故要因を

分析するためには事故場面における事故を再現する実験が可能な，現実感と臨場感があ

り，酔いの少ないＤＳが必要になる． 

現実感と臨場感を得るためには，極力実物に近い視覚や操作環境を模擬することと，

自動車の運転時に感じる加速度の体感感覚を模擬することが重要と考えられる．特に事

故至る運転行動では，制動行動が重要と考えて，開発したＤＳを用いて減速停止におい

て，加速度模擬の大きさを変えて，制動行動を実路の運転行動と比較したところ車両の

加速度模擬を大きくして実加速度に近づけると実路の制動行動に近くなり，加速度模擬

量が制動操作に影響していることを明らかにした．（３０） 

また，制動開始判断に影響する，停止目標に対する距離感を実路と比較した結果，開

発したＤＳでは１００ｍの距離で２０ｍ以上近く感じて，停止行動の開始が早くなって

おり，ＤＳの画像の解像度を改善するとその違いが少なくなったので，制動開始の距離

感が画像の解像度に影響されることを明らかにした．  

ＤＳのシミュレータ酔いについては，一般的に視覚と体感（運動感覚）の感覚不一致

によって起こるとされている乗り物酔いの現象と自動車の運転操作に対する車両の動き

に起因する視覚，体感の感覚不一致が考えられる． 

自動車の運転はほとんどが視覚情報による操作のため，運転に必要な視野角を持つ映

像とステアリング，アクセル，ブレーキの操作機構があれば，運転の模擬は可能になる．

しかし制動行動は体感加速度で制動力を制御しているため，ブレーキ踏力に対する加速

度がない画像のみのシミュレータでは，制動時に酔いが発生しやすい．制動行動以外は

ほとんどが視覚による運転のため，体感の模擬手法や時間遅れなどと車両の動きの視覚

との感覚不一致が酔いの原因と考えられる．そこで，体感模擬手法の前後加速度を前後

の傾斜角で模擬する方法は，傾斜角加速度と前庭器官による動眼反射が酔いの原因と考

えて，傾斜角加速度の量を変化させて，酔いを比べたところ傾斜角加速度が小さいほう

が，酔いが少なくなることを明らかにした．この結果から，ＤＳの発進停止時の酔いが
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動眼反射の影響である可能性を示唆した．（３１）（３２）（６２） 

開発したＤＳを用いて，第３，４，５章で，高齢ドライバの事故は，加齢による認知

身体特性の衰えによる運転能力の低下，もしくは高齢ドライバの予防安全運転行動の不

足が原因と考えて，どちらが主原因かを調べるために，高齢ドライバが事故に至る経緯

を調べる実験と予防安全運転行動を調べる実験を行った．高齢ドライバに多い事故形態

の出会い頭事故，追突事故，歩行者事故，右折事故の中で，事故に至る経緯は事故発生

場面の模擬が比較的容易な追突事故と右折事故を実験し，予防安全運転行動は出会い頭

事故を想定した一時停止交差点での運転行動を調べた． 

第３章では，追突事故を再現する実験として，ＤＳに追突警報装置を組み込み，追従

走行状態での前方車両の急減速，前方停止車両に対する追突事故発生時の警報に対する

回避行動の実験を行った結果について述べる．その結果から，高齢ドライバ特有の運転

行動が見られた．それは，追突警報に対して，警報に気付かないドライバが２０％，警

報に気付いてもブレーキが踏めないドライバが１０％いることが分かった．さらに，ブ

レーキを踏んでも，２０名中９名の高齢ドライバがブレーキを踏むタイミングが遅れる

か，高い減速度を出せなかった．この追突事故の実験から，事故前の運転行動に非高齢

ドライバとの差は無いが，高齢ドライバが追突警報に対して，認知身体特性の衰えから，

緊急時の制動回避能力が低下している可能性があることが示された（３）． 

第４章では，事故統計で非高齢ドライバに比べて高齢ドライバの事故が多いとされて

いる，信号交差点の右折時の事故について，事故原因は認知身体能力の衰えか，もしく

は高齢ドライバの安全運転行動の不足が原因かを確認するために，ＤＳを用いて，信号

交差点での右折時に対向車両の影からの直進二輪車が飛び出す事故場面での衝突回避行

動の実験結果について述べる．交差点進入時に二輪車に気が付いて事故場面に遭遇しな

い高齢ドライバの割合は非高齢ドライバと変わらない．二輪車の飛び出しに反応して，

ブレーキを踏む高齢ドライバは非高齢ドライバよりも多いが，反応遅れで制動タイミン

グが遅く，制動力も少ないため衝突するドライバが多いことが分かった．これらの実験

結果から，信号交差点の右折事故においては，高齢ドライバの予防安全運転は非高齢ド

ライバと差は無く，認知身体能力の衰えによる事故場面での緊急時の制動回避能力の低

下が事故原因と考えられる（４）． 

第５章では，加齢に伴い複数の安全確認を必要とする場面の事故が多いと言われる出会

い頭事故では，事故直前の緊急時の制動回避能力の低下だけでなく，出会い頭事故を予
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測した予防安全運転行動の不足が考えられる．そこでＤＳを用いて，見通しの悪い一時

停止交差点を模擬した場面の通過時の運転行動から，交差点の見通し距離と左右確認タ

イミングから，交差車両との衝突の可能性を調べた実験結果について述べる．ほとんど

の一時停止交差点での停止行動は高齢ドライバと非高齢ドライバに大きな違いはないが，

一時停止の見落としや発見遅れによる一時不停止や制動開始遅れが，数名の高齢ドライ

バに確認された．停止線付近での停止後，左右確認なし，又は左右確認が２往復未満の不

十分なままでの加速通過が，非高齢ドライバでは26％ほどであったが，高齢ドライバでは倍の

51％もあり，高齢ドライバは確認行動が不十分でることが分かった．衝突回避制動のモデルと

交差車両速度を仮定し，見通し距離と通過時の左右確認行動から求めた交差車両との衝突余裕

時間によって，高齢ドライバの安全確認行動不足により交差車両との衝突を起こす可能性のあ

る被験者割合が非高齢ドライバに比べて多いことを示した．従って高齢ドライバの認知身体機

能の衰えを補う予防安全運転行動が不足して非高齢ドライバに比べて，出会い頭事故が増えて

いると考えられる．（５） 

第６章では，第５章のＤＳの実験結果を実走行で確認するために，市街地の実路走行に

おいて自動車教習所の指導員による高齢ドライバへの運転教示，指導を行い，指導員の教示頻

度が多いと運転能力が低いと判断して，高齢ドライバの認知機能を含む身体機能と運転行動，

運転能力の関係について述べる．第５章の実験で求めた，一時停止交差点での見通し距離と通

過時の左右確認行動から求めた交差車両との衝突予測を実際の走行で確認することは難しいの

で，事故に結びつく左右確認行動の不足を左右確認回数と確認時間で評価し，さらに余裕を持

ってスムーズな制動停止する操作を評価する指標を指導員の教示頻度と被験者の認知身体機能

のデータと比較した．その結果，一時停止交差点における指導員の運転教示を多く受けたドラ

イバは，走行速度が低く，左右確認のための交差点進入時間が長くなり，左右確認回数も多く

なり，教示による安全運転の効果があったと考えられる．高齢ドライバの認知，身体特性と運

転教示頻度及び運転行動との相関について，運転教示を多く受けたドライバは，有効視野

(UFOV)課題成績から周辺刺激への反応が低い傾向，認知機能の低下が見られるドライバ（MMSE

点数低，TMT−A 大，TMT−B 大）は左右確認の回数や確認時間が少なく，ブレーキの開始が遅く，

一定減速度のスムーズな制動が出来ずに，運転行動のばらつきが大きい傾向がある．従って，

認知身体機能の低下が見られるドライバの一時停止標識のある交差点での安全運転行動が不足

していると考えられる．ドライブレコーダによる一時停止交差点での左右確認時間と左右確認

回数が，安全運転行動の評価指標になり，一回の制動の平均減速度と最大減速度の比の一定減
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速度率と制動開始時の余裕時間が運転の巧さの評価指標になると考えられる．（６）（７）  

第７章で，第６章で得られた一時停止交差点での左右確認時間と左右確認回数の安全運転行

動の評価指標と一回の制動の平均減速度と最大減速度の比の一定減速度率と制動距離及び制動

余裕時間の運転の巧さの評価指標について，高齢ドライバの安全運転行動が不足していると考

えて，模範運転として自動車教習所の運転指導員 4名を含む，28歳から 79歳の計 35名のドラ

イバの一時停止交差点の運転行動を，市販のドライブレコーダを用いて計測した．その結果か

ら安全運転行動の評価基準を指導員の模範運転を基に評価基準を設定した． 

一時停止交差点での減速開始タイミングは，停止までの平均減速度 (Gave) が 1.4m/s2以下

になるタイミングで，車両速度 6m/s (21.6km/h) 程度で制動停止余裕時間 (Tbm)  2.2sec以上

が良い． 

スムーズな減速を表す一定減速度比率 (Rg=Gmax/ Gave) は 1.5以下が良い． 

安全確認を表す左右確認回数 (Nclr) は 5～6回以上，一時停止から交差点進入までの左右確

認時間 (Tclr) は 4秒以上が良い． 

これらの基準を基に，運転行動の評価指標と高齢ドライバの認知身体能力の関係から，認知

身体能力の衰えを補う安全運転を行っているドライバと認知身体能力が劣っているにもかかわ

らず安全運転行動が不足しているドライバがいることが分かった．認知身体能力の衰えを自覚

させて安全運転指標をフィードバックして高齢ドライバの安全運転行動へ誘導が必要と考えら

れる．（５２）  

第８章でまとめると，第３章の追突事故場面と第４章の信号交差点の右折事故場面

で，事故に遭遇すると，高齢ドライバは，認知身体機能が衰えにより，緊急反応遅れに

よる衝突回避能力と危険認知能力が非高齢ドライバに比べて劣る為に事故を回避できな

くなっていると考えられる．そこで事故場面への遭遇を避ける安全運転行動が重要と考

え，第５章のＤＳを用いて，出会い頭事故を想定した一時停止交差点における安全運転

行動調べた結果，危険を回避する予防安全運転が不足している高齢ドライバが存在する

可能性を見出した．そこでドライブレコーダを用いて，実路走行における一時停止交差

点における運転行動を調べ，安全運転指標を決めて評価したところ，認知身体特性が衰

えているにも関わらず，安全確認行動が不足しているドライバが事故を増加させている

可能性があることが分かった．従って，高齢ドライバの事故を防ぐには，認知身体能力
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の衰えを自覚させて安全運転指標をフィードバックして，安全運転行動へ誘導すること

が重要と考えられ，これを支援するための運転支援システムや運転訓練手法などの開発

が課題と提言した． 

 

図 1-3に示す本研究の全体構成を要約したフローチャートについて，説明する． 

第１章諸言で背景と目的，構成及び高齢ドライバの交通事故の特徴について述べた． 

第２章で高齢ドライバが事故を回避する安全運転行動と事故発生に至る原因を調べ

るために，極力実物に近い視覚や操作環境を模擬し，運転時に感じる加速度の体感感

覚を模擬して，現実感と事故における臨場感が高く，酔いの少ないドライビングシミ

ュレータを開発した． 

第３章でＤＳを用いて，追突事故場面での高齢ドライバの予防安全運転には非高齢

ドライバと差が無く，事故に至る要因は認知身体機能の衰えによると思われる衝突回

避制動の不足の可能性がある事を示した． 

第４章でＤＳを用いて，信号交差点の右折事故場面では高齢ドライバの予防安全運

転は非高齢ドライバと差は無く，認知身体能力の衰えによると思われる事故場面での緊

急時の制動回避能力の低下が事故原因である可能性を示した．  

第５章でＤＳを用いて，高齢ドライバの一時停止交差点における予防運転行動を調

べた．そして，交差点の見通し距離と左右確認タイミングから，交差車両との衝突を

予測し，一時停止の左右確認不足の不安全運転行動が事故要因である可能性を示唆し

た．  

第６章で実走行の教習所指導員による路上指導を行い指導員の教示頻度と高齢ドラ

イバの運転行動，高齢ドライバの認知身体特性の関係を調べた．その結果，指導員の

教示から安全運転行動の評価指標と運転の巧さの評価指標を求めて，認知身体特性との相

関から認知身体機能に衰えのある高齢ドライバが安全運転行動不十分である可能性を示

唆した．  

第７章で，教習所指導員の運転行動から一時停止交差点での安全運転行動の評価指標

と運転の巧さの評価指標の評価基準を設定し，認知身体能力の衰えを補う安全運転を行っ
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ているドライバと，認知身体能力が劣っているにもかかわらず安全運転行動の不十分な

ドライバがいる可能性を示した． 

第８章でこれらをまとめると，第３章と４章から高齢ドライバは，認知身体機能が

衰えと思われる，緊急反応遅れによる衝突回避能力と危険認知能力が非高齢ドライバ

に比べて劣る可能性があり，第５，６，７章から，認知身体の衰えを補うための危険

を回避する予防安全運転も不足していることが，高齢ドライバの事故を増加させてい

る可能性があり，予防安全運転行動の改善が必要であることを示唆した．そしてその

為の今後の残された課題を述べた．  
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Fig.1-3 Flowchart of the paper composition 
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１．５ 高齢ドライバの事故の特徴 

 

警察庁交通局が公表している 2016 年交通事故統計から高齢ドライバの交通事故の特

徴を分析した．図 1-4 に 2016 年の交通事故の事故類型割合を年齢別に比較した図を示

す．この図から 60 歳以上の高齢ドライバの事故は交差点での出会い頭事故，追突

事故，歩行者事故，右折事故の順に多く，他の年齢層で多い追突事故の割合は少

ないが，その他の事故割合が他の年齢層より多くなっていることが分かる．さら

に，図 1-5に交通事故発生時の法令違反の種類の割合を年齢別に示す．この図から，

60 歳以上の高齢ドライバの事故時の法令違反は，安全不確認，脇見，動静不注視，

運転操作不適，漫然運転，一時不停止の順に多く，他の年齢層より安全不確認，

運転操作不適，一時不停止，歩行者妨害，優先通行妨害，信号無視の違反が多く，

他の年齢層に比べて逆に少ないのは動静不注視，脇見運転，漫然運転であることが分

かる．従って高齢ドライバの交通事故の特徴は，一時停止交差点での一時不停止による

安全確認不足や信号交差点での信号や歩行者の見落とし，追突での運転操作不適によ

る事故が多い可能性が考えられる．しかしながら，高齢ドライバの交通事故に，何故こ

のような特徴があるのかを知るためには，事故に至る経緯を調べる必要がある．高齢ド

ライバが事故に至る経緯を調べるには，事故やニアミスが起きた時の運転行動をドライ

ブレコーダで計測する方法と事故場面をドライビングシミュレータ（ＤＳ）で模擬して

その場面での運転行動を計測する方法が考えられる．ドライブレコーダでの計測は，

事故やニアミスの発生頻度が少なく色々な環境要因が影響するため，たくさんの

データを集める時間が必要になる．事故場面をＤＳで模擬する方法は，事故に至る臨

場感や現実感を模擬するＤＳの開発が必要になる．本研究では，高齢ドライバの交通事

故の発生は加齢による認知身体機能の衰えによる事故回避能力の低下とそれを補う予防

安全運転行動のバランスで起こると考えて，事故に至る場面での衝突回避能力と予防安

全運転行動を開発したＤＳで解析し，実走行時の予防安全運転行動をドライブレコーダ

によって解析した． 
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Fig.1-4 Distribution of traffic accident types by age group (Primary parties, 2016) 

Fig.1-5 Distribution of traffic legal violation type at traffic accident by age group 
(Primary parties, 2016) 
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第２章 高性能ドライビングシミュレータの開発 

 

２.１ ドライビングシミュレータの必要性と目的 

 

超高齢化社会の日本の高齢ドライバの交通事故の増加を防ぐためには，高齢ドライバの認知

身体能力の衰えによる運転能力の低下を補う，高齢ドライバに適応した運転支援技術を開発す

る必要がある．第１章の高齢ドライバの事故の特徴から，交差点の出会い頭事故が多く，交差

点などでの安全確認が不十分であることが示された．しかし，高齢ドライバの事故がどのよう

な運転能力の低下によって増加しているのかを知るためには，事故に至る危険場面での高齢ド

ライバの事故回避行動を調べる必要がある．その手段としてドライビングシミュレータ（以下

ＤＳと省略）を開発する． 

一般にＤＳは，自動車の走行を映像や加減速度発生装置などを活用して模擬する装置であり，

自動車の研究開発において，テストコースでも実車では危険が伴う実験や，特定の走行環境条

件下で自動車を走行させる実験などに有効であることが知られている． 

今回開発したＤＳは，交通事故に至る運転特性を正確に把握するため，ドライバに模擬運転

であることを極力感じさせない，限りなく実走行に近い試験環境を追求し，シミュレータ酔い

の低減を目指して開発した．このＤＳの技術や活用について述べる．  

図2-1と図2-2は交通事故総合分析センター（ITARDA）の2006年の事故統計データを購入し，

道路環境別の事故件数割合とドライバの認知判断操作のエラー別の事故件数割合をグラフ化し

た図を示す．図 2-1 の日本の道路環境別の事故件数割合が示すように，交差点の事故が 56％を

占めている．また図 2-2 のドライバの認知判断操作のエラー別の事故件数割合から，ドライバ

の認知判断のミスによる事故が 92％を占めていることが分かる．従って，ドライバが交差点で

どのように認知判断ミスを起こし，事故に至るのかを明らかにして，事故を防ぐ技術を開発す

る必要がある．予防安全性能の評価指標は事故件数低減率やヒヤリハットの低減量になると考

えられ，この指標をどうやって評価するかが重要な課題になる．しかし，事故に至るような場

面や複雑な交通環境での実験やドライバ意識低下時の警報の効果実験などはテストコースでは

危険なため，仮想現実の世界で事故発生環境を模擬出来るＤＳが予防安全性能の評価に必要に

なって来る． 
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(*)
ITARDA: Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis 

Fig.2-1 Distribution of road types in car accidents 

Fig.2-2 Distribution of driver error types in car accidents 
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２.２ ＤＳの開発目標  

 

図 2-3 に示すように，ＤＳには映像模擬装置と車両運動模擬装置の規模により，用途や性能

が異なり，運転教育用の固定画面の小型のものから，３６０度の映像とヘキサポッド（６自由

度動揺装置）にＸＹ並進装置を持つ世界最大規模の米国連邦道路交通安全局（NHTSA）が開発し

たＮＡＤＳ（National Advanced Driving Simulator）（２５）まで多くの種類がある． 

日本での事故発生環境を考えると事故の多い交差点での走行を模擬する必要がある．また車両

運動模擬装置の設備規模により，加速度の模擬可能限度が決まるので，どこまでの加速度を再

現するかが，重要な性能目標となる．図 2-4 に走行モニタ実験で求めた通常走行における前後

と左右の加速度の頻度分布を示す．シミュレータで事故に至る実際の衝突回避行動の加速度は

非常に大きいため，模擬する事は難しい．しかし事故回避操作時の加速度は一般ドライバが通

常走行で感じている加速度に対してかなり大きく，実際に経験する機会も少ないので，加速度

の大きさの違いを感じにくいと考えられる．従って通常走行における８０〜９０％の走行の加

速度をカバーする 0.3Ｇの前後左右加速度を模擬して，通常走行の現実感，臨場感が得られれば，

事故に至るドライバの運転行動を再現することが出来ると考えた．ＮＡＤＳを試乗して市街地

の交差点での走行に違和感が少なかったので，ＮＡＤＳでの市街地走行を模擬した実験を行い

運転席の最大加速度と並進装置の並進移動量の関係を調べた．図 2-5 はＮＡＤＳのシミュレー

タで試乗したドライバの制動時の最大加速度と並進移動量をプロットした図を示す．ＮＡＤＳ

では 0.19G の最大制動減速度で 18ｍの並進量であったので，バラツキを考慮して外挿し，0.3G

の制動減速度を発生させるためには，約 34ｍと推定し，余裕を持って前後方向の並進量を 35ｍ

に設定した．図 2-6 は同じＮＡＤＳの交差点右折時の最大横加速度と横方向の並進移動量をプ

ロットした図を示す．ＮＡＤＳでは右折時の 0.22G の最大横加速度で 11ｍの並進量であったの

で，バラツキを考慮して外挿し，0.3G の横加速度を発生させるためには，約 18ｍと推定し，余

裕を持って横方向の並進量を 20ｍに設定した．  
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Fig.2-3 Type of Driving Simulator 

Fig.2-4 Frequency distribution of acceleration on ordinary driving 
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Fig.2-5 Relationship of maximum deceleration and longitudinal moving distance in 
braking on NADS experiment 

Fig.2-6 Relationship of maximum lateral acceleration and lateral moving distance in right 
turning on NADS experiment 
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２.３ ＤＳの構成と性能 

 

