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委員会メンバー 

  
  2005 年 4 月から 2009 年 3 月の間の委員会メンバー変遷を以下に記す。 
 自動車安全に関わる学識経験者・官公庁・自動車関連各種法人、自動車メーカ、 
部品メーカ等、広範囲の業界から途中の委員交代も含め延べ 50 名の有識者メン

バーにより委員会を構成してきた。 
 

（敬称略、あいうえお順、所属は委嘱当初のものを示す、期間中半年以上在籍者） 
委員長 近森 順  芝浦工業大学工学部（2002/3～） 
幹事  鎌田 実  東京大学大学院工学系研究科（2002/3～） 

  永井正夫  東京農工大大学院共生科学技術研究部（2002/3～） 
委員  阿藤忠之  タカタ(株) 技術開発部門技術開発室（2009/5～） 

    石川博敏  警察庁科学警察研究所 交通科学部（2006/1～） 

    江角直樹  国土交通省自動車交通局総務課（2005/9～2007/5） 

    宇治橋貞幸 東京工業大学 情報理工学研究科（2008/11～） 

    大滋彌雅弘 (株)日本交通事故鑑識研究所（2005/7～） 

    大塚健治  車両電子情報有効活用研究会（2008/4～） 

    岡 邦彦  国土交通省 国土技術政策総合研究所（2005/7～2007/6）  

    小高松男   (独)交通安全環境研究所（2004/1～2007/1） 

   小野古志郎 (財)日本自動車研究所（2002/7～） 
     春日伸予  芝浦工業大学工学部 (2003/9～) 

    金子正洋  国土交通省 国土技術政策総合研究所（2007/7～） 

    河合 洋   (株)自研センター（2007/7～） 

    久保田秀透 国土交通省自動車交通局 技術安全部（2005/9～2007/7） 

    窪塚孝夫  (社)自動車技術会（2008/9～） 

糀谷睦雅   (株)デンソー走行安全技術第 3部（2007/1～2008/6） 

     清谷伸吾  国土交通省自動車交通局 (2004/3～2005/7) 

  小杉教之  タカタ(株)愛知製造所（（2002/3～2007/12） 

    小林英世  (株)交文社（2002/3～） 

    清水勝一  (独)自動車事故対策機構（2007/1～） 

   杉本洋一  (株本田技術研究所 (2004/7～) 

   住田俊介  (財交通事故総合分析センター（2003/7～2006/7） 

    高橋信彦  (社自動車工業会 安全部会（2006/7～） 

    田中宏明  トヨタ自動車(株)東京技術部（2006/7～） 

    手操能彦  (株)デンソー 情報安全システム開発部（2008/7～） 

    野田 明  (独)交通安全環境研究所（2007/1～） 

    八谷道紀  日産自動車(株)環境・技術安全部 (2004/7～2008/3) 

 



    縄田雄美  トヨタ自動車(株)東京技術部 (2004/3～2006/4) 

    藤原敬生  (社)日本自動車連盟 (2004/7～2007/3) 

  樋口世喜夫 (社)自動車技術会（2002/3～） 

   平澤崇裕  国土交通省自動車交通局 技術安全部（2007/8～） 

    益子邦洋  日本医科大学付属千葉北総病院（2002/7～） 

    松林功作  光海陸産業(株) （2002/5～） 

  宮嵜拓郎  自動車検査独立行政法人 (2004/3～) 

    八尾健之  日産自動車(株)環境安全技術渉外部（2008/5～） 

    山岡成行  (株)自研センター（2002/4～2007/6） 

    山岡成行  マークラインズ(株)（2007/7～） 

    山久瀬邦昭 タカタ(株)品質保証部 （2006/6～2008/1） 

    山崎孝章  国土交通省自動車交通局 安全政策課（2007/6～） 

    柚原直弘  日本大学 理工学部 航空宇宙工学科（2005/11～） 

    横野茂樹  (社)日本自動車連盟 交通環境部（2007/5～） 

    四倉清裕   (財)交通事故総合分析センター（2006/8～） 

  和田政信  日本自動車輸入組合 (2004/7～) 

事務局 中山雅文  (社)自動車技術会 (2004/2～2006/9) 

    得田与和  (社)自動車技術会 (2004/2～2007/3) 

    前田公三  (社)自動車技術会 (2004/9～2006/1)  

  藤井 昇    (社)自動車技術会 (2007/4～2009/3) 

茂呂克己  (社)自動車技術会 (2006/10～) 

 

 



１．まえがき 
「将来の交通安全を技術に偏することなく幅広く論議し、交通事故死傷者の低減

を早期に実現するために実行されるべき諸施策を総合的に体系化し、広く外部に提

案する」という主旨で「将来の交通・安全委員会」が２００２年３月に発足した。 
２００５年３月にこれまでの委員会活動状況をまとめて、第１次活動報告書とし

て発行したが、本報告書は、第１次活動報告書のあとを受けてその後の委員会活動

の概要をまとめたものである。 
事故による死傷者をゼロにするという交通安全の究極的目標をいち早く掲げ、こ

の目標にチャレンジすることを将来の交通・安全委員会の柱として活動を実施した。 
目標達成に向けて具体的な作業を実施する軸となる四つの委員会が組織された。

この委員会全体としての実施項目は、技術に偏しないという委員会の主旨に則り人

間であるドライバを重視した運転心理の検討、ヒヤリ・ハット状況の計測・分析、

ドライバ特性把握や医学（外傷）知識の適用等の幅広い分野をカバーしたものとな

っている。各委員会はそれぞれ独自に作業を行っているが、ドライバの特性・特質

という共通項があり、この共通項を通しての成果集約が期待される。 
 

２．わが国の交通事故低減対策とその効果 
２.1 交通事故の状況 
 交通事故による年間死者数は‘７０年に過去 高の死者数を記録し、その後減少

し続けたが、‘８０年から増加に転じ、‘８０年代後半には１万人を超え、しかもこ

の危機的状態が数年続いたので、交通事故発生に対する「緊急事態宣言」が発令さ

れた。これを契機に、多方面にわたる対策が実施され、死者数が減少に転じ、‘０8
年度には５，１５５人となるまでに減少した。 
  
 交通事故件数,死傷者数の推移◆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,765

11,451

5,155

警察庁交通局

50         55         60   65        70         75          80        85         90        95        00         05         10    西暦

緊急事態宣言

1 



第８次交通安全基本計画により、‘１０年までに死者数５，５００人以下、負傷者

数１００万人以下に減少させる目標であったが、この目標は前倒しで達成された。 
さらに、今後１０年以内に死者数を半減し２，５００人を目標として高齢者対策、

飲酒運転根絶、交通安全教育推進、安全かつ円滑な道路交通環境整備に取り組む姿

勢が今年年初の内閣談話として示された。 
 

２.２ 交通事故低減対策と効果 
 交通事故に関連する道・人・車と幅広い取り組みが実施され、それぞれの分野で

大きな成果が得られている。 
 ２.２.1 道路関連 
 全国で事故が多発する危険箇所３，０００地点を選択して事故防止のための各種

安全対策（道路照明、横断歩道、信号機設置・改良、路面表示新設・改良）が行わ

れている。 
約半数の１，６６５地点の改良が完了した時点では、約７％の事故低減効果が得

られている。 
２.２.２ 自動車関連 
衝突安全性の向上については、１９９５年から開始された自動車アセスメント事

業が一つの契機となり各車とも安全性が大きく向上してきた。 
‘９５年はフルラップ前面衝突試験とブレーキ性能試験だけであったが、年を追

うごとに‘９９年側面衝突、‘００年オフセット前面衝突、‘０１年チャイルドシー

ト前面衝突、そして‘０３年歩行者頭部保護の試験が加わり内容が充実してきた。 
下図は自動車アセスメントの評価結果を基にして、衝突安全性の向上と安全装備

の普及が交通事故死者の低減にどの程度効果があるか予測した結果である。 
２００７年度でみると、約１０％（６４５人）の死者数低減効果が認められ、ア

セスメント開始以来の累計では約５，１０３人の死者が低減されている。 
 

自動車ｱｾｽﾒﾝﾄの死者削減効果◆
自動車アセスメント 2009.3

 
 
 

’95～’07 累計削減数
死 者 5,103人
重傷者 132,241人

95    96    97    98   99   00   01   02   03    04    05   06  07 
西暦年
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衝突安全性改善にはコストと重量の増加をともなうので、エネルギー・環境保全

という面からの制約もありレベル向上には限界がある。これを解決する技術として、 
２００８年度でも７６万件発生している交通事故そのものを低減する予防安全に期

待が寄せられている。 
 具体的な予防安全技術としてＡＳＶの開発が推進されており、すでに衝突被害軽

減ブレーキ、車線維持支援装置、横滑り防止機構等の新開発された先進安全技術が

実用化されている。横滑り防止機構の装着により、単独事故が３５％、正面衝突が

３０％減少したとの市場実績も報告されている。 
さらに、実用化を目指して車々間通信システムを適用した出会い頭衝突防止シス

テム、緊急車両情報提供システム等の実証実験が行われている。 
２.２.３  人(運転者、歩行者)関連 
飲酒運転死亡事故低減のために、２００１年に危険運転（飲酒、薬物、異常運転）

で死傷者が生じた場合の罰則規定が創設され、さらに２００２年には交通違反、特

に飲酒運転に対する罰則（運転免許取り消し、罰金増額）が大幅に強化された。 
続いて２００７年には、自動車運転過失致死傷罪の創設、飲酒運転罰則の再強化、

飲酒運転者周辺者への罰則強化と段階的に一層の強化が図られた。 
 この結果、２００１年から２００８年の８年間で飲酒運転死亡事故件数は１，１

９１件から３０５件と約７５％低減した。 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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B
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クターヘリによる死傷害低減効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ド◆
Ｈ１２年厚生労働科学研究（ドクターヘリの実態と評価に関する研究）

クターヘリによる死傷害低減効果

植物状態重度後遺症

ドクターヘリ
実績

救急車搬送
推計

N=1592

社会復帰 中等度後遺症 死 亡

比 率

872 246
89 22
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603 290 168
35
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事故発生後の早期治療は傷害者の救命率に大きく影響し、本格的な治療開始まで

の時間はゴールデンアワーと呼ばれて緊急医療体制評価の指標とされている。 
治療開始時間はヘリコプターを活用すれば大幅に短縮できる。前頁の図に救急車

搬送の場合と比較してドクターヘリの救急救命効果をしめすが、死亡率の低減だけ

でなく後遺症低減にも顕著な効果がみられ、さらに社会復帰できる率は救急車搬送

の場合の１．４５倍にもなっている。 
緊急医療体制はドクターヘリを中心にして整備されつつあるが、国内全域をドク

ターヘリのネットワークでカバーするには至っておらず、費用投入と体制整備の継

続的努力が必要である。 
 
 下図の状態別交通事故死者数の推移を見てみると、‘９３以降全ての状態において

死者数は減少しており、乗車中の減少が特に顕著で、この傾向は今後も持続しそう

である。’９３～‘０８の１５年間の死者数低減率を比較すると、乗車中が（２０８

人/年）と も大きく、歩行中（８３人/年）の約２．５倍と大きな値となっている。 
この結果、’０８年度では乗車中の死者数（１，７１０人）が歩行中の死者数（１，

７２１人）を下回る結果となった。 
車の歩行者頭部保護性能はここ数年でかなり向上しているが、車室内乗員保護性

能に比較してまだかなり差がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆状態別死者数の推移
警察庁交通局
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３．委員会活動の経緯 
３.１ 交通安全に関する現状調査  
第１次活動から継続して、各分野の専門家からの交通安全に関連して提供された