2.3.1 車両運動模擬装置 

ＤＳは体感加速度を発生させる車両運動模擬装置と，交通環境を模擬する映像模擬装置

と，車両の運転席を模擬する車両運転模擬装置で構成されている． 

最初に，車両運動模擬装置について説明する．図 2-7 に示すように，このＤＳの最大の特長は

ＮＡＤＳを参考にした大きな稼働範囲を持つ並進装置を装備していることである．特に制動時

の体感による制動停止位置制御（思った位置に停止出来る）の向上と制動時のペダル操作と体

感の不一致によるシミュレータ酔いを低減させるために，３５mの並進距離を確保している．さ

らに，交差点の右左折の回転感覚を再現し，ヨー方向の動眼反射による右左折時のシミュレー

タ酔いを低減する（２６）ために，ドーム内に±330°の回転角を持つターンテーブルを装備してい

る．市街地での低速の速度感を忠実に再現するために，ターンテーブル上の運転模擬装置を４

台の加振装置で支持し，乗り心地を模擬している． 

 

 

Fig.2-7 Specification of developed Driving Simulator  
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また，動的な応答性として，車両運動シミュレーションにより算出された車両が発生する前

後加速度と左右加速度を車両運動模擬装置で制御するには，制御の遅れを考慮すると，模擬す

る車両の周波数応答領域より高い周波数応答特性が必要になる．そこで，通常走行として郊外

道路と市街地道路をある時間運転した時の操作入力に対する車両の加速度の応答を求めた．図

2-8は郊外道路と市街地道路を運転した時の操舵角入力に対する横加速度を FFT処理して求めた

周波数伝達特性をボード線図に表した図を示す．郊外と市街地での走行速度の違いによる車両

の操舵応答から低速の市街地の方が横加速度の応答が高くなっており，低速の市街地の方が速

い操舵が行われていると考えられる．この図から通常走行での横加速度の応答特性は２Hz 以上

の応答が必要と考えられる．図 2-9 は郊外道路と市街地道路を運転した時のブレーキペダルス

トローク入力に対する減速加速度を FFT 処理して求めた周波数伝達特性をボード線図に表した

図を示す．郊外と市街地での制動の頻度と車間距離などの違いにより，市街地の制動の方が急

になり，減速加速度の応答が高くなっていると思われる．この図から通常走行での減速加速度

の応答特性は 4Hz 以上の応答が必要と考えられる．これらを運動模擬装置の動特性の目標に設

定した．ドーム内に装備されたターンテーブルにより車両の進行方向が並進装置の前後左右に

対して変わるため，並進装置の前後左右で応答周波数を分けることが出来ないので並進方向の

周波数応答が前後左右共に４Hz 以上を満足するように，運動模擬装置の共振周波数を設定した． 

 

 

Fig.2-8 Transfer function of lateral acceleration by steering input 
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図 2-10 に運動模擬装置の動荷重と固有振動数の関係を示す．最も重い並進装置の前後方向の

動荷重 78tonに対して 4.9Hzの固有振動数を持ち，左右方向は動荷重 25tonに対して 4.6Hzの固

有振動数となった．６軸の傾斜装置のピッチ方向が3.7Hzとやや低いが傾斜による加速度模擬は

低周波のため制御的には問題ない．動荷重 78tonと 25tonの並進装置はハイドロベアリングで油

圧浮上しており，ほとんど摩擦無く，前後方向は６本のスチールベルトを２４台の１００HP モ

ータで制御し，横方向は１本のベルトを４台のモータで制御している．運動模擬装置の制御ロ

ジックを含めた，各方向の最大速度加速度と周波数応答特性を表 2-1 に示すが，運動模擬装置

の最大発生加速度は 0.5Ｇであり，各方向の応答周波数は，共に車両運動の応答周波数よりも高

くなっていることが分かる． 

Fig.2-10 Moving mass and natural frequency of motion system  

Fig.2-9 Transfer function of deceleration by brake pedal input 
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車両の前後左右加速度を並進装置と傾斜装置で模擬する方法（２７）の概念を，図 2-11 の

フローチャート図に示す．車両の運動シミュレーションで計算された車両の加速度にロ

ーパスフィルタをかけて，低周波数領域の加速度を運転席の傾きによって発させるため

の傾斜角速度を算出し，傾斜角速度にリミッタをかける事により，出来るだけ傾斜をド

ライバに感じさせないように低周波数領域で小さな傾斜速度で傾斜による加速度を発生

させている．目標加速度から傾斜による加速度を引き，残りの加速度を並進装置で発生

させている．図 2-12 に傾斜装置による加速度と並進装置による加速度の分担を実際の模

擬加速度データで示す．この図は交差点で一時停止後，加速しながら左折した前後左右

の加速度をＤＳで再現した例で，並進装置の加速度と傾斜装置の加速度を足した加速度

が模擬加速度となっている．減速開始直後は，並進加速度で模擬して，傾斜装置が遅れ

て加速度を模擬していることが分かる．その結果減速から加速への変化時や加速終了時

などの過渡的な加速度変化に対しては，傾斜装置の遅れで残されている加速度を並進装

置が補償する動きが必要となり，車両の模擬加速度よりも大きな加速度を発生する必要

がある．図 2-12の加速度模擬における並進装置の走行軌跡を図 2-13に示す．一つの交差

点での運動模擬で並進範囲が前後方向 25ｍ，左右方向 17ｍと大きく動いている事が分か

る．これは，交差点の運動を再現するために，ほぼ交差点と同じ広さの範囲を動いてい

ると考えると理解しやすい．この並進装置の軌跡が交差点通過後大きく回りながら並進

Table.2-1 Performance of DS motion system (Measurement） 
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装置の中心に戻っていることが分かる．これはウォッシュバックと呼ばれており，ドラ

イバに感じられないように，並進装置をハイパスフィルタにより，次の動きに備えて中

心に戻す制御をおこなっている．従って，中心に戻る前に次の車両の加速度の変化があ

ると運動模擬装置の加速度模擬が出来なくなる場合がある．  

 

 

 

Fig.2-11 Flowchart of DS motion drive algorism 

Fig.2-12 Acceleration distribution of tilt and XY motion on simulated left turn 
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2.3.2 映像模擬装置 

映像模擬装置（２８）は，ドームスクリーン，プロジェクタ，映像模擬計算機，実験シナリ

オ計算機，画像データベースなどで構成されている．図 2-14 にドームスクリーンの立面

図を示す．ドームは高さ 4.5mで，内径 7.0mの大きさがあり，内側は球面スクリーンにな

っており，上側 23°，下側 20°，左右全周囲 360°の視野を天井に固定されたプロジェ

クタ８台を用いて，走行環境を映像で模擬している．球面スクリーンの中心は運転席の

ドライバのアイポイントで，フロアから 1.27m の高さになる．図 2-15 にドーム内のスク

リーンと車両（運転模擬装置）の写真を参考に示す．  

ドーム内の運転模擬装置を車体への加振装置で 25Hz まで振動を加えるため，振動によ

る画像ブレが起こる可能性がある．そこでプロジェクタの上下固有振動数が 30Hz 以上に

なるようなドームの剛性を達成するために，航空機の構造材として使われている軽量高

剛性のカーボンアルミハニカムサンドイッチパネルを採用し，ＦＥＭ解析により構造設

計し，32Hz の上下固有振動数を持つドームを開発した．このドームの高剛性化と軽量化

は，車両運動模擬装置の応答性改善にも効果があった． 

 

 

 

Fig.2-13 XY motion locus on simulated left turn 
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表 2-2に画像表示装置の諸元と性能を示す．画像表示装置のプロジェクタと映像生成計

算機（I.G.：Image Generator）は，100m先の車両がトラックか乗用車かを見分けられる

ように 100m 先の乗用車が 10×13dot,大型トラックが 16×13dot の解像度で表示すること

を目標にＵＸＧＡ（1600×1200dot）の解像度を持つ液晶プロジェクタ８台(BARCO 社製の

SIM6ULTRA)で前述の視野角（360°×43°）を表示している．最終的な解像度は水平走査

線 2本の光学的分解能 Optical Line Pair (OPL)で視線角度 6.35分となっているが，人

間の眼の解像度の OLPが 1分の角度であり，人間の眼の解像度に比べると 1/6の解像度の

映像模擬となり不足している．また高速走行のちらつきを防ぐためには，映像表示速度

Fig.2-14 Specification of dome screen 

Fig.2-15 Dome screen picture 
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はリフレッシュレート 60Hz で描画する描画量（ポリゴン数）を確保する必要がある．コ

ンポジター（画像合成機）を用いて，プロジェクタ 1 台の画面当り 4 台，総計 32 台の画

像生成計算機（I.G.）を用いて，1 秒間で 200 メガ ポリゴンのレンダリング能力を確保

し 60Hz で表示している．しかし，画像の描画遅れはプロジェクタの表示遅れ 8ms と描画

する画像の複雑さにより変化するレンダリング時間を含めて最大 63ms の遅れがある．こ

れも，人間の眼の反応遅れ 20ms に比較して大きく遅れている．従って人間の眼の解像度

や反応時間に対して，まだ画像表示装置の能力は不足しており，今後のコンピュータグ

ラフィックスの技術進歩が期待される． 

 

 

画像描画の大きな要素になる画像データベースについて説明する．今回は市街地の交

差点での事故に至るドライバ運転行動を再現するために，出来るだけリアルな走行環境

を作ることを目標に，実在の御殿場市街地を忠実にコンピュータグラフィックスでモデ

ル化した．図 2-16 に作成した道路地図を示す．実線で示す道路はモデル化した実在道路

を示し，破線の道路は周回道路を含めて走行可能な仮想道路を示している．図 2-17 に作

成した御殿場市街地の鳥瞰図を示す．この画像データベースは御殿場駅周辺を含む 2×

3km の範囲の道路（総延長：32km）を精密に（総ポリゴン 48 万）作っている．実在の道

路を模擬することにより，ナビゲーションシステムを改造せずに，そのまま使用する事

が出来る．これは今後のナビゲーションと協調した運転支援システムの開発には大変重

要と考えている． 

 

Table.2-2 Visual system specifications and performance 
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Fig.2-17 Bird's eye view of Gotenba city area visual data 

Fig.2-16 Road map of Gotenba city area visual data 
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走行環境を模擬するための重要な機能に，実験シナリオ計算機による周辺車両の走行

や歩行者，自転車，二輪車などの，運転している自車両以外の移動物体の制御や信号な

どの制御がある．事故場面の再現には，これらの移動物体の動きが大変重要になる．図

2-18 にある交差点の左折場面における歩行者，自転車，トラック，乗用車などのシナリ

オの例の写真を示す． 従って，この車両や歩行者の動きを自然で且つ必要なタイミング

で動かすプログラムが必要になる．現在の移動物体の動きはプログラムで決められた動

きしか出来ないが，将来はドライバモデルや歩行者モデルによってインターラクティブ

な移動物体の動きが出来るようになると考えている． 

 

 

 

2.3.3 運転模擬装置 

ドーム内の運転模擬装置（２９）として，LS４６０の実車両からエンジン，ミッションなど

の駆動系とサスペンションを取り除いた車体を用いている．図 2-19 に運転席のインター

フェースの写真を示す．このボデー系のマンマシンインターフェース（表示系，操作系，

スイッチ）を模擬信号で作動させる制御装置を含むＤＳのコンピュータシステムの構成

図を図 2-20 に示す．数十台のコンピューターを基幹ＬＡＮで結びデータをリアルタイム

に共有することによりシステム全体が連動している．特にドーム内の運転模擬装置では

Fig.2-18 Example of experiment scenario 
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表示，操作系の模擬データの算出から，ステアリング，アクセル，ブレーキのデータの

取り込みやフィードバックなどの入出力の制御を行っている．また，GPS 信号を模擬する

計算機から疑似衛星信号を受信し，ナビゲーションシステムを忠実に作動させる事も可

能になっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-19 Picture of cockpit driver interface 



第２章 高性能ドライビングシミュレータの開発 

- 35 - 
 

 

２.４ ＤＳの性能評価 

 

2.4.1 ＤＳの試乗時のコメント評価 

図 2-21 に見学試乗者の試乗コース図を示す．試乗コースは御殿場市内の市街地で 3.5ｋｍ，

約 10 分のコースで，信号停止が４か所あり，周辺車両や歩行者などが設置され，シナリオに従

って動いている環境を走行した．走行後にアンケートを行い，そのコメントを集計した結果を

図2-22に示す．128名の試乗車の中で，60％以上の試乗者が「大変リアル」，30％弱が「素晴ら

しい，感動する」，8％が「楽しい」，５％が「乗り心地がリアル」と多くの試乗者が現実感と

臨場感について，高い評価をしており，当初の狙いの実際の運転に近い運転感覚が得られてい

る事を確認した．しかしながら，加速および減速時の違和感についてシミュレータ酔いを指摘

する試乗者がおり，50％が制動時に違和感を指摘しており，12％の試乗者が「酔いがひどい」

と問題点を指摘している．シミュレータ酔いの評価については，詳細な評価と改善について後

述する． 

 

Fig.2-20 Blok diagram of DS control system structure 
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Fig.2-21 Driving course map of test driving 

Fig.2-22 Sensory evaluation comments of DS on test driving  
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2.4.2 ＤＳにおける減速行動の評価 

運動模擬装置の無いＤＳでは，意図した位置に止まるブレーキ操作が難しいという現象があ

ったので，開発したＤＳを用いてＤＳの加速度模擬の大きさの違いで，制動時の減速行動が変

化するかを調べた（３０）．時速 60kmからの停止目標の停止線への減速停止の運転行動を調べた．

運転スキルが高い熟練ドライバは減速開始から停止まで一定の減速度でスムーズに減速すると

言われている． 

図 2-23に模擬加速度が実際の 50％（スケールファクタ： SF=0.5)と 70％（SF=0.7）の制動時

の減速度波形を示す．SF=0.5 の場合は SF=0.7 に比べて制動開始時に大きな減速度で減速し，そ

の後停止位置調整を行う制動を行っていると考えられ，SF=0.7 の場合は比較的滑らかに一定の

減速度に近い波形で減速している． 

そこで，図2-24にSF=0.5で傾斜装置のみ加速度模擬とSF=0.5で傾斜装置と並進装置（並進距

離 20ｍ）を組み合わせた場合と SF=0.7で傾斜装置と並進装置（並進距離 35ｍ）を組み合わせた

加速度模擬の制動中の減速度の最大値と制動開始から停止までの減速度の平均値の比率を実走

行と比較した図を示す． 

実走行ではその比率（最大値/平均値）が 1.4 程度になっており，一定減速度に近い形で制動

しているのに対して SF=0.5 で傾斜装置のみ加速度模擬は減速度の最大値と平均値の比が 2.3 と

大きくギクシャクしたブレーキ操作になっている． SF=0.5で傾斜装置と並進装置（並進距離 20

ｍ）を組み合わせた場合はその比率が 2.0 で，同じ SF=0.5 で傾斜装置のみに比べて向上してい

る．これは並進装置と組み合わせることにより前後方向の加速度を感じやすくなったためと思

われる．SF=0.7 で傾斜装置と並進装置（並進距離 35ｍ）を組み合わせた場合は減速度の最大値

と平均値の比が 1.7 まで小さくなり，実走行に近づくことが確認された．これらの現象から制

動時には体感減速度でブレーキを操作するため，体感が不足するとブレーキの踏み込み量が大

きくなり，最大加速度が出た後で停止位置調整を行うため，一定減速度によるスムーズな減速

が出来なくなったと考えられる．しかし，SF=0.7 で傾斜装置と並進装置（並進距離 35ｍ）を組

み合わせた場合でも，実走行に比べるとまだ減速度の最大値と平均値の比は大きく，実走行と

同じにするには，実走行と同じ模擬加速度の SF=1.0にする必要があるのかもしれない． 
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Fig.2-23 Deceleration profile of braking behavior 

Fig.2-24 Ratio of maximum and average deceleration of braking behavior by 
motion controls 
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2.4.3 ＤＳでの距離感の評価 

 ＤＳで信号交差点や一時停止交差点で減速停止を行なうと停止線などの停止目標地点よりも

手前に停止してしまうという現象があり，減速度のスケールファクタが実際より小さいため，

体感減速度の不足を感じてブレーキペダルを踏み過ぎてしまい，予想より手前で止まってしま

う可能性が考えられる．しかし，ＤＳの画像模擬装置の映像の距離感の違いから早めに制動を

開始してしまうのかもしれないと考え，実路での前方視覚の距離感とＤＳ上での距離感が静的

に同じに見える前方車両の車間距離を求めた所，図 2-25 に示すように，60ｍ以上の車間距離で

ＤＳの方が近く感じ始めて，約120ｍで20ｍ以上近く感じることが分かった．つまり車間距離を

近く感じ，ブレーキの踏むタイミングが早くなっている可能性がある． 

そこで直線のテストコースで，前方の停止したミニバンの手間で停止する減速行動の減速タ

イミングを実路とテストコースを模擬した画像データのＤＳで比較した．停止目標位置から 300

ｍ手前で約 40, 60, 80km/h の一定速度走行状態から目標停止位置に向けて，通常の減速を行う

ようにドライバに指示し，その時の減速開始タイミングをアクセルペダルオフとして，その地

点での停止目標までの距離を測定した．その結果を図 2-26 に，走行速度とアクセルオフしたタ

イミングの停止目標位置からの距離の関係で示す．150ｍから 75ｍの間でアクセルオフの距離が

ＤＳでは長くなり，速度 60km/h で 28.5ｍ長いことが分かった．つまりＤＳでは，実路よりも

28.5ｍ早く減速行動に入っており，静止状態と同じように 28.5ｍ近く感じていることになる．

静止時の距離感や走行中の距離感などは，周囲の目標物の影響を受けると考え，ＤＳの映像の

周辺の解像度を向上させるため，直線道路の路側帯の樹木を 2 次元の平面図から多面体の立体

に変え，路面模様の解像度を 4 倍に上げ，距離感に影響のあると思われる画面解像度を向上さ

せてアクセルオフの距離を測定したところ速度 60km/h距離感が 10.9ｍ，実走行の距離に近づい

た．現状の画面解像度は目の解像度の 1/6 しかないため遠方の距離感がずれていると考えられ

る．模擬映像の距離感を実走行と同じレベルにするには，一般に知られている立体視による 3D

化だけでなく，眼と同じ程度の解像度と考えられる８Ｋレベルの映像解像度と画像データの高

精細化が必要になると思われる． 
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Fig.2-25 Relationship of DS and real vehicle for headway distance feeling by static 
visual sensation 

Fig.2-26 Relationship of DS and real vehicle for headway distance feeling by driving 
visual sensation 
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2.4.4 シミュレータ酔いの評価 

一般にＤＳは映像模擬や運動模擬装置などにより，車の走行を模擬するため，実走行

との違いから乗り物酔いに似たシミュレータ酔いが発生し，被験者が計測中に気分が悪

くなり，実験中止になる場合が多くある． J. O. Brooks（５８）らは若者にくらべ高齢者は

酔いやすく，実験中の酔いによる実験中止判断基準などのシミュレータ酔いへの対応を

解説している．シミュレータ酔いの低減のため，B. Aykent（５６）らは車両の運動による体

感加速度を模擬する装置の有無により，画像のみの静的なシミュレータと車両の動きを

模擬する動的なシミュレータの酔いを評価し，動的なシミュレータの酔いの低減効果を

確認している．浅野（２６）らは市街地の右左折時に運転席を車両のヨー角に合わせてター

ンテーブルで回転させると，右左折時のシミュレータ酔いを低減できることを確認して

いる．従って，車両の動きを模擬する運動模擬装置がシミュレータ酔いの低減に効果が

あると考えられる．そこで，シミュレータ酔いを低減し，交通事故場面などの運転行動

を精度良く測定するには，可能な限り忠実に自動車の運動感覚を含めた運転環境を模擬

する必要があると考え，米国高速道路交通安全局（NHTSA）はアイオワ大学の L.D. Chen
（２５）らにより，ドーム内に 360 度の視野角を持ち，実物車両を搭載し，傾斜装置と並進

装置で体感加速度を模擬する大規模なドライビングシミュレータ（NADS）を開発してい

る．しかしながら，NADSの色々な実験の中で，C. Roe（５７）らはシミュレータ酔いについ

て，NADS は一般のシミュレータよりも酔いのレベルは低いが，急旋回や急減速ではない

通常運転時の減速行動や緩いカーブなどの走行において酔いがあることを明らかにして

おり，シミュレータ酔いを無くすことは難しい．ドライビングシミュレータの酔いを評

価するために，R. S. Kennedy（５９）らは 16 項目の質問指標（SSQ：Simulator Sickness 

Questionnaire）を開発し，赤松（６０）らはそれを基に「気持ち悪さ」「目の疲れやかすみ」

「めまいやフラフラ感」の 3 項目に集約した SSSQ（Simplified Simulator Sickness 

Questionnaire）を提案している．図 2-27に SSSQの評価シートを示す．この SSSQを用い

て，図 2-28に示す運転コースで 30分の加減速や停止，右左折を含む酔い易い市街地走行

における開発したシミュレータ酔いの評価を行なった．図 2-29に SSSQによる評価を完走

率の関係で示す．この完走率は評価や実験中にシミュレータ酔いに耐えられなくなり走

行を中止しなかった被験者の割合を表している．一般的な加速度模擬のスケールファク

タが小さいＤＳでは SSSQ が 5 点で 50％以下の完走率というデータを参考にすると，今回

開発したＤＳの酔いは SSSQ=3 点で完走率 75％で，一般的なＤＳに比べれば酔いが少ない
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（３０）．また図 2-30 に約 10 分程度のＤＳの試乗時のアンケート結果を示す．その結果，

ひどく酔う 5％，酔う 14％，少し酔う 41％，酔わない 40％となり，約 80％の被験者はＤ

Ｓ実験に耐えられると考えられる．しかし，さらに改善を検討する必要がある． 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-28 Driving course map of motion sickness evaluation  

Fig.2-27 Sensory evaluation questionnaire of motion sickness  
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2.4.5 シミュレータ酔いの改善検討 

シミュレータ酔いは乗り物酔いと共通する部分があると考えられる．宇宙船や飛行機

や自動車の乗り物酔いは色々研究されており，原因は，視覚，前庭器官，および体性感

覚系の入力の感覚不一致説によると説明されている．しかし，被験者により酔いの程度

Fig.2-29 Evaluation results of Simplified Simulator Sickness Questionnaire 

Fig.2-30 Distribution of simulator sickness evaluation questionnaire at test driving 
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が異なり，要因が多くすべてを解明することは難しいと Thomas A. Stoffregen（５４）らは

批評している． M. Oman（５５）は制御工学のオブザーバ理論に基づいて乗り物酔いの感覚不

一致のモデル化を試みている．しかし，乗り物酔いの感覚不一致とドライビングシミュ

レータ（ＤＳ）における視覚，前庭器官，体性感覚系の感覚不一致のモデルはＤＳの模

擬レベルにより，各感覚入力の組み合わせとそのバランスが異なる可能性が考えられる．

しかし広義にはシミュレータ酔いも乗り物酔いと同じように視覚，前庭器官，体性感覚

系の感覚の３つの感覚不一致（５９）と考えて良いとされている． 

乗り物酔いの感覚不一致モデルを参考にドライビングシミュレータの酔いの感覚不一致の関

係をブロック図として作成し，図 2-31 に示す．一般的な乗り物酔いは例えば電車に乗っている

ときの運動認識のための 3 つの感覚の不一致つまり自己運動知覚の不整合と考えられる．自動

車の運転の場合は図 2-31 に示すように，ドライバが意図したアクセル，ブレーキ，ステアリン

グの操作に対する自動車の運動を視覚や体感を基にして感じて運転するために，操縦意図と車

両の運動感覚の不整合が問題なる．従って車両の運動に対する視覚や体感の感覚に非常に敏感

になり，おう吐を伴うひどい酔いが起こる場合があり，実験中止やその時の体調の回復に注意

が必要になる（５４）．ＤＳの映像模擬装置と運動模擬装置を正確に同期させることが難しいため，

視覚と前庭器官が連動する動眼反射の感覚不一致（５５）により，SSSQ のめまいやフラフラ感と眼

のかすみや疲れなどを起こすと考えられる． 動眼反射による視覚と前庭情報の関係は，ＤＳの

運動模擬装置のピッチ角度や上下加速度と前方模擬映像との感覚不一致による酔いを引き起こ

すため，運動模擬装置を持つ，ＤＳにとっては重要な要素となる． 

図 2-32 に試乗者のアンケートのコメントを集計した結果を示す．この中で減速時の違和感と

加速時の違和感とピッチの動きの違和感についてシミュレータ酔いが指摘されている．これは

加速度及び減速度の模擬を前後のピッチ角で模擬しているためと思われる． 

人体のピッチ方向の動きを感じる前庭感覚はピッチ角加速度に反応して動眼反射を起こすの

で，特にアクセルとブレーキを操作した過渡的な加速度変化に対する傾斜装置のピッチ角加速

度が原因と推定し，ピッチ角加速度が小さくなるように運動模擬装置の制御パラメータを変更

し，シミュレータ酔いを評価する実験を行った（３１）． 
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図 2-33 に運動模擬装置の制御アルゴリズムのブロック図とその制御パラメータを示す．車両の

運動シミュレーションによって計算された車両の前後左右上下の加速度とヨー，ロール，ピッ

チの車体角度が入力されると，前後左右加速度とヨー角にスケールファクタ 0.7 が掛けられ，

Fig.2-32 Sensory evaluation comments of DS on town test driving  

Fig.2-31 Block diagram of sense conflict theory 
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上下加速度とロールとピッチ角にはスケールファクタ 0.45 が掛けられている．ヨー角はウォッ

シュバックのためのハイパスフィルタ 0.008Hz を通してドーム内のターンテーブルで制御され

る．前後左右加速度は２次の物理フィルタのカットオフ周波数 0.25Hz のローパスフィルタが掛

けられて，加速度の低周波成分をピッチとロールの傾斜角で模擬するための傾斜角を算出し，

傾斜速度に 4.0deg/s のリミッタ掛けてドライバに傾斜を感じさせないように設定されていた．

傾斜速度リミッタを掛けられた加速度模擬のピッチとロールは傾斜装置で制御され，ピッチと

ロールで模擬された加速度を基の加速度から引いた値がウォッシュバックのためのハイパスフ

ィルタ 0.024Hz を通してローパスフィルタで 11.4Hz 以下が並進装置で加速度を制御し，残され

た 11.4Hz 以上の前後左右加速度は傾斜装置の並進制御で制御される．その他の車体の上下加速

度とロール，ピッチ角は速度感の模擬として道路の坂や凹凸による上下，ロール，ピッチの振

動として，ハイパスフィルタで3.2Hz以上の振動を車体加振措置で制御している．試乗者のコメ

ントでは加速減速時の過渡状態でクラッと違和感を覚えるため，視覚と前庭器官による動眼反

射の影響と考えて，前庭器官の加速度及び角加速度を感じにくくするために，加速度模擬のピ

ッチロールの傾斜のローパスを 0.25から 0.16Hzに下げ，傾斜角加速度リミッタ 10deg/s2を追加

した．また動眼反射の影響を少なくするために道路の凹凸などによる上下，ロール，ピッチ振

動のハイパスフィルタを 3.2から 6.4Hzに上げて，制御の変更による傾斜角加速度の低減効果と

シミュレータ酔いの変化を確認した． 

 

Fig.2-33 Block diagram of Motion Drive Algorism and control parameters  
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図 2-34 に制御パラメータを改良して，発進加速時の同じ車両運動を入力して，運動模擬装置

を動かした時のピッチ角による模擬加速度と並進装置による模擬加速度，その両者を足したＤ

Ｓの前後方向の模擬加速度とピッチ角速度とピッチ角加速度，さらに並進装置の移動変位を加

えた時系列グラフを改良前と比較して制御結果の違いを示した．同じ加速度入力のためＤＳの

前後方向の模擬加速度はほぼ同じだが，加速度模擬の傾斜角のローパスフィルタを 0.25 から

0.16Hz に下げたことにより発進加速時の加速度の立ち上がり時のピッチ角加速度が小さくなっ

ている事が分かる．その差を図 2-35の棒グラフに示す．ピッチ角加速度は 8.07から 6.25deg/s2

と 23％減少した．それによりピッチ角の応答が遅れて，それを並進加速度が補うために加速終

了時の並進装置の移動距離が 7.39ｍから 8.75ｍへ 18％大きくなっている．並進移動限界距離は

前後方向 35m，左右方向 20mであるため，発生させる加速や減速の大きさによっては，制御範囲

をオーバする可能性が出て来る．図 2-36 に制動減速時のピッチ角による模擬加速度と並進装置

による模擬加速度，その両者を足したＤＳの前後方向の模擬加速度とピッチ角速度とピッチ角

加速度，さらに並進装置の移動変位を加えた時系列グラフを改良前後で比較して制御結果の違

いを示した．制動減速時の加速度の立ち下がり時と制動停止時の加速度の揺り返し時のピッチ

角加速度が小さくなっている事が分かる．その差を図 2-37 の棒グラフに示す．制動開始時のピ

ッチ角加速度は9.4から6.4deg/s2と32％減少し,停止時のピッチ角加速度は13.2から10.2deg/s2

と 23％減少した．さらに，制動停止時の揺り返しショックの加速度も 2.69から 2.34m/s2と 13％

減少している．それ対して減速停止後の並進装置の移動距離は 7.8ｍから 9.2ｍへ 18％大きくな

っており，並進装置の制御範囲の限界に注意する必要がある．図 2-38 に右折時のロール角によ

る模擬加速度と並進装置による模擬加速度，その両者を足したＤＳの左右方向の模擬加速度と

ロール角速度とロール角加速度，さらに並進装置の移動変位を加えた時系列グラフを改良前後

で比較して制御結果の違いを示した．右折旋回初期のロール角加速度の変動が小さくなってい

ることが分かる．その差を図 2-39の棒グラフに示す．ロール角加速度は 11.5から 8.29deg/s2と

28％減少した．それ対して右折終了後の並進装置の移動距離は 3.42ｍから 3.95ｍへ 15％大きく

なっており並進装置の制御範囲の限界に注意する必要がある．共にピッチ，ロールの角加速度

の過渡的な変化量が低減され操作初期の過渡的な違和感が減少した． 
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Fig.2-34 Comparison of original moving profile and improvement moving profile during quick 
acceleration 

Fig.2-35 Comparison of original pitch angle acceleration and improvement pitch angle 
acceleration during quick accelerating 
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Fig.2-36 Comparison of original moving profile and improvement moving profile 
during braking 

Fig.2-37 Comparison of original pitch angle acceleration and improvement pitch angle 
acceleration during braking 
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Fig.2-38 Comparison of original moving profile and improvement moving profile during right 
turning 

Fig.2-39 Comparison of original roll angle acceleration and improvement roll angle 
acceleration during right turning 



第２章 高性能ドライビングシミュレータの開発 

- 51 - 
 

発進時や減速時などの加速度の過渡的な変化時に感じる違和感が傾斜角加速度の減少により

向上したので，この違和感の原因は前後加速度模擬を傾斜角で模擬していることにより，過渡

的な加速度変化時の傾斜角を感じて前庭動眼反射が起こり違和感を発生すると仮定し，加速度

模擬のピッチ角変化により，動眼反射が起きているかを調べた．被験者がドーム内の前方画像

の画面中心のターゲットを注視している状態で，ドームをピッチ角６deg，0.08Hz，0.16Hz，

0.24Hzで加振した時の眼電位を計測した（３２）．図 2-40にドームピッチ角速度と眼電位の時系列

波形を示す．0.08Hzでは眼電位の変化は少ないが，0.16Hzから 0.24Hzではドームピッチ角速度

と同じ周期で反対方向に反応するドライバの眼球運動が起こり，眼電位の振幅はより高い周波

数で増大した．これは，ピッチ角加速度に応じて増加していると考えられる．従って，傾斜角

加速度の低減制御によって，前庭動眼反射の発生が抑制されて違和感が減少したと思われる．

通常の市街地走行では，それほど大きな加減速度を発生させないので，それほど大きな差は確

認できないと考えられるが，傾斜角加速度の低減制御の効果を前述の酔い評価で用いた市街地

コースで約10分間の走行で酔いのSSSQ評価を行い調べた．その結果は図2-41に示すようにSSSQ

の評価点で１点であったが改善効果が確認された．しかしながら長い時間のＤＳの運転では完

全には酔いを無くすことは出来ず，その他の要因も検討する必要があると思われる． 
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Fig.2-40 Measurement of vestibule-ocular reflex by pitch angle oscillation 
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Fig.2-41 Evaluation of motion sickness improvement 
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２.５ まとめ 

日本で高齢ドライバの事故が多い市街地の交差点において，ドライバが事故に至る原

因を追究し事故を防ぐ技術を開発する道具として，ドライビングシミュレータを開発

した． 

１． 交差点での減速，停止，発進，加速，右折，左折が違和感無く行える様に，車両

の前後左右加速度を模擬するために傾斜装置と 35×20m の稼働範囲を持つ並進装

置を備えた，高応答な車両運動模擬装置を開発し，市街地走行での現実感を高め，

シミュレータ酔いを低減し，酔い評価時の完走率 50から 75％に向上させた． 

２． 360°の球面スクリーンを持つ高解像度の映像模擬装置と実在の街を模擬した高精

細な画像データベースを開発し，市街地の交通環境をリアルに再現した． 6 割以

上の試乗体験者から体感を含めたリアリティ (現実感)がすばらしいとの評価を受

けた． 

３． 車両の加速度模擬量を大きくして実加速度に近づけると実路の制動行動に近くな

り，加速度模擬量が制動操作に影響していることを明らかにした． 

４． 制動開始タイミングに影響する前方画像の距離感が，画像の解像度に影響されて，

実距離より短く感じて制動開始が早くなることを明らかにした． 

５． 加減速走行の過渡的な加速度変化時に感じるシミュレータ酔いの改善を検討し，

体感加速度模擬のピッチ角加速度を小さくすると酔いが低減する事とピッチ角加

速度に対応した前庭器官による動眼反射が起きることを確認し，動眼反射の酔い

への影響を示唆した． 

このＤＳを用いて，高齢ドライバの事故に至る経緯を調べる事故場面として，高齢ド

ライバの事故が多い形態，出会い頭事故，追突事故，歩行者事故，右折事故が考えら

れるが，事故が発生するシナリオとしては，出会い頭事故や歩行者事故は周辺環境の

違いが大きく，再現が難しいので追突事故と右折事故場面での事故再現を試み，出会

い頭事故については一時停止交差点での安全運転行動を調べた． 
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第３章 ドライビングシミュレータを用いた追突警報時の 

ドライバの特徴分析 

 

３.１ 目的 

 

ＤＳを用いて事故場面における事故に至る経緯を調べるために，追突事故場面を想定し，

衝突被害軽減ブレーキシステムの効果評価の実験を行った．自動車の予防安全分野では，

事故の防止や衝突による被害を軽減するための様々なシステムが開発され展開が進んで

いる．そのようなシステムは，まず警報でドライバに衝突の危険を知らせるが，実際の

事故場面においてどれ位のドライバがその警報を認知し，どの程度の回避行動を取るこ

とができるのかなど，システムの開発や効果評価の基礎となるドライバの反応特性デー

タはまだ十分にない．そこでＰＣＳ（Pre-collision system）と呼ばれる，衝突被害軽減

ブレーキシステムを題材に，一般ドライバの追突警報反応を定量化するとともに特に高

齢ドライバなどの事故直前の反応の違いを明らかにする実験と分析を行なった． 

ＰＣＳが作動するような状況やドライバ意識低下時の警報の効果実験などは衝突する怖

れが高く，公道のみならずテストコースでも実験困難である．そのため，仮想現実の世

界で事故発生環境を模擬出来る実験が必要になって来る．更に精度良くドライバの反応

を調べるためには，自動車を運転している現実感や衝突直前の臨場感を持つことが望ま

しい． 

そこで，第２章で開発した高性能ドライビングシミュレータ（ＤＳ）を用いて，高齢ドライバ

を含む一般ドライバの追突警報反応を調べた． 

 

３.２ ＰＣＳについて 

 

ＰＣＳは前方障害物検出センサ，ブレーキ制御システム，前方センサからの情報を基に制動タ

イミングを決定する電子制御装置（ＥＣＵ）によって構成されている．先進的なＰＣＳでは車

両だけでなく歩行者まで検出したりドライバの状態を監視したりする機能を備えたものもある

が，今回は図 3-１に示すような，警報ブザー（ＰＷ）,ブレーキアシスト（ＰＢＡ）と介入ブレ

ーキ（ＰＢ）の３つの機能を持つものを想定した．以下にそれぞれの機能の概要を示す． 
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① 警報ブザー（ＰＷ） 

衝突対象との関係などにより衝突の可能性が大きくなったと判断された時，ドライバに衝突回

避操作を促すためにブザーと表示により警報を行う． 

② ブレーキアシスト（ＰＢＡ） 

従来のブレーキアシスト（ＢＡ）はブレーキペダルが急激に踏み込まれた場合にのみ制動力を

助勢するが，ＰＣＳのブレーキアシストは，衝突の可能性が高いと判断されるタイミングにな

ると作動し，以降の踏み込みの大きさに応じて制動力を助勢する． 

③ 介入ブレーキ（ＰＢ） 

 システムが衝突を避けられないと判断した時，ドライバの操作如何によらず自動的にブレー

キをかける． 

 ＰＣＳの効果は，ドライバが警報に対してどのように反応できるかによって大きく異なる．

そこで警報機能のみを切り出し，それに対するドライバの衝突回避操作に注目した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-1 Functions of basic PCS 
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３.３ 実験方法 

 

職業ドライバやテストドライバでなく，普段普通に車を運転している人を被験者とし，

さらにＰＣＳ装備車のオーナードライバと同程度の知識を持たせるべく，試験の約１ヵ

月前にＰＣＳを含む車両装備全般についての簡単な説明書を読んでもらうようにした．

実験は図 3-2に示すような２つのシナリオを用意した． 

(a) 前方停止車両（ＬＶＳ； Lead vehicle stopped） 

 追従走行中に，同じ車線内にいる停止車両に衝突する． 

(b) 追従車減速（ＬＶＤ； Lead vehicle decelerating） 

 追従走行中に先行車が減速し，その先行車に衝突する． 

被験者は，一度イベントを経験すると２回目以降は事故シナリオを予測して最初と異な

る反応をすることが知られているので (３３)，１人に課す試験は１回とした．被験者は，２

シナリオ×３年代（20-30代・40～50代・60代）×男・女の，計１２グループに分類され

る． 

 

 

Fig.3-2 Rear-end collision scenarios used in the DS experiment 
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実際の追突事故は脇見が原因であることが多い．そこでサブタスクとして被験者に，

時折７インチの液晶ディスプレイ上のコンビニエンスストアを見つけ，さらにそれを指

でトレースするように指示した（図 3-3）．ディスプレイは先行車注視から大きく目をそ

らすようにするため，ナビゲーション画面よりも下のシフトレバー近くに設置，指での

トレースを併せナビゲーション視認より高い負荷にしている． 

被験者は 70～75km/h で走行するよう指示される．先行車は車間時間が 1.8 秒程度になるよう

自動的に制御され，また後続車両もほぼ同じ車間時間に保たれている．運転コースは２車線の

一方通行道路であるが，現実の交通事情を鑑み並行車線にも適当な間隔で車両を走らせた．被

験者がサブタスクに慣れ集中したことを見計らって，前方停止車両(ＬＶＳ)や追従車減速(ＬＶ

Ｄ)シナリオを起動する．本実験ではＴＴＣ(Time to collision = Relative distance / Relative 

speed)＝1.7secとなったときに警報が発生するようにした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-3 Touching map of secondary task (right) and a picture of touching on the LCD (left) 
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３.４ 実験結果 

 

表 3-1に被験者の内訳を示す．113名が実験に参加したが，体調不良等の９名を除いた計 104名

の実験データが得られた．しかしながらより現実に近い結果を得るため，あえて脇見を強要し

なかったので警報が発報される以前に前方を向き追突の危険を認知した被験者（Looking back 

forward before warning）も存在し，警報による反応となった被験者（Looking back forward 

after warning）のデータは，前方停止車両(ＬＶＳ)シナリオで 31ケース・追従車減速（ＬＶＤ）

シナリオで 33ケースの計 64ケースであった．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4. 1年齢層別脇見時間の比較 

表 3-1 より，60 歳代の被験者では半分が警報前に前方を見てしまっており，他の年齢

層に比べ多くなっていることが読み取れる．脇見時間について，前方停止車両(ＬＶＳ)シ

ナリオと追従車減速（ＬＶＤ）シナリオをあわせた結果を図 3-4に示す．年齢層内のばら

つきは大きいが，20-30代・40-50代の平均脇見時間が 2秒を超えているのに対し 60代の

平均脇見時間は 1.66秒と，有意に短いことが分かる．  

Table.3-1 Subjects’ behavior for the warning by age group  

(a) LVS scenario 

 

(b) LVD scenario 
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図 3-5は自動車安全運転センターにて調査された結果を引用したものである(３４)．高齢ドライ

バは普段の運転においても脇見を殆どしないという結果が示されており図 3-4 の結果と符合す

る．これらからすると 60 代のドライバでは運転中は運転そのものに集中する傾向がうかがわれ

るが，逆に，このようなドライバに情報を提供する場合には表示に依らない手法が必要だと思

われる． 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-4 Distraction time by age group 

Fig.3-5 Distraction frequency based on drivers’ subjective statement 
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3.4.2 年齢層別の警報認知・回避行動の比較 