話題（情報）・内容をベースにデスカッションを行い、現状分析・問題点把握等に努

めた。第１次活動では、多くの講師は委員以外へ依頼していたが、問題意識の共有

化、討議の活性化等をより進めるため、委員が持ちまわりで講師を務め、自身の専

門分野を主体とする話題提供を行うことにした。 
第１次活動でまとめた「交通事故死傷者ゼロを目指し実施すべき調査研究課題項

目」と対応させて、総計５０件の話題提供者を表 1 に整理した。「調査研究課題項目」

との対応密度の薄い箇所もあるものの、ほぼ全域に渡り話題提供がされている。 
なお、提供された話題の概要については、それぞれ論議内容も加えて 4 章（１７

～１０２頁）に一括してまとめた。 
 

表 1  調査研究課題項目と話題提供状況 
 

     調査研究課題           情報提供  （敬称略） 

No.   項目 委員会  話題提供者             

１ 交通事故の調査・分析   

萩田賢司氏(ITARDA 研究部研究第 1課) 1.1  交通事故記録の調査・分析 ＃4  2005/11 

野田委員(交通研) ＃17 2007/12 

山崎委員(国交省自交局安全政策課) ＃19 2008/5 

永井幹事(東京農工大)、鎌田幹事(東大)＃2 2005/7 1.2  交通事故原因の調査・分析 

柚原委員(日大理工学部) ＃3 2005/9 (ドライブレコーダデータ収

集、事故再現技法、効果評価) 宮嵜委員(自動車検査独立行政法人) ＃5 2006/1 

永井幹事(東京農工大) ＃6 2006/3 

荒井紀博(JARI 交通安全部) ＃7 2006/5 

堀野定雄氏(神奈川大工学部) ＃12 2007/3 

谷口哲夫氏(交通研交通安全領域) ＃13 2007/5 

永井幹事(東京農工大) ＃18 2008/2 

永井幹事(東京農工大) ＃20 2008/7 

大滋彌委員(日本交通事故鑑識研究所) ＃21 2008/9 

永井幹事(東京農工大) ＃24 2009/3 

２ 車両技術、先進技術 ＃23 2009/1 手繰委員(デンソー情報安全ｼｽﾃﾑ開発) 

2.1  衝突安全技術   

稲垣昇氏(JAF 公益事業部調査企画課) 2.2  車両安全技術・予防安全技術 ＃2 2005/7 

八谷委員(日産環境安全技術渉外部) ＃15 2007/9 

平澤委員(国交省自交局技術企画課) ＃16 2007/10 

大塚委員(車両電子情報有効活用研究

会) 

2.3  車両情報機器 ＃19 2008/5 

 

石川委員(警察庁科警研) ＃22 2008/11 

2.4  先進ワイヤレス技術（ITS）   

３ 事故当事者の人間特性   

矢野伸裕氏(警察庁科警研交通科学部) 3.1  運転者属性と運転能力 ＃11 2007/1 

鎌田幹事(東大) ＃18 2008/2 

高橋委員(自公会安全部会) ＃24 2009/3 
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3.2  運転者生理的能力低下   

3.3  生体工学的特性 ＃13 2007/5 宇治橋委員(東工大大学院) 

  

春日委員(芝浦工大) 3.4  交通心理的特性 ＃8 2006/7 

宇野宏氏(JARI 予防安全研究部) ＃9 2006/9 

春日委員(芝浦工大) ＃11 2007/3 

芳賀繁氏(立教大学現代心理学部) ＃15 2007/9 

春日委員(芝浦工大) ＃16 2007/10 

春日委員(芝浦工大) ＃23 2009/1 

園田清氏(警視庁交通局運転免許課) 3.5  社会心理的特性（安全教育） ＃6 2006/3 

平川君男氏(NASVA 安全指導部) ＃8 2008/7 

清水委員(NASVA) ＃12 2007/3 

横野委員(JAF 交通環境部) ＃21 2008/11 

清水委員、西尾氏(NASVA) ＃22 2008/11 

４ 交通空間・環境   

三井達郎氏(警察庁科警研交通科学部) 4.1  道路構造、施設 ＃7 2006/5 

小野寺健一氏(警察庁交通局) ＃9 2006/9 

中州啓太(国交省国総研道路研究部) ＃21 2008/9 

4.2  都市計画 ＃14 2007/7 福島正雄氏(日産自動車技術開発本部) 

＃14 2007/7 和泉尚寿氏(警察庁交通局交通指導課) 

５ 救急救命システム   

5.1  救急救命センター配置   

5.2  ドクターカー、ドクターヘリ   

5.3  現場応急活動 ＃16 2007/10 宇治橋委員(東工大大学院) 

5.4  既存技術利用救急通報方式            

5.5  ITS 技術活用救急システム   

６ 社会的・経済的損失   

池田朋宏氏(三菱総研ｼｽﾃﾑ研究本部) 6.1  社会的・経済的損失額算定 ＃1 2005/5 

坂本仁一氏(日本損保協会業務企画部) ＃5 2006/1 

河合委員(自研センター) ＃20 2008/7 

6.2  対策投資の費用効果分析等   

７ 法基準等の事故防止・抑止効果         

7.1  国家基準、政策 ＃4  2005/11 久保田委員(国交省自動車交通局) 