図3-6は，前方停止車両(ＬＶＳ)シナリオと追従車減速（ＬＶＤ）シナリオを合算し，警報を認

知できる状態にあった下での警報認知・回避行動の内訳として，追突警報と分かって制動した

被験者，警報により危険を認知して制動した被験者，警報に気が付いたが制動出来なかった被

験者，警報に気が付かないで制動出来なかった被験者に分類し，年齢グループで比較した図を

示したものである．警報によりブレーキを踏めた被験者に，試験のあとアンケート調査した結

果，警報が追突の危険を知らせる警報と分かった被験者は約5％に過ぎず，残りの試験車は警報

を聞いたことにより反射的に前方に視線を戻し，そこで追突の危険を認識しブレーキを踏んだ

と答えていた．追突に関してはＰＣＳのシステムを理解しなくても警報により回避操作を促す

ことのできる割合が高く，ＰＣＳの警報システムの有効性が明らかになった． 

しかし，年齢が上がるにつれて警報に気が付かない被験者が増える傾向があり，60 代

では約 20％の被験者が警報に気が付かず衝突回避操作が出来なかった．さらに 60 代では

約 10％の人が警報を認知しつつも回避行動が取れなかった．細川(３５)らのドライビングシ

ミュレータを用いた幅広い年齢層のドライバの出会い頭事故の緊急回避特性を調査した

研究によると，衝突の危険を認知したのに回避行動が取れなかったドライバが，40-50 代

で約 5％，60 代以降で 10 数％あったという実験結果が示されており，追突警報の場合で

も同様の傾向であることが確認された．従って，高齢ドライバに対しては，運転能力に

合わせた警報以前の注意喚起や警報の前出し，さらに介入ブレーキ（ＰＢ）による自動

ブレーキなどが必要になってくると考えられる． 

 

図 3-7は警報が発報される以前に前方を向き，追突の危険を認知した場合の回避行動を

見たものである．警報発報以降は操舵回避を取る被験者はなかったが，警報発報以前で

Fig.3-6 Subjects’ reaction for the warning by age group 
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は回避の自由度が広がり操舵で回避する者が見られた．高齢になるほどそれが顕著にな

り，60 代では約 30％の被験者が操舵回避している．走行シナリオでは隣のレーンに車が

走っているにもかかわらず，周辺環境ことへの意識が欠けてしまっているとも考えられ，

高齢ドライバには周辺環境を認識させることも重要であることを示唆している． 

 

 

 

 

 

3.4.3 警報に対する制動回避 

前方停止車両(ＬＶＳ)シナリオと追従車減速（ＬＶＤ）シナリオの両シナリオで，警報

のあとに制動回避を取ったケースについて回避行動を分析する． 

図 3-8は双方のシナリオで警報が発報されてからドライバが制動を開始するまでの反応

時間（警報反応時間）を比較したものである．警報反応時間はともに平均約 1.1秒である

が，ともに 0.4秒から 2秒前後までばらつきが見られ，範囲が広い． 

図 3-9はドライバが制動を開始した以降で発生させたピーク減速度を比較したものであ

る．ピーク減速度はともに平均約 5.5m/s2であるが，ばらつきは 2m/s2から 8m/s2とやはり

大きく，前方停止車両(ＬＶＳ)シナリオでは，制動力を発生できなかったドライバが４名

いる． 

図 3-10 は警報反応時間とピーク減速度との関係を，年齢層別・男女別に比較したもの

である．図 3-8 と図 3-9 より前方停止車両(ＬＶＳ)シナリオと追従車減速（ＬＶＤ）シナ

リオとでドライバの応答の違いがほとんど無かったので合わせて表示している．図 3-10

より，警報反応時間とピーク減速度との関連性は無く，また男女差を比較すると男女差

Fig.3-7 Subjects’ reaction before the warning by age group 
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は無く，年齢層差では高齢ドライバに高い減速度の出せない者や反応の遅い高齢ドライ

バがいることが見て取れる．しかしながらそれよりも個人差のほうが大きいことが分か

る． 

 

 

 

 

Fig.3-8 Histogram and cumulative curve of the response time 

Fig.3-9 Histogram and cumulative curve of the peak deceleration 
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3.4.4 衝突車速低減への影響 

図 3-11は前方停止車両(ＬＶＳ)シナリオと追従車減速（ＬＶＤ）シナリオのそれぞれの

実験での衝突速度低減量の分布を比較したものである．図 3-10 で明らかになったように

ドライバの警報反応時間とピーク減速度のばらつきが大きいため減速速度分布がかなり

幅広くなってしまっているが，平均すると前方停止車両(ＬＶＳ)シナリオで 2.8m/s，追

従車減速（ＬＶＤ）シナリオで 1.3m/sで 1.5m/sの車速低減差がみられる．これは図 3-8

と図 3-9で分かる通り，ドライバは双方のシナリオとも同等の反応を取っているのだが，

前方停止車両(ＬＶＳ)シナリオと追従車減速（ＬＶＤ）シナリオで警報タイミングがＴＴ

Ｃ＝1.7sec で同じであっても，図 3-2 の例で示すように追従車減速（ＬＶＤ）シナリオ

は前方停止車両(ＬＶＳ) シナリオよりも衝突までの時間が短いため相対的に効果が低下し

てしまう．追従車減速（ＬＶＤ）シナリオでの効果を高めるためには警報の前だしやブ

レーキアシスト（ＰＢＡ）や介入ブレーキ（ＰＢ）による制御性能の向上が必要となる． 

 

 

 

Fig.3-10 Relation between response time and peak deceleration by age 
group and by gender 
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３.５ まとめ 

 

高いリアリティを持つＤＳを用いて，ＰＣＳの警報に対してどれ位のドライバが追突の

警報を認知し，どのような回避行動を取ることが可能か，高齢ドライバを含む各年代で

反応特性を調べた．その結果，次のことが明らかになった． 

１．60 代の高齢ドライバは，それ以下のドライバに比べ脇見をしない傾向であることが

確認できた．また警報に気付いたとしても回避操作が出来ないドライバや衝突まで余裕

のある場合では操舵回避により衝突の可能性が増加するような行動をとるドライバの割

合が高い傾向がある． 

２．ＰＣＳの警報が追突警報と理解したドライバは約 5％に過ぎず，残りのドライバは警

報を聞いて反射的に前方に視線を戻しそこで追突の危険を認識しブレーキを踏んでいる．

追突に関してはＰＣＳシステムの理解がなくても警報での回避操作を，高齢ドライバで

も 70％が，出来ており，追突の被害軽減効果が大きい． 

３．警報への反応時間は約 1.1 秒，ピーク減速度は約 5.5m/s2であるが，ばらつきは大き

い．それらは年齢層よりもドライバごとの違いの方が大きいが，一部の高齢ドライバに

加齢による衰えによる衝突回避能力が劣るドライバが存在する． 

高齢ドライバの事故場面に遭遇する運転行動に差は無く，事故場面に遭遇すると衝突回

避能力の劣るドライバが存在するため，非高齢ドライバに比べ事故が多くなる． 

 

Fig.3-11 Deceleration speed from braking to collision by DS scenario 
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第４章 ドライビングシミュレータを用いた交差点右折時の

事故解析 

 

４.１ 目的 

 

ドライビングシミュレータ（以後ＤＳ）を用いて，高齢ドライバが事故に至る経緯を調べるために，

ＤＳで事故場面の再現が比較的容易なシナリオとして，高齢ドライバの右折事故が比較的多い，

信号交差点の事故が起こりやすい交通環境を第２章で開発したＤＳで模擬した．そして高齢ドラ

イバを含むドライバの運転行動を計測，解析し，高齢ドライバの運転能力の衰えと安全運転行動

と事故発生要因の関係を分析する．今回試みた事故発生環境は，交差点右折時に対向車線の

走行車線で渋滞している車両の陰から２輪車が飛び出す場面を模擬した．その結果，このような

右直事故を模擬した場面では，現実の事故同様（６３）にかなり高い確率で事故が発生することが

確認された．この実験結果をもとに高齢ドライバの事故直前の事故に至る運転行動と事故の発生

の関係を解析し，支援のあり方を検討する． 

 

４.２ 実験方法 

 

交差点走行での現実感をドライビングシミュレータで模擬するために，加速，減速，右折，左折

における体感加速度を模擬できる高性能ドライビングシミュレータを用いた．事故発生場面は，図

4-1に示すような，実在の市街地コースで，片側２車線の幹線道路から信号のある交差点を右折

する場面を想定した．その場面で，自車両が交差点に進入するのと同時に対向車が通過した後，

右折先の横断歩道を歩行者が横断後のタイミングで右折すると，走行車線の渋滞停止車両の脇

から直進する２輪車が交差点に進入するシナリオを作成した（図4-2）．この時対向車が通過直後

に約２秒間，進入してくる２輪車を確認出来るタイミングがある（図4-3）．このタイミングに２輪車を

発見出来れば，衝突は容易に回避可能だが，それが出来ないと衝突のリスクが高くなる．この場

面シナリオをドライビングシミュレータの試乗者に事故の現実感を理解してもらう目的で体験しても

らった．３００名以上が試乗した結果，かなり高い確率で，衝突事故が発生したので，その衝突場

面における運転行動を計測し，事故における要因分析を行った． 
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Fig.4-1 Accident scenario in intersection driving environment 

Fig.4-2 Front view of emerging motorcycle 
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４.３ 実験結果 

 

4.3.1 事故形態の解析 

試乗者の中から，事故シナリオを予見していると思われる試乗データを除いた表 4-1 に示す

構成の291名のドライバについて，事故が発生した割合を求めた．その結果を，図4-4に示す．

右折開始前に対向２輪車に気がついたと思われるドライバを含む，衝突回避操作を行わずに交

差点を安全に通過したドライバは 54.3％であり，23.0％のドライバという高い確率で２輪車と

衝突していた．図 4-5 に衝突に至る２輪車の軌跡の例を示すが，自車両の前面に衝突する場合

と側面に衝突する場合があることが分かる．それ以外に２輪車に気付かずに，２輪車直前をす

り抜けるドライバ（4.5％）図 4-6 と２輪車の直前で制動回避によって衝突を回避するドライバ

（18.2％）図 4-7 に運転行動が分けられる．また２輪車に衝突したドライバの中で，全体の

4.8％が衝突まで気がつかずに制動操作なしで衝突しており，残りの 18.2％は制動操作を行った

が，衝突を回避出来ていない．従って，交差点の危険場面に遭遇し，回避操作を行った場合に

衝突するかしないかの確率は五分五分になっている． 

Fig.4-3 Front view of motorcycle recognition timing 
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Table.4-1 Composition of subjects 

Fig.4-4 Distribution of collision when turning right at intersection 
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Fig.4-5 Locus of motorcycle when collision occurred 

Fig.4-6 Locus of motorcycle when vehicle passed just front of motorcycle 



第４章 ドライビングシミュレータを用いた交差点右折時の事故解析 

- 71 - 
 

 

 

 

この衝突したケースの中で，制動操作の有無による衝突位置を調べると，図 4-8 に示すよう

に制動操作無しは側面衝突が多く，ドライバが左方視野の２輪車に気が付いていないと思われ

る．また制動操作した場合は前方衝突が多くなっており，衝突速度も小さい（図 4-9）．従って，

前面衝突よりも側面衝突の方が乗員死亡率は高いことから，衝突前に制動操作により減速した

方が死亡事故低減に貢献すると考えられる． 

 

 

 

Fig.4-7 Locus of motorcycle when collision avoided by braking 

Fig.4-8 Frequency distribution of impact point on with or without braking 
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衝突に至る運転操作から，ドライバが衝突または回避を判断した操作として，アクセルペダ

ルを離したタイミングと回避のためのブレーキを踏んだタイミングは図 4-10 に示すように，今

回の事故場面では，制動から衝突までの時間で１秒以下が 75％，衝突を判断したタイミングに

近いアクセルを離したタイミングから衝突までの時間も 58％が１秒以下と衝突までの余裕時間

が大変短いことが分かる． 

 

 

 

Fig.4-9 Frequency distribution of vehicle speed at collision with or without braking 

Fig.4-10 Frequency distribution of time to collision from maneuver 
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4.3.2 ＥＤＲ事故データとＤＳ衝突データの比較 

ドライビングシミュレータを用いた事故場面の再現でドライバが事故に至る運転行動が実際

の事故時の運転行動を再現できるかは，そのシミュレータの性能に関わると考えられる．そこ

で交差点内の直進２輪車と右折車両の衝突データを実際の事故データと比較することを試みた．

米国ＮＨＴＳＡ（National Highway Traffic Safety Administration）が公表しているＥＤＲ

（Event Data Recorder）の事故データ(３６)の中から交差点内の日本での右折に相当する左折車両

と直進車両との衝突事故データを抽出し，事故直前の運転行動を比較した．ＥＤＲは事故前の

車両速度，エンジン回転数，スロットル開度，ブレーキスイッチのＯＮ－ＯＦＦを１秒間隔で

記録しているので，そのブレーキＯＮのタイミングと衝突前の速度変化について，比較した．

事故時の左折車両のＥＤＲデータを衝突前５秒間の車速変化が+８km/h 以上の場合は加速左折，

±８km/h 以下の場合は等速左折，-８km/h 以下の場合は減速左折に分類したブレーキＯＮのタ

イミングを図 4-11に示す．ＥＤＲデータの減速左折は 4秒又は４秒以上前から減速しており，

等速左折より加速左折が多く，加速左折ではブレーキを踏まずと衝突１秒前でのブレーキ ON が

約７０％も占めており，衝突余裕時間が短い．これに対して，ＤＳ実験の右折時の衝突データ

を用いて，ＥＤＲでの計測を模擬したデータを図 4-12 に示す．ＤＳ実験の衝突データは等速右

折が多く，減速右折が少ないが，加速左折を含めて，ブレーキを踏まずと衝突１秒前でのブレ

ーキ ON が９０％も占めている．ＤＳでＥＤＲを想定した場合も，衝突余裕時間が一秒と短い．

ＥＤＲデータの減速左折の多さは，事故の発生した道路の制限車速が 64km/h 以上の道路が２／

３と多く，ＤＳの道路の制限車速 60km/h に比べて高いため，走行速度が速くなり減速しながら

の左折が多くなっていると思われる．減速左折を除くとブレーキを踏まずと衝突１秒前でのブ

レーキ ON が９０％前後と，ＥＤＲデータとＤＳの衝突タイミングが，ほぼ同じ比率でブレーキ

ON が１秒前になる(３７)．従って，交差点での右直事故直前のブレーキ ON のタイミングはＤＳと

ＥＤＲの実際の事故のブレーキ ONは衝突１秒前と短く，ＤＳ実験が EDRの衝突直前の制動行動

を再現していると考えられる． 
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Fig.4-11 EDR brake on timing in U.S. accident data 

Fig.4-12 Imaginary EDR brake on timing converted from DS collision data 
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また，図4-8のＤＳの衝突データで見られた，衝突前にブレーキを踏むと前面衝突が増

える現象があるが，衝突直前のブレーキタイミングや緊急時の制動力によって，衝突位

置が変わる可能性がある．そこで，ＥＤＲのデータとポリスレポートを対応させて，ブ

レーキＯＮのタイミングと前面衝突と側面衝突の比率を比較すると図4-13に示すように，

衝突1秒前にブレーキを踏むと前面衝突の比率が80％とブレーキを踏まない場合の50％に

比べ増える現象がＥＤＲの事故データはからも確認され，ＤＳ実験データのＥＤＲ模擬

による前面衝突と側面衝突の比率とほぼ等しい．このように，ある程度の現実感を持つ

ＤＳで模擬した衝突場面における衝突直前の制動行動や衝突形態は，実事故に近い再現

が出来ていると思われる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4-13 Relationship between brake on timing and impact point by EDR and DS 
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4.3.3 事故要因分析 

ＤＳの衝突形態の中で，衝突したドライバと制動により衝突を回避したドライバの運転行動

の差に注目して要因分析を行った．ドライバが衝突または回避を判断した操作のアクセルペダ

ルを離したタイミングと回避のためのブレーキを踏んだタイミングでの速度や時間，衝突対象

との位置関係を解析した． 

図 4-14 に制動により衝突を回避した場合と制動したが衝突した場合の制動開始時の速度分布

とその累積分布を示す．この図から制動により衝突回避した場合の制動開始時の車両速度の分

布が制動したが衝突した場合より1～2km/h 低いことが分かる．図4-15に制動により衝突回避し

た場合と制動したが衝突した場合，制動せずに衝突した場合，2輪車の直前をすり抜けた場合の

交差点内の最低車速と制動開始時の車両速度，衝突した場合は衝突時の速度又は衝突しなかっ

た場合は通過時の速度のそれぞれの平均値を示す．この図から，制動衝突した場合は交差点内

の最低速度が制動回避した場合に比べやや高く，制動回避した場合は徐行による最低速度から

の制動開始までの加速した速度が少なく，制動開始時の速度が低くなっていることが分かる．

衝突に気がつかず無制動で衝突した場合は衝突速度が高く，2輪車の直前をすり抜けた場合は，

交差点内での最低速度が高く徐行の意識が無く，運良く二輪車との衝突タイミングがずれただ

けと考えられ，危険な行動と思われる．従って，右折時の交差点内で徐行を行い，低い速度で

右折するかどうかが，制動で衝突回避できるかどうかに影響していると考えられる． 

図 4-16に制動回避した場合と制動衝突した場合の 2輪車に気が付き，アクセルを戻した時の

２輪車との距離の頻度と累積分布を示す．制動回避した場合は 2 輪車に気が付き，アクセルを

戻した時の２輪車との距離が５ｍほど遠いことが分かる．また，図 4-17 にアクセルを戻した時

の自車の位置に対する２輪車の位置を平面図上に示す．この図から車両正面から右範囲の遠い

位置で 2 輪車を発見していることが分かる．これは，制動回避した場合は右折開始から右折中

に 2 輪車を発見しており，制動回避したドライバは交差点内の危険を予知して，徐行，衝突監

視に注意を払っていたと思われる．逆に制動衝突したドライバは車両正面から左範囲で 2 輪車

を発見しており，右折終了近くで遅れて気が付いたと考えられる．この行動をシステムで支援

するとすれば，現状の PCS(Pre-Collision System)の左右方向の衝突検出範囲広げて，右折中に

衝突車両の検出が短時間に可能になれば，衝突の回避または衝突被害の軽減が可能と思われる． 
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Fig.4-14 Frequency distribution of vehicle speed at brake on timing 

Fig.4-15 Comparison of vehicle speed at event timing by collision pattern  
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Fig.4-16 Frequency distribution of distance to motorcycle at accelerator pedal off timing 

Fig.4-17 Position of motorcycle at accelerator pedal off timing 
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4.3.4 運転者の年齢による違いについて 

図 4-18 に，被験者の年代を 20 歳から 39 歳（20-39），40 歳から 59 歳（40-59），60 歳以上

（60-）の３つに分けて，衝突及び回避の割合を示す．すべての年代で回避行動を取らずに安全

に右折をした被験者は 53％から 57％とそれ程大きな差は無いが，若干 60-のドライバが 3.5％ほ

ど40-59のドライバに比べて安全通過率が高く，高齢ドライバの安全運転行動に劣るところは無

いと考えられる．20-39のドライバは 2輪車に気づかず，その直前を通過したり，制動せずに衝

突したりする割合が多く，逆に 60-のドライバは気付いて制動するが衝突する割合が 24.5％と

40-59のドライバの 16.4％に比べて多い．また，制動することにより衝突を回避したドライバは

40-59が 20.9％で 60-のドライバの 15.1％に比べて多く，20-39と 60-のドライバは 40-59に比べ

ると制動回避したドライバが少ないという特徴が見られる． 

そこで，図 4-19 に制動しながら衝突した場合の交差点内の最低車速と制動開始時の速度，衝

突時の速度の平均値を年代別に示す．20-39 のドライバは交差点内の徐行速度は低いが衝突速度

が 40-59 に比べて高く，60-のドライバはさらに衝突速度が高い．従って，制動開始時の速度と

衝突時の速度差を比べると 60-のドライバと 20-39のドライバは制動減速量が少なくブレーキが

踏めていない可能性がある．図 4-20 にアクセルオフから衝突までの時間と制動中の最大減速度

と制動開始から衝突までに減速した速度の平均値を年代別に示す．この図から，60-のドライバ

は危険を感じてアクセルを戻してから衝突するまでの余裕時間が 0.2sec 程度短く，反応遅れが

あり，十分な減速が出来ていない．20-39 のドライバは，最大減速度が小さく強いブレーキが踏

めずに減速量が少ないため，制動衝突が多くなっている．これらから，20-39 のドライバは交差

点での危険を予知しておらず，60-のドライバは，危険は予知しているが，反応が遅くブレーキ

も強くは踏めずに衝突が起こっていると思われる．従って，高齢ドライバは，右直事故場面で

交差点進入時に対向してくる２輪車に気付かずに右折を開始してしまうと，認知身体能力の衰

えと思われる要因から制動回避操作が不十分になり，事故率が高くなると考えられる．従って

そのような場面に遭遇しないように，右直分離信号のある交差点を選んで走行するような予防

運転が必要かもしれない． 



第４章 ドライビングシミュレータを用いた交差点右折時の事故解析 

- 80 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4-18 Distribution of collision pattern by age groups 

Fig.4-19 Comparison of vehicle speed by driver age for collision with braking cases 
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４.４ まとめ 

 

ＤＳを用いて，交差点における右折時の２輪車との衝突事故時の運転行動を調査した結果，以

下のことが分かった． 

１． 今回のＤＳで設定した危険場面は，交通事故総合分析センターによる信号交差点における

右折事故の解析（６３）によれば，右折事故の死傷者の中で対向してくる二輪車との右直事故

は 23％と多く，注意すべき事故パターンとされている．実事故と同じようにシミュレータ

実験でも 23％と高い確率で衝突が起こった．  

２． 今回のような交差点事故の回避余裕は制動時間で１秒以内と短い場合が多く，ＥＤＲで計

測された実際の米国の左折時の直進車両との衝突事故の制動時間とほぼ等しく，事故直前

の運転行動がシミュレータで再現が出来ていると考えられる．そして，アクセルオフから

衝突までの回避余裕が高齢ドライバは非高齢ドライバに比べ 0.2sec 程度短く，認知反応が

遅れている可能性があることが分かった． 

Fig.4-20 Comparison of collision avoidance maneuvers by driver age for collision 
with braking cases 
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３． 右折時に直進車両との衝突を回避するための予防運転は，交差点内における危険を予知し，

徐行により交差点通過速度を低くして，直進車両の発見を早くすること．このような予防

運転行動で，衝突回避操作無く安全に右折したドライバは 53～56％と高齢ドライバと非高

齢ドライバに大きな差は無かった， 

４． 20-39歳のドライバは 40-59歳に比べて，経験不足からか危険予知が不足し，衝突回避行動

が取れておらず，制動なしでの衝突するドライバが多いと考えられる． 

５． 60 歳以上のドライバは加齢による認知身体特性の衰えからか，衝突回避制動の反応の遅れ

や制動不十分により制動衝突の比率がやや高くなっていると思われる． 

以上のように高齢ドライバは交差点の右直事故のような事故環境での予防安全運転行動は非

高齢ドライバと特に差はないが，事故に遭遇した場合は，加齢による認知身体機能の衰えと思

われる認知反応や制動反応の遅れにより，必然的に衝突事故率が高くなると考えられる．従っ

て，高齢ドライバは加齢による認知身体機能の衰えによる事故回避能力の低下を自覚し，事故

場面への遭遇確率を少なくする予防安全運転の能力を向上させる必要がある． 
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第５章 ドライビングシミュレータを用いた一時停止 

交差点通過時の高齢ドライバの運転行動解析 

 

５.１ 目的 

 

第３章と第４章のドライビングシミュレータ（以下ＤＳと略す）実験で，追突場面や信号交

差点での右折場面で，高齢ドライバの安全運転行動に差は無いが，加齢による衰えと思われる

事故直前の衝突回避能力が劣るドライバが存在する可能性を示した．日本の交通事故形態の中

では，第１章の高齢ドライバの事故の特徴で述べたように，高齢ドライバに出会い頭の事故が

多い事が知られているが，ＤＳを用いた出会い頭事故の再現は環境シナリオの作成が難しい．

しかしながら，出会い頭事故の要因としては高齢ドライバの予防安全行動の不足が指摘されて

おり，いろいろな実験で実走行状態での，一時停止交差点での運転リスクの評価(３８) (３９)が行わ

れている．しかし，一般公道では，環境がばらつくため，ドライバの運転行動の分析が難しい．

そこで，見通しの悪い一時停止交差点の交通環境をＤＳで模擬して，同じ環境で高齢ドライバ

の運転行動を計測，解析し，認知身体能力の衰えによる事故回避能力の低下もしくは安全運転

行動の不足が原因かを一時停止交差点での運転行動を調べて明らかにする． 

今回試みた交通環境は，自転車を含む交差車両がある一時停止交差点を模擬して，交差点の

見通し距離と交差点通過時の左右確認行動を時間軸と距離軸で評価し，60 歳以上の高齢ドライ

バと 60 歳未満のドライバの交差点通過行動を比較する．その結果をもとに高齢ドライバの運転

行動と事故要因の関係から，高齢ドライバへの運転支援のあり方を考察する． 

 

５.２ 実験方法 

 

市街地における一時停止交差点走行時の現実感を模擬するために，加速減速，右折左折にお

ける体感加速度が模擬できる第２章で述べた高性能ＤＳを用いた．  

一時停止交差点は，実在の市街地コースを用いて，片側 1 車線の道路から一時停止標識のあ

る見通しの悪い交差点を通過する場面を，10 分程度の走行コースに２箇所設定した．図 5-1 に

No.1 交差点のレイアウトを示す．No.1 交差点は一時停止線から交差点進入の自転車の走行ライ

ンに相当する歩道まで 11ｍあり，左方向は建物，右方向は駐車トラックにより，見通しが制限
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されている．この図の一時停止線と交差車両の自転車と左右自動車の交差位置を基準にして，

通過方向の車両の車体先端の位置とドライバの頭部からの見通し距離の関係を，建物などの視

覚的障害物との位置から幾何学的に求めた．図 5-2 に No.1 交差点の車両の車体先端の位置の通

過方向距離と左右の自転車交差車線と自動車交差車線の見通し距離の関係を示す．通過方向距

離を X軸として左右の見通し距離を Y軸に取り，一時停止線を-5.0mとして自転車の交差車線が

6.0m，右側自動車の交差車線が8.5m，左側自動車の交差車線が12.0mの位置にあり，一時停止線

に車両先端位置が止まった時には，-5.0m の見通し距離の線図の値から左右別々に自転車（破線）

と自動車（実線）の見通し距離を読み取ることが出来る．左右の見通し距離は左右の視覚的障

害物の位置と左右別々の自動車の交差ラインの位置などから幾何学的に決まり，車両先端の位

置によって右自転車，右自動車，左自転車，左自動車とそれぞれの見通し距離は異なってくる．

例えば No.1 交差点の右側自転車の交差車線の見通し距離が 20.0m で自転車を発見するには，自

転車の交差地点の 4.5m 手前に車両の先端が来る必要があり，その時の自車の速度と交差自転車

の速度で，右側から来る自転車と衝突するか，制動回避可能かが決まる．同様に右側自動車に

対して見通し距離 40.0m を得るためには右側自動車の交差車線手前 7.5m まで近づく必要がある

ことになる．このように交差点での出会い頭事故を予測するには，交差点の左右の見通 

し距離データが重要になる． 

Fig.5-1 Layout of stop sign intersection 1 
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図 5-3に No.2交差点のレイアウトを示す．No.2交差点は一時停止線から自転車の走行車線に

相当する歩道まで 6.0ｍで No1交差点より短く，左方向は建物，右方向は鉄道高架橋の支柱の壁

で非常に見通しが悪い環境になっている．図 5-4に No.2 交差点の通過方向距離と左右の自転車

交差車線と自動車交差車線の見通し距離の関係を示す．一時停止線を 0.0m として自転車の交差

ラインが 6.0m，右側自動車の交差ラインが 8.5m，左側自動車の交差ラインが 12.0m の位置にあ

り，左右の見通し距離が大きく異なり，右側の見通しがほとんどないことが分かる．例えば右

側自転車の見通し距離を 20.0m 確保するには，車両先端が自転車の交差地点を 0.5m 越える必要

があり，自車速度をすぐに止まれる速度にしておかなければ，右側自転車への衝突は不可避と

考えられる．同様に右側自動車に対して40.0mの見通し距離を確保するには右側自動車の交差地

点から手前 3.0m まで車両先端が近づく必要があり，右側自動車の速度を考慮すると交差地点と

その手前から 3.0m の間で２段停止を行い右側自動車の安全確認を行わないと衝突する可能性が

高い．また，No.2 交差点のように左右の見通し距離が極端に異なる場合は，見通しの悪い右側

に注意が集中して，左側の確認が不足し左側からの自転車や自動車への衝突も多くなる可能性

がある．このような個々の交差点形状から見通し距離を考慮した一時停止交差点での停止位置

と見通しの左右確認を行うといった複雑な運転行動を高齢ドライバが瞬時に判断して行動する

ことは，加齢による認知身体に衰えがみえるドライバにとっては，難しくなると思われる．そ

Fig.5-2 Visible range when approaching intersection 1 
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してこの二つの交差点を被験者 60歳以上のドライバ 15名と 60歳未満のドライバ 8名が走行し

た合計 54ケースの交差点通過行動を計測し分析した． 

 

Fig.5-3 Layout of stop sign intersection 2 

Fig.5-4 Visible range when approaching intersection 2 
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図5-5に示すように，No.1交差点を走行した時の詳細な交差点通過行動を表すグラフを作成し

た．このグラフは，一時停止線を基準とした車両先端位置の距離をX軸にとり，図5-2と同じように，

交差自動車と交差自転車の左右の見通し距離をY軸にとり，左右自転車と左右自動車の交差車

線（No.1交差点は交差角度が若干傾いているため，車線が斜めに交差している．）と走行車両の

速度，ドライバの顔向きタイミングによる左右確認，ブレーキの構えを示す右足の位置（アクセル

ペダルON，アクセルペダルとブレーキペダルの間，ブレーキペダルの上，ブレーキペダルON，

の4段階表示）を一時停止線からの距離基準で重ね書きして，交差点の通過行動を表している．

このグラフの例からこのドライバが停止線前50mで40ｋｍ/hから減速を開始し停止線手前2.0mで

一時停止し，その後7～2km/hで徐行しながら左側から左右に７回安全確認を行い，最終確認で

40から50mの見通し距離の交差車両を確認してから，自転車の交差ラインから加速して交差点を

通過しており，右足の位置はアクセルペダルとブレーキペダルを３往復して徐行しており，模範的

な運転をしていると考えられる． 

 

 

Fig.5-5 Driving activity profile by distance at intersection 1 
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図5-6は図5-5を基に走行車速からX軸を距離から時間に変換して，個々の見通し距離と左右

自転車と左右自動車の交差車線の通過時間と車両の速度，ドライバの顔向きタイミングによる左

右確認，ブレーキの構えを示す右足の位置を一時停止線からの時間基準で重ね書きして，交差

点の通過行動を表している．時間軸で運転行動を観察することにより，このドライバが一時停止後

交差点進入まで約10秒かけて8回の左右確認を１回当たり0.5から1.0秒の確認時間で見通し距

離における安全確認を行っており，ドライバの運転行動の忙しさが分かり，安全確認の余裕時間

も理解しやすくなる．この図を基に交差車両との衝突余裕時間を算出した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5-6 Driving activity profile by time history at intersection 1 
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５.３ 実験結果 

 

5.3.1 一時停止行動の解析 

一時停止交差点における停止及び徐行の回数を調べた．ここでは速度が0.1km/h未満を停止，徐

行を 3km/h未満と定義した．その結果を図 5-7に，一時停止交差点における停止及び徐行の回数

として，徐行せず通過，徐行1回，徐行2回，徐行3回，徐行4回，停止と徐行の回数で，停止

1回，停止 1回と徐行 1回，停止 1回と徐行 2回，停止 1回と徐行 3回の合計９パターンに分類

し，交差点別に頻度を示す．停止又は徐行行動の回数は，見通しの悪い No.2の交差点では No.1

の交差点より一回以上回数が多いことが分かった．そして見通しの良い交差点 No.1 で停止行動

が多い．また交差点 No.1 では停止徐行無しの通過行動も見られるが，一般的に知られている一

時停止線無視の停止行動の多さ（６４）に比べて，一時停止線手前で停止がしっかりと行われてい

る．これは，第２章で述べた，このＤＳ特有の現象で停止線までの距離感でブレーキタイミン

グが早くなり，体感減速度不足で強くブレーキを踏んでしまうため，停止線手前で停止してい

ると思われる．同様に，図5-8に停止線に対する1回目の停止位置又は1回目の徐行の最低車速

位置の頻度分布を示す．停止線に対する 1 回目の停止及び徐行位置は，交差点の見通し距離に

よる差は無く，停止線手前で停止しているので，一時停止線を目標に停止行動をしていると考

えられる．しかし，図 5-9 に１回目を含めてすべての再確認停止及び再確認徐行時の最低車速

の位置を示す．一時停止後の再確認停止及び確認徐行位置は，交差点進入位置に対して行われ

ている．No.1交差点では，停止線から 11ｍの自転車交差車線（歩道）に，No.2交差点では停止

線から6ｍの交差点進入位置の自転車交差車線を目標に確認停止，徐行が行われていることが分

かる．また見通しの悪い No.2 の交差点では，交差点進入後にも確認停止及び徐行を行う行動が

見られる． 
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Fig.5-7 Distribution of stop maneuver at stop sign by each intersection  

Fig.5-8 Frequency distribution of distance of first stop or first lowest speed position 
by each intersection 
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図 5-10 に制動開始時の一時停止線からの距離とその時の速度の関係を示し，1.0m/s2，2.0m/s2，

3.0m/s2，4.0m/s2，の一定減速度で一時停止線に停止する仮想曲線と停止線までの距離をその時

の速度で割った，停止線までの仮想到達時間（TTS）が３秒の直線を重ねて表示した．その結果，

ドライバは 1.0m/s2前後の減速度で止まれるような速度で，また停止線までの仮想到達時間が 3

秒以上の余裕を持って制動を開始しており，60歳以上の高齢ドライバと 60歳未満のドライバの

停止行動に大きな差が無いことが分かった．しかし，60 歳以上のドライバの中には，数は少な

いが一時停止を見落として，制動開始が遅れて停止線到達時間が３秒以下で，減速度が 2.0m/s2，

4.0m/s2，の急制動するタイミングで制動を開始しているドライバや，ノーブレーキで停止線を

通過したドライバが見られた．従って，一部の運転能力の低下した高齢ドライバに対しては一

時停止交差点の見逃しに対する一時停止情報提供の支援や一時停止誘導支援が必要になると思

われる． 

 

 

Fig.5-9 Frequency distribution of distance of all stop or lowest speed positions from 
stop line by each intersection 
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5.3.2 左右確認行動の解析 

一時停止交差点において，一時停止する目的は交差車両を確認する時間と交差車両との衝突

を回避する時間余裕を得ることである．そこで左右の確認行動について調べた．図 5-11 に交差

点の遮蔽物による見通し距離の異なるNo.1交差点と No.2交差点での停止線から交差点進入（自

転車交差ライン位置）までの平均通過速度の頻度分布を比べた図を示す．この図から，見通し

の悪い No.2 交差点で交差車両確認のために累積頻度で約 4km/h ほど速度が遅くなっていること

が分かる．同様に，図 5-12に平均通過速度の頻度分布を 60歳未満のドライバと 60歳以上のド

ライバで比べた図を示す，60歳未満のドライバに比べて 60歳以上のドライバに通過速度が高い

ドライバがいることが分かる．さらに，図 5-13 に No.1 交差点と No.2 交差点の停止線から交差

点進入までの通過時間の頻度分布を示す．図から通過時間が２秒以下の 60 歳以上のドライバが

32％もいることが分かり，このドライバ達は交差車両の確認が時間的に少ないと思われる．そ

こで，図 5-14 に左右確認回数を，左右確認せず，左右のどちらか片側のみの確認，左右１往復

の確認，左右 2 往復の確認，左右 3 往復の確認，の５種類に分類した頻度割合を示す．この図

から，左右両方向の確認を一回，左右どちらか一方のみ確認，左右どちらも未確認，の左右確

認が不十分なドライバが，60歳未満の 26％にくらべ，60歳以上に 51％ものドライバがいること

が分かった．従って，60 歳以上の高齢ドライバの認知能力の衰えを考えると，一時停止交差点

における衝突事故リスクは非常に高くなると考えられる． 

Fig.5-10 Relationship of distance from stop line and vehicle speed at braking start 
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また，高齢ドライバの操作応答の遅れを考えると，それをカバーするには，交差車両との衝突

回避を予期したブレーキ作動の準備つまり，交差点通過中のブレーキオンや足の構えが重要に

なる．そこで，図 5-15 に交差点通過中のブレーキオンと足の構え（ブレーキペダル上）を加え

た時間の頻度分布を示す．その結果，60 歳以上のドライバの交差点通過行動では 35％がブレー

キを踏む準備をしていなかったことが分かった．つまり，高齢ドライバの一時停止交差点での

運転行動から，一時停止後の交差車両の確認不足と交差車両の存在予測の不足が，高齢ドライ

バの信号無し交差点での事故の多さに繋がっていると考えられる．従って，高齢ドライバは事

故直前の衝突回避能力の低下だけでなく，一時停止交差点における安全確認行動の不足が問題

となっている．この出会い頭事故を防ぐには，一時停止の誘導だけでなく，交差車両の確認と

発見後の回避準備の誘導や交差車両の警報支援が必要になると思われる． 

 

 

 

 

 

 

Fig.5-11 Frequency distribution of average speed from stop line to entrance of 
intersection by each intersection 
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Fig.5-12 Frequency distribution of average speed from stop line to entrance of 
intersection by age group 

Fig.5-13 Frequency distribution of time from stop line to entrance of 
intersection by age group 
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Fig.5-14 Frequency ratio of confirmation for crossing objects 

Fig.5-15 Frequency distribution of braking preparation time by age group 
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5.3.3 交差車両との衝突余裕時間 

60歳以上の高齢ドライバが 60歳未満のドライバに比べて，一時停止交差点での左右交差車両

の安全確認行動が不十分であることが分かったが，どの程度危険なのかが分かりくいので，一

時停止交差点での事故の発生リスク評価を行う手法を開発した．今までに，粕谷(３９)らは一時停

止交差点の衝突リスクを見通し距離と安全確認行動から衝突の可能性がある交差車両の速度が

速ければ，その速度の交差車両の存在を予測しているとして，衝突回避余裕が大きいという評

価手法を提案している．また，同じ考え方で平松（４０）らは衝突の可能性がある横断歩行者の飛

び出し時の歩行速度が速ければ，歩行者の急な飛び出しを予測しているとして，衝突リスクが

小さいという歩行者事故のリスク評価を提案している． 

自車両の運転行動が回避可能な交差対象速度，すなわちドライバが事故を回避するために，

予測している交差対象速度は，論理的なリスク評価として正しいが，運転行動リスクの指標と

しては運転行動をどう改善すれば，事故を防げるかが分かりにくい．そこで，平均的な運転操

作と交差車両速度を仮定して交差車両の左右確認タイミングから，回避可能限界の平均的な衝

突回避制動に対する余裕時間を求め，もし，平均的な回避操作に対する反応時間が何秒か遅れ

ても衝突を回避できるのかを時間として，出会い頭衝突余裕時間と定義して交差車両との衝突

リスクを評価する方法を開発した．その算出方法を次に示す． 

最初に，図 5-16 に示す停止可能速度曲線を求める．平均的なドライバの制動回避行動の速度

線図を求めるために，制動を意図した時の右足の位置からブレーキペダルの操作による減速度

の立ち上がりまでの時間を空走時間として，足がブレーキ位置に有る場合は空走時間を 0.3sec，

足がアクセル位置にある場合は空走時間を 0.8sec と仮定し，さらに一般ドライバの緊急制動の

制動減速度を5.0m/s2と仮定すると下記計算式（1）で制動距離：ｄに対する停止速度曲線：V(d)

が得られる． 

図 5-16 にそれぞれの交差車両に対して計算式（1）を用いて，自転車：Vb(d), 右側自動車：

Vvr(d), 左側自動車：Vvl(d)，を回避可能な交差車線位置で停止する衝突回避停止速度曲線を示

す．衝突回避可能停止速度曲線はドライバの右足の位置が変わると空想時間により空想距離が

V(d)= √2×d×G + G2× T2 -G×T ・・・・・・・・・(1)
Free running time[s] ：T.
Above brake pedal： T=0.3[sec]
Accelerator pedal on：T=0.8[sec]
Deceleration [m/s2]：G= 5.0[m/s2]
Speed of able to stop at crossing lane [m/s]：V
Running distance [m] ：d
Running time [s] ：ｔ

V(d)= √2×d×G + G2× T2 -G×T ・・・・・・・・・(1)
Free running time[s] ：T.
Above brake pedal： T=0.3[sec]
Accelerator pedal on：T=0.8[sec]
Deceleration [m/s2]：G= 5.0[m/s2]
Speed of able to stop at crossing lane [m/s]：V
Running distance [m] ：d
Running time [s] ：ｔ

V(d)= √2×d×G + G2× T2 -G×T ・・・・・・・・・(1)
Free running time[s] ：T.
Above brake pedal： T=0.3[sec]
Accelerator pedal on：T=0.8[sec]
Deceleration [m/s2]：G= 5.0[m/s2]
Speed of able to stop at crossing lane [m/s]：V
Running distance [m] ：d
Running time [s] ：ｔ
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変わるので，図5-16では一時停止線から約2mの地点で切り替わっている．また，自車の速度が

各交差車両の衝突回避可能停止速度曲線よりも大きい所では交差車線位置手前に止まれず，衝

突が回避できないことを表している． 

 