7.2  使用促進キャンペーン効果   

7.3  安全消費者情報提供効果   

7.4  業界自主基準   

８ 取締りとインセンティブ    

8.1  取締り   

8.2  インセンティブ   

９ ベストプラクティス   

 9.1   海外における政策動向 ＃10 2006/11 Prof.Dr.-Ing.Ekkehard bruhning 

 9.2  内外の先駆･成功例   

近森委員長(芝浦工大) 10 交通事故予測システム ＃3  2005/9 

近森委員長(芝浦工大) ＃4  2005/11 

近森委員長(芝浦工大) ＃17 2007/12 

11 車両整備、メンテナンス ＃20 2008/7 小林委員(交文社) 
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３.２ Foresight Zero Programme の推進 
３.２.1 目標設定と活動名称 
委員会活動の柱として、活動状況・成果を広く世の中に発信してアピールできる

活動を設定・推進する必要があるという論議が盛り上がり検討を進めた。 
論議を重ねて、学会活動・学術研究であるから高い理想を掲げ、これに向かって

邁進すべきであると活動の方向が集約されてきた。このような高まりのなかで、「交

通事故による死傷者ゼロ」という究極の目標を掲げることにし、活動名称が 
‘Foresight Zero Programme’ と決定された。（２００５年９月） 
当時は、国の第７次交通安全基本計画にみる交通事故死者数約８，５００人以下

の目標が、安全対策の普及促進、法規適用強化等の即効性のある短期的な対策によ

り達成されていた頃であった。 
第８次目標は、第７次対策に加えてＡＳＶやＩＴＳといった新技術開発と普及、

歩行者頭部保護性能等の追加など自動車アセスメント試験内容の充実、ドクターヘ

リの活用開始等新技術の開発、普及といった中期的な対策により達成できるであろ

うと予想されていた。 
このような状況の中で、究極目標の事故ゼロを狙うには、事故の主要因であるド

ライバに焦点を当て、ヒヤリ・ハット状態を更に遡った事故の源流ともいうべき通

常運転状態の解明からスタートする研究が必須であり、このためには医学、心理学

等自動車技術以外の専門知識を含めた広範な共同研究が必要と考えられていた。 
このような考察等から、ドライバを重視した研究で他にあまり類例がなく

Foresight Zero Programme として実施すべき研究項目を関連委員会の実施目標と

対応させて図示のように整理・集約した。 
 
 
 ◆交通事故死傷者ゼロへの目標と対策
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’00               ’05                ’10                ’15                ’20 ’25

10,000

2,000

4,000

6,000

死傷者ゼロ目標
(Foresight Zero Prog.)

死傷者ゼロ目標
(Foresight Zero Prog.)

死
者
削
減
数(

人)

第１次削減目標
1,500人

年 度

第２次削減目標
4,500人

第２次削減目標
4,500人

・ASV,ITS技術普及 ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞ活用
・新安全性能（後席保護,むち打ち防止,歩行者頭部保護）
・救急ヘリ体制整備 ・交通弱者対応（高齢者,女性・子供）

中期対策（新技術の開発・普及）

・ASV,ITS技術普及 ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞ活用
・新安全性能（後席保護,むち打ち防止,歩行者頭部保護）
・救急ヘリ体制整備 ・交通弱者対応（高齢者,女性・子供）

中期対策（新技術の開発・普及）

長期対策（学際技術の統合）

・ﾄﾞﾗｲﾊﾞ心理・感情分析，運転者教育
・運転ﾃﾞｰﾀ，ﾊｯﾄ･ﾋﾔﾘﾃﾞｰﾀ収集，分析
･交通事故発生確率，運転支援ｼｽﾃﾑ評価
・死傷害推定 ・事故自動通報,救命医療迅速化

第８次交通安全基本計画（～’10）

第７次交通安全基本計画（～’05）

短期対策（安全技術の普及促進・法規適用強化）

・法規適用強化（速度超過,飲酒,シートベルト義務化） ・道路構造改良（事故多発地点対策）
・安全性能向上（エアバッグ,３点シートベルト,衝突性能向上,ABS,速度抑制装置）

短期対策（安全技術の普及促進・法規適用強化）

・法規適用強化（速度超過,飲酒,シートベルト義務化） ・道路構造改良（事故多発地点対策）
・安全性能向上（エアバッグ,３点シートベルト,衝突性能向上,ABS,速度抑制装置）

（死者9,942）
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３.２.２ 関連委員会設立と実施目標 
 交通安全に関する現状調査として、委員の専門分野に関する 新話題の提供、解

説を受け議論を進めていくなかで、話題提供者をリーダとして話題に関する研究実

施を目的とする実働委員会の設立が承認されていった。 
ヒヤリ・ハット状態（映像とデータ）の収集と分析は、第１次活動時点から「ヒ

ヤリ・ハット分析委員会、ＤＢ活用委員会（農工大 永井教授、東大 鎌田教授）」と

して積極的に実施中であり大きな成果も得られていた。そして、この研究は更に発

展して、体系的なヒヤリ・ハットデータベースの構築や通常運転状態のドライバ特

性の解明へと進歩してゆくことが期待されていた。 
個々のドライバ運転特性が明確になれば、それぞれ異なるドライバ特性を持った

運転者により操縦される多数の車がある交通環境の中でお互いに自律して走行する

状況を模擬することが可能になる。これにより、ある交通環境下で、どのような交

通事故がどのような頻度で発生するか計算予測することができる。また、実際の交

通状況と同じ環境下で運転支援装置などの事故低減効果を予測することも容易にな

る。 
このような予測技術開発を目的とする「交通事故予測シミュレーション委員会（日

大 柚原教授）」が発足（２００６/２）した。 
通常運転状態でもドライバ特性には個人差があり、心理要素（背景要因）の影響

も受けるので、ドライバ特性解明には心理面からの研究の必要性が指摘されていた。

このような背景のもと、「認知・判断と心理要素の関連性を解明し、自身の運転行動

の危険性に気づく機会が与えられる教育・支援方法の開発」を目標とする「交通安

全に関わる運転心理検討委員会（芝工大 春日教授）」が立ち上った（２００７/１）。 
 
 
 
 
 
 

交通事故死傷者ゼロ交通事故死傷者ゼロ
 

自動車技術会
提
言 各専門部会

 
 
 
 
 
 
 
 

産 官 学

将来の交通・安全委員会

産 官 学

産官学の学識・有識者連携
事故状況から死傷害レベル推定

救急医療への活用交通事故シミュレーション
機能・検定要件の標準化

ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞ･ﾃﾞｰﾀ収集・分析
事故ﾒｶﾆｽﾞﾑ解明・評価

心理と事故の関連分析
安全教育への提言

交通安全に関る
運転心理検討
芝工大 春日伸予

交通事故傷害予測と
予防・医療

東工大 宇治橋貞幸

交通事故予測
シミュレーション検定

日大 柚原直弘

ヒヤリハット
データベース活用

農工大 永井正夫

各部門委員会

◆死傷者ゼロへの推進体制
(Foresight Zero Programme)

東大 鎌田 実
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さらに、「交通事故発生後の傷害状況を予測して、迅速な救急医療に役立て救命率

を大きく向上させる」目的で、技術者と医者の協力体制を軸にした「交通事故傷害

予測と予防・医療に関する検討委員会（東工大 宇治橋教授）」が発足（２００７/
５）した。 
傷害レベルに も大きい影響を与える衝突時の衝撃の大きさと方向を事故の現場

で把握するのは非常に困難なので、ドライブレコーダやイベント・データレコーダ

（ＥＤＲ）などの車載機器で記録されたデータを活用する方法が検討されている。 
将来的には、車載機器データをトリガーにした、事故自動通報・傷害予測・救急

医療迅速化という一連の救急医療ネットワーク構築まで発展すると期待されている。 
以上述べたように、死傷者ゼロを目標とする Foresight Zero Programme は下図に

しめすように、関連４委員会の活動により推進され、 終的にはそれぞれの成果を

統合した形で Foresight Zero Programme が世に問われることになる。 

 

３.３ フォーラムの開催 

 委員会及び関連委員会の活動状況・成果を広く外部へ働きかけることも重要な活

動との認識で、積極的に主催イベントを計画・実施した。 
 ２００５年度から２００９年度春までの間に実施した委員会及び関連委員会主催

のフォーラム数は総計９件、講演発表数は４４件を数え、延べ１千人を超える一般

聴衆者への情報発信と意見交換を行なってきた。 
表 2 にフォーラム主催実績の一覧表を示す。 

 
          表２ フォーラム主催実績 

  年度 大会 内容　　　　　
夏季大会 ◎「交通事故死傷者数ゼロへの挑戦」（司会；近森委員長）

 2005年度 　・交通事故に関連する救急医療体制のあるべき姿と今後の課題　（益子委員、他）

　・交通事故シミュレーションを活用した運転支援システムの効果予測（柚原委員）

　 　・他5件

市民 ◎「交通事故死傷者ゼロに向けた活動」（司会；永井幹事）

　フォーラム　・DRによるヒヤリ・ハットデータ集およびその分析結果（鎌田幹事）

　・他4件

春季大会 ◎「ここまで進んできたドライブレコーダフォーラム（座長；永井・鎌田幹事）

 2006年度 　・Foresight Zeroに向けた活動（近森委員長）

　・ヒヤリ・ハット分析型DR（鎌田幹事）

　・救急救命方DR（西本委員）

　・他、DR件メーカ8社技術紹介

夏季大会 ◎交通事故死ゼロへの挑戦

　 　・ドライバー心理に関する研究（春日委員）

　・他4件

◎ドライブレコーダ普及に向けて（司会；永井幹事）

　・ドライブレコーダの世界動向について（石川委員）

　・交通事故のない社会を目指した今後の車両安全のあり方（久保田委員）

　・他2件

夏季大会 ◎事故発生の瞬間を捉えるカメラの目"ドライブレコーダ（司会：永井幹事）

 2007年度 　・都内における追突ヒヤリハット分析の現状　（鎌田幹事）

　・ドライブレコーダ・EDRの活用に関する動向について（久保田委員）

　・他3件
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春季大会 ◎交通事故予測と傷害予測Ⅰ（司会；近森委員長）

 2008年度 　・交通事故の傷害予測で何が出来るか？（宇治橋委員）

　・ドライブレコーダによる生体情報収集と傷害予測（西本委員）

　・その他2件＋パネルディスカッション

春季大会 ◎傷害予測が事故死傷者数削減の壁を突破する！（司会；近森委員長）

 2009年度 　・精度の高い傷害予測は可能か　（宇治橋委員）

　・イベントデータレコーダによる傷害予測　（石川委員）

　・事故自動通報システム（ACN）が起動するドクターヘリシステム　（益子委員）
　・他2件
◎交通安全にどこまで貢献できるか、ドライブレコーダ！（司会；鎌田幹事）
　・ヒヤリハットＤＢ活用の現状と今後の展望（永井幹事）
　・事業用自動車に対する安全対策の取組み（山崎委員）
　・DRを活用した予防安全装置の効果評価とデータベース構築に係る検討状況に
　　ついて　（平澤委員）

　・他2件  

 

 