次に図 5-17 に図 5-5 と同様に自車両の速度を用いて距離軸から時間軸における車両の運動を

算出して，見通し距離と左右確認行動を示す．図 5-17 から自車の速度が各交差車両の衝突回避

可能停止速度曲線より小さく回避可能なタイミングを停止可能限界位置タイミング(自転車：

Tdb，右自動車：Tdvr，左自動車：Tdvl)と定義し，停止可能限界位置タイミング(Tdb，Tdvr，

Tdvl)よりも手前で，対象方向に顔を向けて安全確認をした確認タイミングを最終確認タイミン

グ（右自転車 Tdtbr，左自転車 Tdtbl，右自動車 Tdtvr，左自動車 Tdtvl）と定義して，最終確認

タイミング（Tdtbr，Tdtbl，Tdtvr，Tdtvl）の交差対象の見通し距離(右自転車Dbr, 左自転車Dbl, 

右自動車 Dvr, 左自動車 Dvl)を求める．但し，50ｍ以上の見通し距離については，すべて 50ｍと

した．つまり，交差点進入時に最後に左右確認した時の見通し距離を求めたことになる． 

Fig.5-16 Calculation of deceleration speed to avoid collision with crossing object 
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図 5-18 で最後に左右確認したタイミングから交差車両が自車両との交差地点に来るタイミン

グを算出する．図 5-17で求めた最終確認タイミング(Tdtbr, Tdtbl, Tdtvr, Tdtvl)での見通し距

離(Dbr, Dbl, Dvr, Dvl)で交差車両に気が付かないタイミングから，交差対象車両が一定の速度

で走行してくるとして，交差車両速度を自転車は Vb=20km/h，自動車は Vv=60km/h と仮定して，

最終確認タイミングから交差タイミングまでの交差位置到達時間(Tcbr，Tcbl，Tcvr，Tcvl)を式

(2)，(3)で算出した． 

 

 

 

 

Tcb=Db/Vb・・・・・・・・・・(2)
Tcv=Dv/Vv・・・・・・・・・・(3)
Bicycle：Vb=20km/h
Vehicle：Vv=60km/h

Fig.5-17 Calculation of last safety checking visible range of each crossing object  
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図 5-19に図 5-18で求めた最終確認タイミング(Tdtbr, Tdtbl, Tdtvr, Tdtvl)から求めた交差車

両の交差到達時間(Tcbr，Tcbl，Tcvr，Tcvl)と自車の各車両との交差位置通過時間(Ttb，Ttvr，

Ttvl)との差から，交差車両との衝突余裕時間(Tmbr，Tmbl，Tmvr，Tmvl)を求めた．式は下記

(4),(5),(6),(7)に示す． 

 

図5-19の場合の交差車両に対する衝突余裕時間は，右自動車のTmvr＝-0.559secは符合がマイ

ナスの為，最終確認後に右から 60km/h の速度で自動車が来た場合に衝突の可能性が高く，通過

速度を下げたり，停止時間を長くしたり，確認回数を増やしたりして，約 0.6 秒程度の確認余

裕時間を設ければ，60km/h で右から交差する車両との衝突を避けられる．また右から 20km/h で

進入してくる自転車に対しては，Tmbr＝1.832sec の衝突余裕時間がある為，アクセルペダルダ

ルを踏んだ状態からの制動反応時間 0.8secに加えて 1.8secの反応余裕があることになり，衝突

Tmbr= Tdtbr+Tcbr-Ttb・・・・・・・(4)
Tmbl= Tdtbl+Tcbl-Ttb・・・・・・・・(5)
Tmvr= Tdtvr+Tcvr-Ttvr・・・・・・・(6)
Tmvl= Tdtvl+Tcvl-Ttvl・・・・・・・・(7)

Fig.5-18 Calculation of crossing timing of each crossing object by last safety checking 
visible range 
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リスクをドライバの反応余裕として評価が可能になる． 

左側の車両については，最終確認タイミングが遅いため見通し距離も長く，左側自動車の衝

突余裕時間は Tmvl＝1.133sec，左側自転車は Tmbr＝8.2sec あり，見通し距離内で交差車両が存

在しなければ，交差車両との衝突は回避できる． 

 

 

 

5.3.4 交差点見通し距離と衝突余裕時間の関係 

前述の交差車両との衝突余裕時間を交差点の見通し距離の違いで比較した．図 5-20 は右側から

の自動車に対する衝突余裕時間の頻度分布割合と累積頻度割合を示す．衝突余裕時間がマイナ

スの場合，60km/h 以上で交差する自動車との衝突の可能性がある．その割合が，見通しの良い

No.1交差点の方が 48％と No.2の 39％より大きい．これは，見通しの良い No.1交差点で安全不

確認の人が多いためで，衝突余裕時間の分布については，あまり差は無い．つまり見通しの悪

さに対してドライバの確認行動が注意深くなり右側自動車への回避行動に対応していると考え

Fig.5-19 Calculation of time margin to collision with crossing object 
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られる． 

図 5-21 に右側自転車の衝突余裕時間の頻度分布割合と累積頻度割合を示す．見通しの非常に悪

い No.2交差点では，20km/h以上で交差する自転車に 42％の人が衝突する可能性があり，No.1交

差点の 26％にくらべて多く，衝突余裕時間も短いことが分かる．つまり，No.2 交差点の見通し

の悪さに対する安全確認行動が右側自転車に対して不足していると考えられる． 

 

 

 

Fig.5-20 Frequency distribution of time margin for collision with vehicle coming from right 
in accordance with difference in visible range 

Fig.5-21 Frequency distribution of time margin for collision with bicycle coming from 
right in accordance with difference in visible range 
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5.3.5 高齢ドライバと衝突余裕時間の関係 

交差車両との衝突余裕時間を 60歳以上と 60歳未満のドライバで比較した．図 5-22は右側か

ら来る自動車の衝突余裕時間の頻度分布割合と累積頻度割合を示す．さらに，図 5-23 は右側自

転車に対する衝突余裕時間の頻度分布割合と累積頻度割合を示す．見通しの悪い右側の交差車

両に対して，60 歳以上のドライバの 20％近くが右側の安全確認を行っておらず，右側からの交

差車両への衝突の可能性が 60歳未満の 20％程度に比べ，60歳以上のドライバでは，40～50％と

高いことが分かる．つまり高齢ドライバでは，見通しの悪い交差点で約半数のドライバが事故

を起こす可能性がある． 

さらに図 5-24 は見通しの良い左側自動車の衝突余裕時間の頻度分布割合と累積頻度割合を示

す．60 歳未満のドライバが一秒以上の余裕を持って安全確認を行っているのに対して，60 歳以

上のドライバは 22％が左側から 60km/h以上で交差する自動車に衝突する可能性があり，衝突余

裕時間が 1秒以下のドライバが 25％もいる． つまり，見通しの良い交差点でも，60歳未満の

ドライバに比べると 60歳以上のドライバは衝突余裕時間が１秒短い． 

このように，衝突回避行動と交差車両速度を規定し，見通し距離と通過時の左右確認行動から

求めた交差車両との衝突余裕時間を求めることによって，60 歳以上のドライバの安全確認行動

が不足していることを定量的に評価出来る．その結果，高齢ドライバは一時停止交差点の左右

確認の不足によって非高齢ドライバに比べ衝突余裕時間が 1 秒少なく，加齢による衝突回避能

力の低下だけでなく，一時停止交差点における左右確認行動のような予防安全運転行動も不足

していることが分かった． 
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Fig.5-22 Frequency distribution of time margin for collision with vehicle 
coming from right for elderly drivers 

Fig.5-23 Frequency distribution of time margin for collision bicycle 
coming from right for elderly drivers 
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５.４ まとめ 

 

ドライビングシミュレータを用いて，一時停止交差点における高齢ドライバの停止，

左右確認の運転行動を調査した結果，以下のことが分かった． 

１．ほとんどの停止行動は60歳以上の高齢ドライバと60歳未満の非高齢ドライバに大き

な違いはないが，一時停止の見落としや発見遅れによる一時不停止・ブレーキ開始遅れ

が，60歳以上の高齢ドライバに確認された． 

２．停止線付近での停止後，左右確認なし，又は 確認不十分（左右確認２往復未満）の

ままでの一気の加速通過が，60歳未満の非高齢ドライバでは26％ほどであったが，60歳

以上の高齢ドライバでは倍の51％もあり，高齢ドライバは確認行動が不十分． 

３．衝突回避行動と交差車両速度を規定し，見通し距離と通過時の左右確認行動から求

めた交差車両との衝突余裕時間によって，60歳以上の高齢ドライバの安全確認行動が不

足しており，60歳未満の非高齢ドライバに比べ，衝突余裕時間が１秒少ない． 

高齢ドライバは加齢による衝突回避能力の低下だけでなく，一時停止交差点における左右確

認行動のような予防安全運転行動も不足しているドライバがいることが分かった． 

 

Fig.5-24 Frequency distribution of time margin for collision with 
vehicle coming from left for elderly drivers 
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第６章 運転指導員の路上教習における高齢ドライバの 

市街地運転行動と身体・認知機能の関係解析 
 

６.１ 目的 

 

日本では，高齢者人口の増加により，高齢ドライバの自動車運転の機会が増え，高齢ド

ライバによる交通事故が増加し，交差点における出会い頭事故が多いので，第２章で開

発したＤＳを用いて，第５章で高齢ドライバの一時停止交差点での予防安全運転行動の

左右確認行動の評価指標を提案し，左右確認行動が不足している高齢ドライバが存在す

る可能性を示した． 

高齢ドライバの事故は，身体特性や認知機能などの人間特性の衰えと,運転時の危険な

場面を避ける予防安全運転行動の不足によって起こると考えられ，特に予防安全運転行

動に導く，運転支援や運転訓練を考える必要がある(４２)． 

そこで，ＤＳ用いて調べた高齢ドライバの一時停止交差点での左右確認行動の不足が，

実路走行においても同じかどうかを，運転行動を測定し確認する実験を行う．そのため

に，出会い頭事故の起きやすい一時停止線のある交差点を含む市街地を，自動車教習所

の運転指導員が助手席に同乗して，高齢ドライバに運転教示を行いながら走行し (４１)，

運転行動を測定した．そして各高齢ドライバの身体特性や認知機能と一時停止交差点で

の運転行動，教示頻度との関係を調べて，加齢による認知身体の衰えと予防安全運転行

動の間に関係性があるかを確認する． 

  

６.２ 実験方法 

 

6.2.1 被験者 

被験者は男女各 12 名，計 24 名の高齢ドライバを，4 名の運転指導員が助手席で，被験

者を指導した． 表 6-１に指導員と被験者の組み合わせを示す． 

被験者は名古屋近郊のドライバで，年齢は 50-59 歳７名，60-69 歳６名，70-79 歳 11 名

となっている．天候については，一部で雨の日もあったが，時間帯は午前 1回，午後 1回

で平日に計測を行った． 
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6.2.2 測定方法 

 図 6-1 に測定に使用した走行ルートを示す．そのコースは名古屋大学周辺の住宅街路の１周

回コース（交差点➄→➅→➈→➀→➃→➄）を 17〜30 分間，周回した時のデータを比較した．

その周回コースには，10 箇所の交差点があり，一時停止の交差点の左折が３箇所，一時停止の

交差点の直進が 2 箇所，カーブミラーのある一時停止無しの交差点の左折が 1 箇所，一時停止

無しの交差点の直進が 4 箇所でその内の 1 箇所は黄点滅信号交差点で，見通しの良くない一時

停止交差点が多い，一時停止無しの左折交差点と一時停止無しの直進交差点の 2 箇所に横断歩

道がある．走行路の半分は一方通行となっており，一方通行路とセンターライン無しの双方向

道路共に，道幅は狭く対向車や駐車車両，歩行者，自転車などの回避には徐行や回避余裕が必

要で，安全走行速度は 20㎞/h前後と低い．解析に用いた５カ所の一時停止交差点は同じように

見通しの悪い交差点であり，カーブミラーは無く交差角度も直角と変化はないが，いろんな環

境にも対応できる単純で同じ安全運転行動が高齢ドライバには必要と考え，環境を同じにした． 

被験者は運転指導員が助手席に同乗して，教習所内で運転練習を約 15 分行い車両に習

熟したのち，運転指導員がナビゲーション，補助ブレーキ操作を含む運転指導を行いな

がら，測定コースまで約 15 分の慣熟走行を行った後で計測を行った(４１).そして走行実験

の前に被験者ドライバに対して MMSE（Mini-Mental State Examination)と Trail-Making 

Table.6-1 Details of driving instructors and subjects 
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Test (TMT) Part A & B , 有効視野 UFOV（Driving Health Inventory の評価の中の Visual 

information processing speed のテスト)などの認知機能検査，さらに警察庁方式 CRT

運転適性検査器 (竹井機器工業(株)) を使用した運転適性検査を行い，路上教習との関係

を調べた(７)． 図 6-2に走行データの測定例を示す． GPS および加速度センサが内蔵され

た Yupiteru 社製のドライブレコーダ BU-DRHD421 を使用し，車両前方と車内ドライバを

撮影するカメラの映像を含めて常時記録した．  

被験者ドライバ・運転指導員に対しては，実験内容について事前 に説明を行い，インフォーム

ド・コンセントを得た．本実験 は名古屋大学未来社会創造機構の倫理審査によって承認を得て

実験を行った.  

 

 

 

 

Fig.6-1 Driving course of experiment 
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6.2.3 解析方法 

表 6-2にドライブレコーダの音声記録から運転指導員の運転教示内容について，指導員

が発言した言葉を書落とし，その時の時間，場所，状況と運転行動との発言タイミング

から教示のタイミングを事前，直前，操作中，直後，振り返りの５種類に分類した例を

示す．発言内容から教示の意図として，情報提供，注意喚起，運転教示，経路案内，交

差点通過行動への教示無しの５種類に分類し，さらに発言内容から運転行動の教示内容

として，確実な停止を指示，停止位置を停止線手前に指示，制動指示，左右確認指示，

徐行指示，左寄せ指示（キープレフト），発進許可指示，経路案内指示の 8種類に分類し，

これらの頻度を抽出した．  

さらに，図 6-2 のドライブレコーダのビュワーを用いて，一時停止交差点における左右確認

行動として，ドライバ映像の顔向きから一時停止交差点における左右確認回数 (Nclr) を求めた．

さらに図 6-3に示すように交差点進入タイミング (Tie) を前方画像のボンネットラインが交差

点のセンターマークに接するタイミングとした．この地点は交差点センターから約 2.5ｍ手前と

なり，5.0ｍ道路で交差車両が通過可能な交差点進入位置と考えることが出来る．一時停止タイ

ミングとして制動終了時間 (図 6-4 の Tbe)と交差点進入タイミングとの差を一時停止交差点に

おける左右確認時間(Tclr=Tbe-Tie)として求めた． 

Fig6-2 Example of driving-recorder viewer 
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Fig.6-3 Intersection entering timing (Tie) 

 

 

Table.6-2 Example of driving instruction analysis 
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図6-4にドライブレコーダのデータの解析例を示す．速度はGPS信号で算出した速度を用い，

加速度はドライブレコーダの加速度センサの値を用いた．GPS 信号による速度は，GPS 信号のサ

ンプリング周波数（約 1Hz）で１秒毎の GPS位置信号から算出するため，信号の受信遅れにより

１から 2 秒の応答遅れがあり，極低速の精度も低いため，速度ゼロは映像と加速度から停止の

判断を行い求めた．従って，GPS 信号による速度の応答遅れから加速度は図 6-4 の速度-時間グ

ラフの速度勾配と一致しない．加速度センサ信号には信号のドリフトと路面傾斜誤差が含まれ

るため，加速度を積分した速度を使わずに，平均加速度及び減速距離は，時間当たりの速度変

化によって算出した．一時停止交差点の見逃しなどがあると制動開始タイミング遅れるため，

先読み安全運転の指標として，制動開始タイミングの特性値として制動持続時間 (Tb=Tbe-Tbs) 

と制動減速度(Vbs-Vbe)から 1 回の制動当たりの平均減速度 (Gave=(Vbs-Vbe)/Tb) ，減速に要し

た制動距離 (Db=Tb*(Vbs+Vbe)/2) から制動開始時の制動停止余裕時間 (Tmb=Db/Vbs) を算出した．

さらに, 減速中の予期せぬ危険に対する急な追加制動や追従車両などの周辺車両への安全配慮

として，制動のスムーズさを表す指標を求めた．1回の制動当たりの最大減速度（Gmax）と平均

減速度（Gave）の比の一定減速度率  (Rg=Gmax/Gave) を算出した．そして左右確認行動として，

制動終了時間から交差点進入時間までを左右確認時間(Tclr=Tbe-Tie)と仮定して求め，ドライバ

映像から左右確認回数(Nclr)を読み取った．表 6-3に図 6-4の評価指標を算出した例を示す．こ

の評価指標と指導員の教示頻度とドライバの運転行動の関係を調べた．車両運動のデータはド

ライブレコーダの性能から実際の運動に比べて精度的に劣る可能性もあるが，指導員とドライ

バの相対的な比較は可能と考え，結果をまとめた． 

Fig.6-4 Example of the driving-recorder data analysis 
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６.３ 実験結果 

 

6.3.1 指導員の教示内容について 

  図 6-5は 24名の高齢ドライバの全走行における指導員の教示件数（3117件）の走行場

所の割合を示す．一時停止交差点の通過時に交差車両や歩行者への譲り合いなどがある

と，その遭遇頻度や相手の動きにより，個々の被験者の教示内容や運転行動が変化して，

左右確認時間などに大きく影響するので，この様な場面を除いた他車両との干渉が無い

状態の一時停止交差点（1004 件）について，教示と運転行動の分析を行った． 

 図6-6は分析に用いた一時停止交差点の教示意図の割合を示す．この中の運転教示に注目し，

各ドライバの中で運転教示回数の多いドライバの運転能力が低いと考えて，教示頻度と運転行

動，認知機能，身体特性との関係を調べた．また，図 6-7 は一時停止交差点での経路案内，情

報提供，注意喚起，運転教示，運転介入を含めて，指導員が教示した内容を分類したもので，

一時停止交差点では，確実な停止，停止線手前での停止，徐行発進からの左右確認が指導員か

らの多い教示となっている． 

 

 

Table.6-3 Example of driving behavior calculation of Fig.6-4 graph. 
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Fig.6-5 Distribution of driving situations where instruction was given (Total: 3117) 

 

Fig.6-6 Distribution of the intention of instructions given at stop sign intersections 
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6.3.2 運転教示頻度と運転行動の相関について 

 表 6-4に，各被験者の運転行動，認知機能試験および運転適性試験の運転指導頻度およ

び測定平均データを示す．この特性指標のデータに基づいて，一般的な相関分析に用い

る式(1)～(5)を用いて各指標間の相関係数を算出し，各特性指標の関係を調べた．人間行

動や人間特性などは，ばらつきが大きいために統計的に相関係数の有意な信頼度を得る

ことは，非常に多くの被験者やデータが必要になり，大変難しい．そこで，相関係数が

0.3 以上の場合，その指標に相関がある可能性があると仮定し，特性指標毎の傾向を調べ

た． 

 

 

 

 

 

 

Fig.6-7 Distribution of the types of driving maneuvers that warranted instructions 
at stop sign intersections 
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𝑛𝑛

    (2) 
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Table.6-4 Driving instruction frequency and all measured data of each subject 
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運転行動の評価指標として，制動開始速度(Vbs),1 回の制動当たりの最大減速度

(Gmax)と平均減速度(Gave)，制動のスムーズさを表す指標として平均減速度と最大減速

度の比の一定減速度率(Rg), 減速に要した制動距離(Db), 制動開始時の時間余裕(Tmb),制

動終了時間から交差点進入時間までの左右確認時間(Tclr)，左右確認回数(Nclr)，の８

指標の値と標準偏差に対する各ドライバの運転教示頻度の相関係数を表 6-5に示す． 

 

表 6-5 の項目毎の傾向を見てみると，一時停止交差点における教示頻度は,運転特性と相関の

ある項目があることが分かる．図 6-8 は教示頻度と制動初速度(Vbs)の散布図を示す．教示頻度

の多いドライバは制動初速度(Vbs)が低い傾向がある．図 6-9 は教示頻度と左右確認時間(Tclr)

の散布図を示す．教示頻度の多いと左右確認時間(Tclr)が長い傾向がある．これは，前述の指

導員の一時交差点での教示の確実な停止指示が制動初速度を下げ，停止線で停止した後に徐行

しながら左右確認の指示があるために，頻繁な教示によって左右確認の時間が長くなったと仮

定すると，指導員の運転教示頻度が多いドライバにその傾向が強く働いたための，運転教示の

効果と考えられる．また，教示頻度が多いと制動距離(Db)と，制動余裕時間(Tbm)が短くなり制

動タイミングが遅れる傾向がある．図 6-10 に教示頻度と平均加速度(Gave)と最大加速度(Gmax)