３.４ 今後の委員会活動の課題 
 (1) 4 頁の状態別死者数でみたように、乗車中が急速に低減し歩行中が 大の死者

数を占める状況となった。 
衝突時の歩行者の頭部保護性能はここ数年で格段に向上したが、フルラップ前面

衝突試験で受ける乗員の頭部衝撃値（ＨＩＣ：３００～５００程度）と比較して、

歩行者頭部保護性能試験で受ける（衝突部位）平均的なＨＩＣは１，０００前後で

あり両者間にはかなりの差がある。 
 自動車側の技術だけで更なる衝撃低減が可能か検討の余地はあるが、車と人との

完全分離を計るなど、別の方面からの検討も必須である。 
 このような分析を踏まえて、歩行中の被害軽減に特化した検討を実施する委員会

活動の必要性が高くなると思われる。 
(2) 将来の交通・安全委員会活動だけでなく、現在、国内では多方面・多岐にわ

たる交通安全対策・検討が関連する部門・部署で計画、実施されており、それぞれ

に成果も得られている。 
しかし、個々の対策効果には大小があり、組み合わせ効果もあるし逆効果もある

はずである。したがって、闇雲に対応・実施するのではなく、国全体として検討し、

計画的に実施する必要があるのではなかろうか。 
さらに対策に必要な社会的コストにも大きな差があるので、これを精査し費用対

効果を明確にしなければならない。これらの検討結果から、総合的に も効率のよ

い案を設定する必要がある。 
(3) 各委員会の具体的活動は、それぞれの活動目標によって進められているが、

ある段階でそれぞれの成果を Foresight Zero Programme として総括しフォーラ

ム・講演会で世にアピールすると同時に国の施策等に成果が盛り込まれるよう働き

かけ、これを実のあるものにする継続的努力も必要である。 
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３.５ 関連委員会の活動状況 
３.５.１ ヒヤリ・ハット DB 活用委員会 

 １）発足の経緯 
２００３年ころより、将来の交通・安全委員会において、ドライブレコーダが事

故分析や予防安全研究へ有効であるとの議論から、「ヒヤリ・ハット分析委員会」

を立ち上げ、２００３年当時プロトタイプだった機種を用いて、都内のタクシー３

５台、つくばの一般車２０台でのデータ収集からはじめた。国土交通省の委託事業

として進められ、ヒヤリ・ハットの分析結果を報告書を作成した。 

その後、データベースを整え、活用するフェーズに移るために、企業から活動資

金を得て活動する、拠出型委員会として「ヒヤリ・ハットDB活用委員会」が、２０

０６年に発足した。 

 ２）委員構成（２００９年３月時点） 

委員長 ：永井正夫（東京農工大学） 

副委員長：鎌田 実（東京大学） 

委 員：御室 哲志（秋田県立大）、長谷川 隆（本田技術研究所）、宇野 仁（日産自

動車）、里見 洋平（トヨタ自動車）、三浦 泰彦（マツダ）、吉谷 俊哉（三菱）、

吉田 稔（ダイハツ工業）、宇野 章則（スズキ）、永縄 浩（デンソー）、関口 

守（富士重工）、山下 真彦（豊田中央研究所）、長船 辰昭（日立製作所）、

木谷 哲也（富士通テン）、田中 準二（矢崎計器）、茂呂 克己（事務局） 

３）活動内容と成果 

２００３年に前身の「ヒヤリ・ハット分析委員会」が発足してより、プロジェク

トとしてスタートしてから６年、この間、旧型を新機種へ取替え、新機種での５０

台追加、一般車分をタクシーへ変更、静岡地区でのタクシー２０台の追加、などを

経て、現在１２５台で、東京・静岡でのデータ収集を継続している。 

この間、２００９年３月末までに約３３,０００件の登録数を数えるヒヤリ・ハッ

トデータベースを構築することができた。これは世界でも他に例を見ないものと言

える。また、トリガーがかかって収録されたデータは１２０,０００件を超えている。 
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 前頁図は、ヒヤリハットレベルの高い８,２１６件のデータをマクロ分析したもの

で、全国の事故統計（警察庁統計）と比較したものである。ヒヤリ・ハットでは、

都内という地域性、タクシー運転手という特殊性があるが、歩行者・自転車対象の

件数がやや多いものの、おおまかな傾向は事故とヒヤリ・ハットで対応がついてい

る。 
 都内のタクシーのデータだと事故の平均的な姿が見えるのかという指摘もあるが、

ドライバ属性に係らず発生する事象と、タクシー運転手という属性に起因する事象

の両面があると考えられ、厳密に分離をして議論することは難しいが、ここで得ら

れたデータベースは、地域性要因を除いた事故のかなりの部分をカバーできると考

えている。 

ヒヤリ・ハットを、それぞれのケースについて詳細に見ていくと、色々な情報を

得ることができる。特に映像があることにより、ヒヤリ・ハットに至るまでの経緯

がよくわかる。また、映像から、前車など対象物までの距離を求めることが出来、

車頭時間などを算出することが出来る。このようなヒヤリ・ハット分析を進めてい

けば、予防安全装置設計へのフィードバックや交通事故防止研究への新たなツール

として、更にいろいろな使い方が期待される。 

また、動画の分析から道路環境の問題点の抽出や動画を使って交通安全の危険予

知訓練などへの教育にも活用が期待されている。 

 

 
ひと 

 くるま  

安安全全教教育育  

・・運運転転教教習習  

・・適適性性診診断断  

・・法法的的規規制制  

交交通通環環境境整整備備  

・・ヒヒヤヤリリハハッットトママッッププ  

・・情情報報通通信信  

・・イインンフフララ  

安安全全技技術術開開発発  

・・衝衝突突安安全全  

・・予予防防安安全全  

・・運運転転支支援援  

みち

 

この間の成果は、自動車技術会の春と秋の学術講演会において、オーガナイズド

セッションやフォーラムを企画して、多くの参加者を得るとともに、多方面の注目

を浴びた。さらに2009年の春に自動車技術会としてプレス発表を行い、新聞や報道

関係から大きく取り上げられる結果となった。 
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 ３.５.２ 交通事故予測シミュレーション関係委員会 
（1）交通事故予測シミュレーション委員会 

    １) 発足の経緯 

「交通事故予測委員会」は、「将来の交通・安全委員会」第 1次活動報告書におい

て、「交通事故予測システムの研究」が調査研究課題の一つに挙げられたことを受

けて、２００５年１１月からの準備活動を経て、２００６年２月に発足した。 

 ２）委員構成 

委員長：柚原直弘（日本大学） 

委 員：近森順（芝浦工業大学）、永井正夫（東京農工大学）。鎌田実（東京大学） 

本間正勝（科学警察研究所）、久保田秀暢（国土交通省）、小林雅明（自

動車工業会・日産自動車）、吉田傑（自動車工業会・本田技術研究所）、

阿賀正巳（自動車工業会・トヨタ自動車）、谷口哲夫（交通安全環境研

究所）、樋口世喜夫（自動車技術会）、前田英樹（事務局；自動車技術会） 

 ３）活動内容と成果 

本委員会の活動目標は、予防安全技術の開発とその実交通環境下における効果

の事前評価などに広く活用できる交通事故予測シミュレーションシステムの構築

に資するために、ドライバの運転行動に関するデータの収集とシミュレーション

用データとしての規格化、およびシステムの共用化に関する合意形成のための体

制作り、の企画・提案を行うことである。 

 

JARI

大学 (芝浦工大、日大、農工大、東大)

交通研(安全領域)

自技会

ｿﾌﾄﾍﾞﾝﾀﾞｰ

資金の流れ

国交省

産 学

官

自工会 (安全環境技術委員会 安全部会)

＜ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞ仕様･基準の検討＞
＜ASV技術評価･効果測定＞

自動車メーカー

＜ASV技術評価／技術･車両開発＞
＜交通事故予測手法研究・ドライバーモデル研究／ヒヤリハット分析＞

＜ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞによる
運行管理･運転者教育＞

＜ASV技術評価･普及評価、基準作成＞ ＜交通事故削減方策＞

共同開発センター：産学官連携の場

将来の交通･安全委員会
●交通事故予測シミュレーション委員会
● ヒヤリハット分析委員会、

＜受託研究事業＞
＜ｲﾝﾌﾗ･取締効果研究＞

科警研

Foresight Zero Programme

交通事故予測シミュレーション推進(案）

警察庁(総務課 安全対策室) (技術安全部 技術企画課)
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延べ８回の委員会を開催して議論を重ねたものの、委員による実務遂行が難し

いこともあり成案を得るには至らなかったが、この委員会活動を通して、交通安

全環境研が、国交省の「企画コンペティション」に「交通事故予測シミュレーシ

ョンシステム」を応募することになった。また、自工会交通事故分析分科会は、

「追突事故を対象とした予測シミュレーションシステム」提案書を自工会に提出

した。 

時を同じくして、交通事故を扱えるシミュレーションシステムの開発が大学や

企業によって始められた。それらはシンプルなものから大規模・複雑なものまで

バラエティーに富んでいることから、今後は、ユーザそれぞれの要求に適したシ

ステムを容易に選定出来るようにする仕組みが重要になってくる。このような認

識のもとに、本委員会は発展的に「交通事故予測シミュレーション検定検討委員

会」に姿を変えることになった。 

 

（2）交通事故予測シミュレーション検定検討委員会 

  １) 発足の経緯 

現在、交通事故が扱えるシミュレーションシステムの開発が多種に渡り、研究

機関や企業によって進められているが、それらのどれがユーザの要求に適したも

のなのか選択出来ない状況に至ることが懸念される。 

そこで将来の交通・委員会の下に「交通事故予測シミュレーション検定検討委

員会」を設置し、中立的な立場から交通事故シミュレーションシステムに必要と

される機能・検証要件の標準化を図ることを目的に、２００８年３月開催の準備

会議を経て、同年６月に正式に発足した。 

２）委員構成 

委員長：柚原直弘(日本大学) 

委 員：須田義大(東京大学)、御室哲志(秋田県立大学)、近森順(自動車技術会)、 

佐藤幸治（中央精機）、籾山富士男(TD ラボ)、中州啓太（国土交通省）、 

樋口世喜夫(自動車技術会)、茂呂克己(事務局；自技会) 

  ３）活動内容と成果 

本委員会の活動目標は、研究機関や企業で開発されたあるいは開発される交通

事故予測シミュレーションシステムが予防安全システムの効果予測・評価用の有

効なツールとし広く活用されるよう、ユーザの要求事項に適合するシミュレーシ

ョンシステムの容易な選定を支援する「選定の手引き」を作成することである。

そのために，交通事故シミュレーションシステム（対象となるシステム要素は、

道路・交通環境、ドライバ、車両、予防安全・運転支援システム）に必要とされ

る機能の要件、妥当性や性能の検証のための要件、それらの充足度と模擬レベル

を検定するためのフォーマット、などについて中立的な立場から検討を行う。 

２００９年８月までに計８回の委員会が開催され、現在も活発な活動が続けら

れている。 
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３.５.３ 交通安全に関わる運転心理検討委員会 
１）基本理念 
 ドライバや歩行者に自身の運転特性や行動特性への気づきを与え，不安全 
行動を安全行動へと導く。 