の比率(Rg)の散布図を示す．教示頻度が多いと加速度の平均と最大の比率(Rg)が大きくスムー

ズな制動が行われない傾向がある．各運転行動の標準偏差(Standard deviation)も大きいドライ

バは指導員の教示が多い傾向があり，指導員がこのような運転行動から運転能力の低さを感じ

て，教示が多くなっている可能性がある． 

Table.6-5 Correlation coefficient of instruction frequency and driving behavior 
(mean values and standard deviations) 
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Fig.6-8 Correlation of instruction frequency and braking start speed 

Fig.6-9 Correlation of instruction frequency and left and right checking time  
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6.3.3 認知機能及び視覚能力と運転教示頻度，運転特性との相関について 

表 6-6に運転教示頻度，運転特性と認知機能検査テストと，視力との相関係数を示す．

この表から有効視野 UFOV の評価が良くないドライバの教示頻度が多くなっていることが

分かる．図 6-11に教示頻度と有効視野 UFOV の散布図を示す． DHIの UFOV 課題の値の時

間 (ms) は視野中心の刺激が正解した上で，周辺刺激位置の正答率が 75%以上の刺激提示

時間の最小値を示す．図 6-11 の UFOV 測定値は，最小表示間隔が 100ms であったため，

100ms 未満の応答の評価は出来なかった．従って 100ms のデータが重なっており，データ

の回帰直線を得るには無理がある．そこで，図 6-12 に 100ms のデータを除いた回帰直線

を示す． データの数は減少しているが，教示頻度の多い被験者の UFOV が良くない傾向が

見られる．指導員は交通環境の認識能力の低い被験者に適応して指導を与えたと考えら

れる．また視力についても視力の弱いドライバの教示頻度が多くなっている．これから

指導員がドライバの周辺環境認識及び情報処理能力に応じて，教示を増やしている可能

性が考えられる．その他の認知機能検査については，運転特性の項目と相関が見られた．

図 6-13 に MMSE と左右確認時間の散布図を示す．MMSE の点数が低いと左右確認時間が少

ない傾向があり，表 6-6 から MMSE の点数が低いと確認回数も少ない傾向で不安全傾向に

なっており，一定減速度率は大きく，運転操作が良くない傾向が見られる．また TMT−Aの

Fig.6-10 Correlation of instruction frequency and ratio of max and 
average deceleration 
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認知機能が低いと制動距離や制動余裕時間が少ない傾向が見られる．つまり，認知機能

の低下が運転行動として，不安全側で運転が下手な傾向になっていると考えられる．ま

た，視力が良いと制動初速度が高く，制動距離や制動余裕時間も長くなっており，知覚

能力に対応した運転になっていると思われる． 

 

 

Table.6-6 Correlation coefficient of instruction frequency, driving behavior, cognition 
scores and eyesight scores  

 

Fig.6-11 Correlation of instruction frequency and UFOV test score  
UFOV: Useful Field of View 
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Fig.6-13 Correlation of MMSE (Mini-Mental State Examination) score and left 
and right checking time 

Fig.6-12 Correlation of instruction frequency and UFOV test score 
(Excluding data of 100ms) 
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6.3.4 CRT 運転適性検査結果と運転教示頻度，運転特性との相関について 

表 6-7に教示頻度，運転特性と認知機能検査テストと CRT運転適性検査結果との相関係

数を示す．CRT 運転適性検査の中から反射神経系の反応時間に注目した項目との相関を調

べた．緊急時反応はディスプレイの赤丸表示出現時にペダルオフ反応，緊急時反応の反

応時間のバラツキ（100×標準偏差/平均），アクセルペダル反応はディスプレイの青丸表

示時にペダルオンで赤丸表示出現時にペダルオフ反応，アクセル反応時間のバラツキ

（100×標準偏差/平均），総合評価（主な４項目の相対的評価の合計点の相対的評価で 3

点が平均）この５項目について，運転特性との関係を調べた．図 6-14 に指導員の教示頻

度とアクセルペダル反応の散布図を示す．教示頻度が多いとアクセルペダル反応が遅い

傾向があり，緊急時反応のばらつきも大きい（表 6-7）傾向が見られた．指導員がこれら

の認知身体機能の衰えに対応したのかもしれない．図 6-15 に緊急時反応と左右確認回数

の散布図を示す．緊急時反応が遅いドライバの左右確認回数が少ない傾向があり，左右

確認時間も（表 6-7）少ない傾向がある．これは，運転動作の遅さが一時停止交差点での

左右確認動作の不足に関係している可能性が考えられる．図 6-16 に総合評価の点数と減

速度の最大と平均の比率の散布図を示す．総合評価の点数が良いドライバは減速度の最

大と平均の比率が小さく，スムーズな制動を行っている傾向があり，表 6-7から制動初速

度も高く，平均減速度が大きい傾向が見られる．運転が上手く運転適性の高いドライバ

の運転が過信した運転になっているのかもしれない．第３章と第４章で述べた高齢ドラ

イバの認知身体特性の衰えと思われる事故直前の衝突回避の能力の低下と運転適性検査

の中の反射神経系の反応時間は対応すると考えられ，認知身体特性の衰えを安全運転行

動がどう補うことが出来るかどうかが重要になると思われる． 
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Table.6-7 Correlation coefficient of instruction frequency, driving behavior and CRT 
driving aptitude test scores 

Fig.6-14 Correlation of instruction frequency and accelerator pedal response 
time in CRT driving aptitude tests 
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Fig.6-15 Correlation of CRT emergency response time and number of 
left and right checks 

Fig.6-16 Correlation of CRT overall evaluation score and ratio of max 
and average deceleration 
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６.４ まとめ 

 

第５章のＤＳによる一時停止交差点での高齢ドライバの左右確認行動に問題があるこ

とが分ったので，実走行における一時停止交差点における行動を確認するために，自動

車教習所の運転指導員が助手席に同乗して，高齢ドライバに運転教示を行い，一時停止

交差点での教示頻度と一時停止時の運転行動を用いて，認知・身体特性との関係を分析

した． 

その結果次のことが分かった． 

指導員の一時停止交差点での教示は停止線手前での確実な停止からの最徐行による左

右確認の指示が多く，運転教示を多く受けたドライバは，走行速度が低く，左右確認の

ための交差点進入時間が長くなり，左右確認回数も多くなり，教示の効果があったと考

えられる． 

高齢ドライバの認知，身体特性と運転教示頻度及び運転行動との相関について，運転

教示を多く受けたドライバは，有効視野(UFOV)課題成績から周辺刺激への反応が低い傾

向，認知機能の低下が見られるドライバ（MMSE 点数低，TMT−A 大，TMT−B 大）は左右確認

の回数や確認時間が少なく，ブレーキの開始が遅く，一定減速度のスムーズな制動が出

来ずに，運転行動のばらつきが大きい傾向がある． 

認知身体特性の衰えが見えるドライバの安全運転行動が不足する傾向があり，認知身

体特性と安全運転行動が関係している可能性があるかもしれない． 

以上の結果から，教習所指導員は，被教習者の能力を判断し，それに応じた，運転教

示を行っており，教示により一時停止の確実性と左右確認行動の改善があったと考えら

れる． 

ドライブレコーダによる高齢ドライバの運転行動と指導員の教示頻度の関係から，一

時停止交差点での左右確認時間と左右確認回数の教示システムが高齢ドライバへ有効で

あり，安全運転行動の評価指標の一つと考えられる．また，一回の制動の平均減速度と

最大減速度の比の一定減速度率と制動距離及び制動余裕時間が運転の巧さの評価指標に

なると考えられる． 
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第７章 ドライブレコーダによる高齢ドライバの運転行動 
評価の検討 

 
７.１ 目的 

第６章で一時停止交差点での運転行動と認知身体特性との関係を調べ(７)，加齢による

認知身体特性の衰えが安全運転行動に影響している可能性が出て来たので，第６章で検

討した市販のドライブレコーダで計測された一時停止交差点での減速停止と左右確認行

動から，運転指導員の運転を模範として，高齢ドライバを含む運転者の安全運転行動を

評価する方法と評価基準を提案する．そしてその評価法を用いて，個々の高齢ドライバ

が認知身体能力の衰えを認識し，事故を防ぐための安全運転を行っているかに注目して，

運転行動と認知身体能力の低下との関係を考察する． 

 

７.２ 実験方法 

 

7.2.1 被験者 

表 7-1 に被験者と走行の概要を示す．第６章の被験者 70 歳代 11 名（男 6，女 5），60

歳代 6名（男 2，女 4），50歳代 8名（男 5，女 3），と新たに若者の代表としてこのプロ

ジェクトの関係者 28～37 歳 6 名（男 4，女 2）と，模範運転として 44～50 歳の自動車教

習所の運転指導員 4 名（男 4）を加えた，計 35 名の運転を調べた．試験コースは第６章

と同じ市街地周回コースを 17 分～57 分で 5～18 回を周回(表 7-1)した．第６章で使用し

た同じドライブレコーダのデータを用いて，その中の一時停止交差点の減速停止と安全

確認の行動のみを抽出した．さらに一時停止交差点で交差車両や歩行者への譲り合いな

どの運転行動への干渉が有った場合を除いた．表 7-1 に示すように，一人当たり 18～80

回の他車両の干渉のない一時停止交差点における減速停止と左右確認行動のデータを用

いて解析を行った． 
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Table.9-1 Details of driving instructors and subjects. 
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7.2.2 測定方法 

走行ルートは，第 6 章と同じ名古屋大学周辺の住宅街路の周回コースを 17〜57 分間，

周回した時のデータを比較した．被験者は運転指導員が助手席に同乗して，運転練習を

行い車両に習熟したのち，運転指導員がナビゲーション，補助ブレーキ操作介入を含む

運転指導を行いながら，公道での実験走行を行った．(４１) 高齢ドライバの認知身体能力

の衰えと安全運転行動の関係から，個々の高齢ドライバの事故リスクの評価の可能性を

調べるために認知身体特性として，被験者番号 1～25 番(19 は除く)のドライバに対して

は，MMSE(Mini-Mental State Examination)と Trail-Making Test (TMT) Part A & B，有

効視野 UFOV(Driving Health Inventory  (DHI)中の“Visual information processing 

speed”課題)等の認知機能検査，さらに警察庁方式 CRT 運転適性検査器 (竹井機器工業

(株)) を使用した運転適性検査を行い，アンケートとして運転スタイルチェックシート 

(DSQ)(４３)などの 5 種を実施して，この認知身体特性の加齢による低下を認知身体能力の

衰えとして運転行動との関係を調べた．(４２) 走行データの測定は，GPSおよび加速度セン

サが内蔵された Yupiteru 社製の市販ドライブレコーダ BU-DRHD421 を使用した．車両前

方と車内ドライバを撮影するカメラの映像を含めて常時記録した．  

被験者ドライバ・運転指導員に対しては，実験内容について事前に説明を行い，インフ

ォームド・コンセントを得た．本実験 は名古屋大学未来社会創造機構の倫理審査によっ

て承認を得て実験を行った． 

 

7.2.3 解析方法 

第６章の解析方法と運転行動特性指標を用いて，前述の表 7-1 の一人当たり 18～80 回

の他車両などの干渉のない一時停止交差点における減速停止と左右確認行動データの平

均値を各ドライバの評価指標として，40～50 歳の指導員の模範運転と 30 歳前後のプロジ

ェクトスタッフと 50～79 歳の被験者の一時停止交差点の運転行動として，制動開始タイ

ミングの指標と制動のスムーズさを示す一定の減速度比率と安全な左右確認行動の指標

の３指標を比較し，個々の高齢ドライバの認知身体能力の衰えと安全運転行動の関係か

ら，事故リスクを考察した． 
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７.３ 実験結果 

 

7.3.1 一時停止前の制動開始タイミングについて 

図 7-1に制動開始タイミングを表す，制動距離（一時停止位置前の制動開始距離）と制

動開始時の速度との関係を，各ドライバ（図中の番号は表 7-1の被験者番号を示す）の制

動開始距離と制動開始速度の平均値をプロットした図で示す．図 7-1から一時停止におけ

る減速行動は平均減速度（Gave）1.0m/s2 前後での減速に合わせた制動開始タイミングで

減速していると考えられ，車両速度 6m/s (21.6km/h) 程度で制動停止余裕時間 (Tbm) 

2.5sec，制動終了地点への到達 2.5 秒前に制動を開始している．指導員はやや高めの平均

減速度（被験者番号 26，28，29）と低めの減速度（被験者番号 27）の指導員がいる． 

図 7-2は，一時停止標識のある交差点で一時停止する為に，どの程度余裕を持って制動

を開始したかを示す制動停止余裕時間 (Tbm) と年齢の関係を示す．指導員は，2.2sec以

上の制動余裕時間で制動を開始しており，高齢ドライバは余裕時間が短いドライバと長

いドライバにばらついており，特に最高齢の 79 歳の女性ドライバ（被験者番号 1）の時

間余裕は長い．被験者番号 3,7,15,17,19,32は余裕時間が短い． 

Fig.7-1 Relationship of braking distance and braking start speed 
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図 7-3 は平均減速度 (Gave) を年齢との関係で示す．特に年齢による傾向は見られず，

指導員は平均減速度が 1.4m/s2 以下の減速度で制動しており，被験者番号 3,17,19,30 の

制動減速度は他の被験者に比べ高い．被験者番号 1 の最高齢 79 歳のドライバは余裕を持

って小さい減速度で早めに制動を開始している． 

 

Fig.7-2 Relationship of age and time margin of braking 

Fig.7-3 Relationship of age and braking average deceleration 
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7.3.2 一定の減速度を維持した制動について 

上手な安全運転として急なブレーキ操作を行わず，一定の減速度で意図した位置に停

止することが，追従車両を含む周辺車両への安全配慮となると考えられる．そこで図 7-4

に平均減速度（Gave）と最大減速度 (Gmax)の関係を示す．平均減速度（Gave）に対する

最大減速度 (Gmax) の一定減速度比率 (Rg=Gmax / Gave) が 1.5倍前後に分布している．

特に指導員は 1.5倍以下でブレーキを制御している． 

 

図 7-5 に平均減速度 (Gave) に対する最大減速度 (Gmax) の一定減速度比率 (Rg=Gmax 

/Gave) を年齢との関係で示す．特に年齢による傾向は見られないが，指導員が一定減速

度比率(Rg=Gmax/Gave) 1.5 以下のスムーズな減速を行っていることが分かる．また全体

的に女性ドライバと若いドライバにスムーズなブレーキ制御が出来ていないことが分か

る．特に被験者番号 2,6,10,20,31,34のドライバは，ぎくしゃくした荒いブレーキ操作で

ある． 

 

 

Fig.7-4 Relationship of braking average deceleration and braking max deceleration 
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7.3.3 一時停止交差点における左右確認行動について 

 高齢ドライバにとって，事故リスクの高い一時停止交差点における出会い頭事故を防

ぐ重要な左右確認行動の左右確認回数と確認時間の関係を図 7-6に示す．図 7-6から，左

右確認回数が多くなると必然的に確認時間も多くなるが，個々のドライバによって大き

な差があることが分かる．また指導員は多くの確認回数を一回当たりの確認時間を短く

して，左右を出来るだけ同時に確認しようとしていると考えられる． 

図 7-7 に左右確認回数 (Nclr) と年齢の関係を示す．図 7-7ではプロジェクトスタッフ

Fig.7-5 Relationship of age and ratio of max and average deceleration 

Fig.7-6 Relationship of checking number and checking time 
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の 4 名の若いドライバと指導員の左右確認回数が 5～6 回と多いため，年齢が高くなると

確認回数が少なくなるように見えるが，被験者番号 33 と 30 の 30 歳代にも左右確認回数

の少ないドライバがいるため，年齢の影響だけではないと思われる． 

一時停止交差点での安全確認行動の安全性を定量的に評価するには，第５章に示した，

交差点形状に合わせて左右確認タイミングでの見通し距離を評価する必要があるが，そ

のためには詳細な交差点の地図データと車両の進入に合わせた左右確認タイミングのデ

ータが必要になり，市販のドライブレコーダの計測では困難と考えられる．また認知身

体能力の衰えた高齢ドライバにとって，交差点の見通しに臨機応変に対応して安全確認

を省略するのは，事故リスクが高いと考えられる．そこで，見通し環境に影響されずに

見通しの悪い場面における指導員の左右確認行動を単純なワンパターンの行動基準とす

れば，高齢ドライバに分かりやすい基準になると思われる．そこで指導員の回数から，

最低でも左右 4 回（2 往復），安全確認としては左右 6 回（3 往復）が見通しの悪い交差

点の左右確認として望ましいと考えられる．被験者番号 1,2,3,4,8,9,14,16,21,23,30,33

のドライバは左右確認の回数が不十分であり，人数的には比較的多く，特に 70 歳代の高

齢ドライバが多くなっている． 

 

 

 

Fig.7-7 Relationship of age and number of left and right check 
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図 7-8 に一時停止後，交差点進入までの左右確認時間 (Tclr) を年齢別に示す．指導員

の左右確認時間から，4 秒以上が望ましく，3 秒以下は確認時間が不十分と考えられる．

特に被験者番号 4,9,14,16,30，確認時間 2 秒以下のドライバは確実な一時停止を行って

いない場合があった．また 70 歳代のドライバに左右確認時間の長いドライバが比較的多

い． 

 

 

 

 

図 7-9 に左右確認の一回当たりの確認時間 (Tmlrco=Tclr/Nclr) と年齢の関係を示す．

図 7-9 から指導員が一回の確認当たり 0.8 秒で 5～6 回の確認を行っており，短時間に左

右を確認しないと，片側を注視している間に反対側からの交差車両が来る可能性があり，

出会い頭の衝突のリスクを低減していることが分かる．これに対して，70 歳代のドライ

バの一回当たりの確認時間が長く認知時間の衰えの可能性がある．しかし，ドライバ映

像で左右確認の様子を観察すると指導員や若いドライバの首振りの速度が 70 歳代のドラ

イバに比べて速いため，認知機能だけでなく首振りの運動能力の低下の可能性が考えら

れる．最高齢の 79 歳の女性ドライバは左右確認時間の長さからしっかりと確認しようと

Fig.7-8 Relationship of age and left and right checking time 
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いう意識は感じられるので，何らかの左右の首振りと認知機能の訓練による支援で改善

できるのではなかと思われる．一時停止時の左右確認行動として，被験者番号 30 の若い

37 歳の女性ドライバと被験者番号 4,14,16 の 76 歳，67 歳と 65 歳の女性ドライバと被験

者番号 13の 68歳男性ドライバは一時停止交差点における出会い頭事故リスクが高い可能

性がある． 

 

 

 

 

 

７.４ 考察 

 

7.4.1 一時停止時の運転行動評価と認知機能や緊急時反応及び運転への 

自信との関係 

身体認知機能と運転適性及びアンケートの調査を行った被験者番号1～25番(19は除く)

の 50～79歳のドライバについて，運転行動との関係を調べた．図 7-10に，認知機能の特

性として，比較的年齢との相関がみられた Trail-Making Test Part B（TMT-B の時間が

長いと認知機能が低下と推定）と左右確認時間 (Tclr) の関係を示す．TMT-Bの値につい

ては，機能障害として色々な評価基準があるが，55-64 歳の健常者平均が 83.3sec とい

Fig.7-9 Relationship of age and checking mean time per one check 
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う例(４４)を参考にすると認知機能の衰えが見える被験者番号 1,5 の 79 歳と 75 歳の女性ド

ライバは，認知能力の衰えが見えるが，左右確認時間が長いため運転行動で事故リスク

を補う可能性がある．逆に被験者番号 4,14,16の 76歳，67歳と 65歳の女性ドライバと被

験者番号 9 の 70 歳の男性ドライバは，若干の認知機能の衰えがあるにも関わらず左右確

認時間が非常に少なく，出会い頭事故のリスクが大きい可能性がある．高齢ドライバに

認知機能の衰えを自覚させて，安全運転行動の改善に導く支援が役に立つと思われる． 

 

 

CRT 運転適性検査器で得られた運転適性検査の中で，比較的年齢との相関がみられた緊

急時の反応時間と左右確認回数との関係を図 7-11 に示す．60-69 歳の平均反応時間が

339ms(４５)という評価基準から女性ドライバに緊急反応が遅れる傾向が見られる．被験者

番号 12の 68歳の女性ドライバは，緊急反応が遅れているが，左右確認回数が多いため交

差車両の発見が早くなり緊急反応の遅れを補い，事故リスクを低減する可能性がある．

逆に被験者番号 4,14,16 の 76 歳，67 歳と 65 歳の女性ドライバと被験者番号 3,9 の 77 歳

と 70 歳の男性ドライバは緊急反応が遅いにも関わらず，左右確認回数が少なく，出会い

頭事故リスクが高い可能性がある．  

 

Fig.7-10 Relationship of Trail-Making Test Part B (TMT-B) and checking time  



第７章 ドライブレコーダによる高齢ドライバの運転行動評価の検討 

- 135 - 
 

 

運転に関するアンケートの中から，運転スキルへの自信と左右確認回数の関係を図 7-

12 に示す．運転スキルへの自信のあるドライバは男性の方が多い．左右確認回数の少な

い被験者番号 9,21 の 70 歳と 55 歳男性ドライバは運転に自信があり，被験者番号 14,16

の 67歳と 65歳女性ドライバは運転に自信がない．運転に自信のないドライバは，素直に

一時停止支援などに従う可能性があり，自信のあるドライバは支援に対する受容性が低

くなる可能性があると思われる． 

Fig.7-12 Relationship of confidence in driving skills and number of left and right check  

Fig.7-11 Relationship of emergency response time and number of left and right check  
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７.５ まとめ 

 

高齢ドライバに認知身体能力の衰えを自覚させて，安全運転行動を改善させることに

より，事故リスクを低減することを目標にして，高齢ドライバの一時停止交差点での安

全運転行動を市販のドライブレコーダで計測し，評価する指標と基準を検討した．模範

運転として自動車教習所の運転指導員 4 名を含む，28 歳から 79 歳の計 35 名のドライバ

に一時停止交差点が多い市街地を運転してもらい，市販のドライブレコーダを用いて運

転行動を計測した．その結果から安全運転行動の評価指標として一時停止交差点での減

速開始タイミングを表す平均減速度とスムーズな減速を表す一定減速度比率，そして安

全確認を表す左右確認時間と左右確認回数，の評価基準を指導員の模範運転を基に提案

した．ドラブレコーダの記録をフィードバックして高齢ドライバを安全運転に誘導する

安全運転行動目標として， 

一時停止交差点での減速開始タイミングは，停止までの平均減速度 (Gave) が 1.4m/s2

以下になるタイミングで，車両速度 6m/s (21.6km/h) 程度の時，制動停止余裕時間 (Tbm)  

2.2sec 以上で，制動を開始するが良い． 

急な制動を避けてスムーズな減速をするには，最大と平均減速度の比率の一定減速度

比率(Rg=Gmax/Gave) は 1.5以下が良い． 

安全確認を表す左右確認回数 (Nclr) は 5～6回以上，一時停止から交差点進入までの

左右確認時間 (Tclr) は 4秒以上が良い． 

この運転行動と高齢ドライバの認知身体能力の関係から，認知身体能力の衰えに対し

て，安全運転行動を行っているドライバと安全運転行動を行っていないドライバがおり，

年齢による認知身体能力や運転適性能力の衰えに対して，安全運転行動で事故リスクを

補うために，ドライブレコーダによる運転行動評価を行い，安全運転行動の改善を支援

することにより，高齢ドライバの出会い頭事故リスクを低減する可能性があると思われ

る．  
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第８章 結 論 

 

８.１ 各章の結果と結論 

 日本の超高齢化社会に向けた，高齢ドライバのモビリティ問題は大きな課題とし

て，早急な対策が叫ばれている．公共機関を含めた高齢者のモビリティを活用した，

健康寿命の延伸に向けた活動が必要であり，その中で高齢ドライバの運転寿命の延伸

に取り組んでいる．しかし，交通事故死傷者は減少してきているが，人口の高齢化に

より高齢ドライバの事故割合が増加している．従って，高齢ドライバ特有の身体的衰

えに対応した支援システムや運転行動改善訓練などの対策が急務となっている．そこ

で，高齢ドライバの身体的衰えによる運転能力の低下と安全運転行動がどのように

交通事故に影響を及ぼすかを明らかにして，高齢ドライバの事故を防止する方法

を開発する必要がある． 

第１章では，高齢ドライバの運転の必要性や本研究の課題，目的，研究の概要につい

て述べた．特に高齢ドライバの交通事故について交通事故統計から，高齢ドライバの事

故形態は，出会い頭，追突，歩行者，右折事故の順に多く，追突以外の事故形態の割合

が非高齢者より多くなっている．また事故時の法令違反は，安全不確認，脇見，動静不

注視，運転操作不適，漫然運転，一時不停止の順に多く，非高齢者より安全不確認，運

転操作不適，一時不停止の違反割合が多い．運転寿命延伸のためには，高齢ドライバの

事故を防ぐ運転支援システム等が必要であることを述べた． 

第２章で，高齢ドライバの交通事故の原因は，認知身体能力の衰えによる運転ミス，もし

くは事故場面への遭遇リスクを低減する予防安全運転行動の不足と考えられるので，その事

故要因を分析するためには事故場面における事故を再現する実験が可能な，ドライビングシ

ミュレータ（ＤＳ）が必要になる．しかし，通常のＤＳで事故直前の臨場感や現実感を被験

者に与える事は難しく，没入感のあるシミュレータでは，特に高齢者はシミュレータ酔いを

起こしやすいという問題が有った．そこで，運転時の臨場感があり，シミュレータ酔いを起

きにくくするために，模擬運転装置付きの実車両を搭載し，全周囲の映像と体感加速度を模

擬する装置を備えた，被験者に模擬運転であることを極力感じさせない，限りなく実走
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行に近い試験環境が模擬可能なＤＳを開発した．開発したシミュレータは，最大加速度 0.5

Ｇで横 20ｍ，前後 35ｍの水平移動と±25°の傾斜角により車両の体感加速度を模擬して，通

常走行の加速減速における臨場感を再現した．また高齢ドライバ多い出会い頭事故環境の市

街地交差点走行の違和感を低減し右左折時の酔いを低減するために，映像ドーム内の回転角

±330°ターンテーブルにより，旋回時のヨー運動を模擬した．運転時の視野模擬は 360°の

全周囲に８台のプロジェクタで投影し没入感のある視界を模擬した．この開発過程で，減速

停止において，加速度模擬の大きさを変えて，制動行動を実路の運転行動と比較したところ

車両の加速度模擬を大きくして実加速度に近づけると実路の制動行動に近くなり，加速度模

擬量が制動操作に影響していることを示した．また，制動開始判断に影響する，停止目標

に対する距離感を実路と比較した結果，開発したＤＳでは１００ｍの距離で２０ｍ以上

近く感じるため，停止行動の開始が早くなっており，ＤＳの画像の解像度を改善すると

その違いが少なくなったので，制動開始の距離感が画像の解像度に影響されることが分

かった．さらに体感模擬手法の前後加速度を前後の傾斜角で模擬する方法について，傾

斜角加速度と前庭器官による動眼反射が酔いの原因と考えて，傾斜角加速度の量を変化

させて，酔いを比べたところ傾斜角加速度が小さいほうが，酔いが少なくなることが分

かった．ドライバの運転時の多種多様な運転感覚の複雑さの知見を織り込みながら調整を行

った結果，小型のシミュレータでは再現できない制動停止行動や臨場感のある衝突回避が可

能になり，シミュレータ酔いの起こりやすい市街地交差点での加速減速，右左折における酔

いを市街地30分走行の完走率で50％から75％に改善し，高齢被験者の測定歩留まりを改善す

る事が出来た．  

開発したＤＳを用いて，第３，４，５章で，高齢ドライバの事故は，加齢による認知

身体特性の衰えによる運転能力の低下，もしくは高齢ドライバの予防安全運転行動の不

足が原因と考えて，どちらが主原因かを調べるために，高齢ドライバが事故に至る経緯

を調べる実験と予防安全運転行動を調べる実験を行った．高齢ドライバに多い事故形態

の出会い頭事故，追突事故，歩行者事故，右折事故の中で，事故に至る経緯は事故発生

場面の模擬が比較的容易な追突事故（第３章）と右折事故（第４章）を実験し，予防安

全運転行動は出会い頭事故を想定した一時停止交差点での運転行動（第５章）を調べた． 
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第３章では，追従走行中のわき見状態で，前方車両の急減速，停止に対する追突警報時の

追突回避行動及び警報の有効性の評価実験の中で，高齢ドライバを含めて全体の 90％のドラ

イバが警報の意味を理解せずにブレーキ操作により衝突回避行動を行っており，追突警報の

効果を確認した．この実験において，高齢ドライバのわき見時間が優位に少ない結果になり，

高齢ドライバのマルチタスク能力が低下し，わき見が出来ない事可能性を示唆した．また，

警報に気付かない高齢ドライバや警報に気付いても反応が遅れて衝突前にブレーキが全く踏

めない高齢ドライバや，強く踏めず高い減速度を出せない高齢ドライバがいることが分かっ

た．従って追突事故の実験から，事故場面に遭遇する前の運転行動は非高齢ドライバに

劣ることは無いが，高齢ドライバの事故直前の衝突回避能力が劣る可能性が示された．さら

に，高齢ドライバは衝突直前でステアリグによる緊急回避をするドライバが多く，高齢ドラ

イバがドアミラーやバックミラーによる周辺監視が不十分で，周辺環境によらず咄嗟にステ

アリングで緊急回避をしている可能性があり，大きな事故につながる可能性があることも示

唆した． 

第４章では，事故統計で非高齢ドライバに比べて高齢ドライバの事故が多いとされている，

信号交差点の右折時の事故について，事故原因は認知身体能力の衰えか，もしくは高齢ドラ

イバの安全運転行動の不足が原因かを確認するために，ＤＳを用いて，信号交差点での右折

時に対向車両の影からの直進二輪車が飛び出す事故場面での衝突回避行動を，高齢ドライバ

を含む 291 名のドライバで調べた．この右折行動において約半数のドライバが事故場面を予

期し安全に右折を完了したが，残りの被験者は何らかの危険に遭遇した．その中で衝突に至

る運転行動の要因の一つは，交差点進入タイミングを遅くして一時停止せず，対向直進車の

通過タイミングに合わせて速度調整し対向車通過直後に速度を落とさず交差点を右折する行

動と考えられ，交差点進入後に右折待ちで一時停止すると二輪車が停止車両の影に入る前に

確認が可能になり，二輪車の通過を待って右折が可能になり一番安全な行動になる可能性が

ある．停止車両の影の二輪車に気が付かなくても，右折速度が低いと二輪車を発見後に停止

回避が可能になる場合があり，交差点内の右折速度と停止車両の影の自転車や二輪車の予測

が重要であることが分かった． 

シミュレータでの衝突直前の緊急ブレーキ反応が，米国の実際の事故のＥＤＲのデータと
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対応したため，実際の事故を再現している可能性があり，衝突１～２秒前の急制動が事故回

避に結び付いている事が示された．この場面での高齢ドライバの運転行動の違いは，高齢ド

ライバは他の年齢層に比べて，二輪車に気が付いてブレーキを踏むが回避出来ずに衝突する

割合が多い．つまり交差点右折速度もそれほど高く無く，注意深く右折して二輪車を発見す

るが，反応時間が遅く，ブレーキも強く踏めてないために，衝突すると考えられる．従って

高齢ドライバの予防安全運転行動は非高齢ドライバと差は無く，高齢ドライバの身体的

衰えによる衝突直前の反応遅れが衝突に結びついている可能性を示した． 

第５章では，事故直前の衝突回避能力ではない予防安全運転行動について，高齢ドライバ

の事故が多い交差点の出会い頭事故を分析する為に，一時停止交差点の通過行動をＤＳで調

べ通過行動による事故の可能性を調べた．一時停止交差点の停止行動については，高齢ドラ

イバの一部に一時停止標識の見逃しによる急制動や一停止無視が見られたが，停止位置につ

いては約 0.1Ｇ程度の減速度で停止線を目標に停止線手前で停止している．この停止位置はＤ

Ｓ特有の現象で実走行路と異なるため，停止後の左右確認行動に注目して左右確認位置と顔

向きから交差自転車や交差自動車の確認を行った時の見通し距離を算出し，詳細な左右確認

における交差車両との衝突回避の可能性を自転車は交差速度20㎞/h，自動車は交差速度60㎞

/h とした時の衝突前の余裕時間として求めて，交差車両との衝突の可能性を高齢ドライバと

その他の年齢層と比較した．その結果，高齢ドライバは左右確認回数や確認時間も少なく，

左右確認の偏りや不確認もあり，衝突の可能性を定量的に評価する左右確認時の衝突余裕時

間を算出したところ，その時間も約 1 秒短い事が分かり，一時停止交差点における高齢ドラ

イバの左右確認行動不足による出会い頭事故の可能性の高さが示唆された． 

第６章では，第５章のＤＳ実験により高齢ドライバの出会い頭事故に至る要因が

左右確認行動の不足である可能性が示されたので，実走行の一時停止交差点におい

て高齢ドライバがどのような運転行動をしているかを調べた．その方法として自動車教習

所の指導員による市街地路での高齢ドライバへの運転指導を行い，それをドライブレコーダの

記録から分析し，高齢ドライバの運転行動の問題点を調査した．ドライブレコーダに記録され

た指導員の運転教示，指導の頻度を高齢ドライバの運転能力と考えて，高齢ドライバへの教示

頻度と対応する運転行動指標を探した．その結果，高齢ドライバの運転行動評価として，
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一時停止交差点での左右確認時間と左右確認回数，減速のスムーズさを示す減速度比率

と制動距離及び制動余裕時間が使える可能性を見出した．また運転教示を多く受けたド

ライバは，走行速度が低く，左右確認のための交差点進入時間が長くなり，左右確認回

数も多くなり，教示の効果が確認された．その高齢ドライバの運転行動と事前に調べた認

知身体能力の関係から，運転教示を多く受けたドライバは，有効視野(UFOV)課題成績から

周辺刺激への反応が低い傾向があり，認知機能の低下が見られるドライバ（MMSE 点数低，

TMT−A 大，TMT−B 大）は左右確認の回数や確認時間が少なく，ブレーキの開始が遅く，一

定減速度のスムーズな制動が出来ずに，運転行動のばらつきが大きい傾向があった．こ

れらから高齢ドライバの認知・身体特性の衰えが安全運転行動の不足と相関がある可能

性を示した．  

第７章で，第６章で得られた一時停止交差点での左右確認時間と左右確認回数の安全運転行

動の評価指標と一回の制動の平均減速度と最大減速度の比の一定減速度率と制動距離及び制動

余裕時間の運転の巧さの運転行動評価指標について，高齢ドライバの安全運転行動が不足して

いると考えて，模範運転として自動車教習所の運転指導員 4名を含む，28歳から 79歳の計 35

名のドライバの一時停止交差点の運転行動を，市販のドライブレコーダを用いて計測し比較し

た．その結果から安全運転行動の評価基準を指導員の模範運転を基に評価基準を設定した．一

時停止交差点での減速開始タイミングは，停止までの平均減速度が 1.4m/s2 以下になるタイミ

ングで，車両速度 6m/s (21.6km/h) 程度で制動停止余裕時間は 2.2sec以上を基準とした．平均

減速度と最大減速度の比の一定減速度比率は 1.5 以下を基準とした．安全確認を表す左右確認

回数は 5～6回以上，一時停止から交差点進入までの左右確認時間は 4秒以上を基準とした． 

これらの基準を基に，運転行動の評価指標と高齢ドライバの認知身体能力の関係から，認知身

体能力の衰えを補う安全運転を行っているドライバと認知身体能力が劣っているにもかかわら

ず安全運転行動が不足しているドライバがいることが分かった．認知身体能力の衰えを自覚さ

せて，安全運転指標をフィードバックして高齢ドライバの安全運転行動へ誘導が必要と考えら

れる． 

第８章で，結論として，この研究の成果をまとめると，開発した現実感のあるＤＳを用

いて高齢ドライバの事故に至る要因を解析した結果から，認知身体特性の衰えと思われ



第８章 結 論 

- 142 - 
 

る衝突回避操作の遅れや操作不十分と一時停止交差点の左右確認行動のような，潜在的

な危険に対する予防安全運転行動の不足が事故に結び付いている可能性が明らかになっ

た．そこで，実走行でのドライブレコーダのデータから高齢ドライバの一時停止交差点

での安全運転行動を評価する指標を抽出し，その指標の評価基準を求めた．一般的な認

知身体能力評価と安全運転行動の評価指標との関係から，高齢ドライバの交通事故を防

ぐには，加齢による認知身体能力の衰えによる運転能力の低下を自覚させて，予防安全

運転行動に誘導し事故環境に近づかない運転を習慣付けることが有効な手段と考えられ

る．そのための，高齢ドライバ向けの運転教示システムや介入支援システム，指導訓練

手法などの開発と適用が高齢ドライバの事故低減策の今後の課題と考える． 

 

８.２ 残された課題 

 

高齢ドライバ特有の事故形態を防ぐための予防安全システムの効果や受容性などの評価を

行うには，運転能力に衰えが見られる高齢被験者に対して，危険な場面での支援システムの

作動効果を調べる必要が有る．そのために運転時の臨場感があり，高齢ドライバに多いシミ

ュレータ酔いを起しにくいドライビングシミュレータ（ＤＳ）を開発してきた．このＤＳを

用いて，高齢ドライバを含む一般ドライバの事故が起きやすい場面での運転行動を計測する

実験を行ってきた．その過程で，通常の減速で思った位置，例えば交差点手前の一時停止線

にスムーズな減速でピタッと止められるＤＳによる模擬が一番難しく，シミュレータの酔い

も大きい事が分かった．これらの知見から，映像の高解像度化や運動模擬の応答性の改善と

映像と運動の同期が必要と考えられる．また，この大型ＤＳの実験経験から，小型のＤＳは

限られた場面でのシステムの HILS としての開発用途としては役立つが，高齢ドライバを含む

一般ドライバを被験者とした支援システムなどの評価実験は難しく，実走行試験との確認対

応が必要であると思われる． 

開発したＤＳを用いて高齢ドライバの運転特性を実験した結果，高齢ドライバは認知身体

能力の衰えから，マルチタスク運転能力の低下とそれを含む周辺監視能力や空間認識能力の

低下，緊急回避時の認知判断操作の応答遅れ，特に衝突直前の制動回避能力の低下が事故に
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結び付いていると考えられる．また，一時停止交差点での運転行動から認知身体特性の衰え

による運転能力の低下を補う予防安全運転行動も高齢ドライバは不足していると考えられる．

しかしながら，高齢ドライバの運転能力のバラツキは大きく，自分の運転能力がどのレベル

にあるのかを理解するのは難しいが，加齢に伴い認知身体能力の低下を自覚することは可能

と考えられる．従って，これらの運転能力低下を補うには，単に事故を自動回避するのでは

なく，事故の起きやすい環境や行動を回避し，遭遇確率を下げる運転行動に導く事が良いと

考えている．それには，高齢ドライバの事故の多い一時停止交差点での運転行動の調査から

確実な停止と左右確認行動の改善が必要であり，教習所指導員の運転教示内容を参考にした，

エージェント教示システムが有効と思われる．例えば認知能力の衰えたドライバに対しては，

運転動作の逐次教示により，ドライバをアクチュエータとした教示による言葉の自動運転と

いうようなレベルまでも考えられる．また，高齢ドライバの運転能力に合わせて，一時停止

交差点を通らない経路ナビゲーションシステムなども考えるべきと思う．しかしながら，高

齢ドライバに自ら運転能力の衰えを自覚させて，その運転能力に合わせた教示を行い，運転

行動を改善するには，普段の運転をドライブレコーダで記録し，運転の問題点をフィードバ

ックして，適切で納得性のある教示が必要になると考えている．今回の運転指導員が同乗し

た教示と運転行動から，運転行動の評価指標として，一時停止交差点での左右確認回数と確

認時間による潜在リスクの回避行動と制動行動の先読みと前出しによるスムーズな余裕を持

った減速度制御の指標として，最大と平均の減速度比率，と制動開始時のタイミングとして

減速終了時までの平均減速度や制動開始時の余裕時間が有効と考えて，見出した運転行動指

標について教習所指導員の規範的運転行動との比較から，定量的な評価基準をの設定した．

今後はこれらの指標の自動検出方法の開発に取り組み，インテリジェントなナビゲーション

とドライブレコーダの連携，連動を考えて行いく必要がある．また，高齢ドライバのドライ

ブレコーダデータの IOT 化によるデータ収集を増やし，高齢者教習のような場面で高齢ドラ

イバへの運転教示により運転行動の改善と向上に結び付ける活動が望ましい．  

高齢ドライバの個人適応した運転支援を構築するためには，ドライブレコーダは必須のツ

ールと考えられ，ドライブレコーダを用いた高齢ドライバの通常の運転行動データから，

高齢ドライバの認知・身体機能の衰えによるヒヤリハットや危険場面の運転行動から個
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人適応した事故の可能性を予測して，高齢ドライバを対象としたこれからの新しい運転

支援システムの開発が必要と思われる． 

最後に，高齢化した自分自身にとって，どのような予防安全運転行動の改善や運転支援シ

ステムの導入が有効かを考え実行しながら，運転寿命の延伸を試みて行きたい． 
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	また，図4-8のＤＳの衝突データで見られた，衝突前にブレーキを踏むと前面衝突が増える現象があるが，衝突直前のブレーキタイミングや緊急時の制動力によって，衝突位置が変わる可能性がある．そこで，ＥＤＲのデータとポリスレポートを対応させて，ブレーキＯＮのタイミングと前面衝突と側面衝突の比率を比較すると図4-13に示すように，衝突1秒前にブレーキを踏むと前面衝突の比率が80％とブレーキを踏まない場合の50％に比べ増える現象がＥＤＲの事故データはからも確認され，ＤＳ実験データのＥＤＲ模擬による前面衝突と側面...
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