２）委員構成（２００９/３時点） 
委員長：春日伸予（芝浦工業大学） 
委 員：杉本洋一（本田技術研究所），平松真知子（日産自動車）， 
    関根道昭（交通安全環境研究所），遠藤啓二（東京都トラック協会）， 
    真下芳隆（(株)すみれ），茂呂克己（事務局：自動車技術会） 

３）研究対象 
ドライバ心理を中心としたヒューマンファクタ 

      

４）これまでの活動と成果 
① ヒヤリ・ハット調査およびドライバ心理に関する研究 

 2005 年～2008 年の自動車技術会調査事業研究費による研究の成果を発表 
 ・2006 年 GIA フォーラム「ヒヤリ・ハット分析のための調査研究」 
・2007 年 自技会春季大会「携帯電話による運転行動への影響」， 
・2007 年 GIA フォーラム「ヒヤリ・ハットの背景要因」 

 ・2008 年 自技会春季大会「ヒヤリ・ハットとストレスとの関係」 
 ・2009 年 自技会秋季大会「高齢ドライバのヒヤリ・ハットと視線に関する 

研究」 
② 研究成果を利用した社会的貢献 
 ・2007 年 自動車技術会 HP 上に「ヒヤリ・ハット特性検査」(Web 検査と 

解説)のコーナーを開設（朝日新聞に記事掲載） 
 ・2009 年 自動車技術会 HP 上に「ヒヤリ・ハットとストレスとの関係」 
       (Web 検査と解説)のコーナーを開設（物流新聞に記事掲載） 
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３.５.４ 交通事故傷害予測と予防・医療に関する検討委員会 
   １) 発足の経緯 

交通事故による死傷者数の削減は、様々な対策により着実に成果を挙げて来て

いるが、更なる削減には従来の手法を続けるだけでは不十分で、今後新たな方策

を採ってゆくことが必要と思われるが、その方策の一つとして「傷害予測」が有

力と考えられる。そこで本委員会では、事故による傷害をコンピュータ・シミュ

レーションに基づいて予測することにより速やかな救急医療を実現するための方

策を工学と医学の研究者が連携して提言する事を目的として、２００７年８月に

「将来の交通・安全委員会」の下に、「交通事故傷害予測と予防医療に関する検討

委員会」として発足した。 
２）委員構成（２００９年３月時点） 

委員長：宇治橋 貞幸（東京工業大学） 

委 員：益子 邦洋（日本医科大学）、宮崎 祐介（金沢大学）、大橋 秀幸（交

通事故総合分析センター）、近森 順（自動車技術会名誉会員）、阪本 
雄一郎（日本医科大学）、樋口 世喜夫（早稲田大学）、谷口 哲夫（交

通安全環境研究所）、島 雅之（国土交通省）、西本 哲也（日本大学）、

大滋彌 雅弘（日本交通事故鑑識研究所）、渡邉 大（宇部工業高等専

門学校）、茂呂 克己（事務局；自動車技術会） 

３）活動内容と成果 

２００８年度末までに合計１０回の委員会を開催し、傷害予測を行うための戦

略を練るとともに、研究を具体的に遂行するために研究調査事業費の申請を行っ

た。この申請は首尾よく採択され、また２００９年度も採択の内定を頂く事がで

き、事業の推進に大きな力となっている。 
現時点では交通事故シミュレーションの根幹となる日本人体形に基づく人体モ

デルの作成が可能となり、同時に事故データの収集をスタートさせるとともに事

故再現シミュレーション法の開発とその結果の検証にも着手している。 
本研究の目指す「傷害予測」が実現すれば、交通事故現場におけるトリアージ

の精度を挙げることができ、交通事故における救急救命医療の効率化と迅速化に

繫がり、交通事故死傷者ゼロに向け大きく貢献するものと期待される。 
また、本委員会の活動の重要性を世間に訴えることを目的として、２００８年

度自動車技術会の春季大会においてフォーラムを実施した。なお、引き続き２０

０９年度も同様に本委員会の意義と目的について広く世間に訴える予定である。 
現在の研究の進捗状況を簡単にまとめると以下のとおりであるが、概ね順調に

成果を挙げている。 
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研究の進捗状況－交通事故再現シミュレーションの実施・検証 
 人体モデル、車室モデルの修正 

 
 
 
 
 修正後 修正後 修正前 修正前 

 車室モデルの修正 人体モデルの修正 

 ・人体モデル 

 － 体幹部、股関節の特性を修正し、先行研究にて不自然だった乗員の挙動を修正

 ・車室モデル 

 － 衝突中に発生するガスの放出を表現し、過剰であった反発を低減 

 
 交通事故再現シミュレーション 

・ シミュレーション条件 
 解析ソルバー MADYMO（TNO） 

 
 
 
 
 
 
 
・ JNCAP データとの比較 
  

入力条件 
JNCAP より得られる車両の 

重心加速度を人体モデルに入力

車種タイプ セレナ（日産、2005） 

試験形式 Full-rap 前面衝突テスト 

比較項目 

頭部並進加速度 

胸部並進加速度 

大腿部荷重（軸方向） 
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簡便なモデルながら、全ての比較項目において応答が定性的に一致した 

胸部加速度の 大値に10％前後の定量的な誤差が見られるため、エアバッグ 

モデルの改良など今後更なる改善が求められる 
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4．提供話題のまとめ 
４.１ 個別話題と討議内容の目次   
これまで委員会の中で話題提供がされた総計５０件の内容概要と討議内容につい

て、個別に記した。 表３にその目次を示す。 
 

表３ 個別話題目次                          
開催日 テーマ名 話題提供者 頁 

05/5/13 交通事故対策費用に関する検討調査 池田朋宏氏 (株)三菱総研  

05/7/8 ＡＳＶに関するドライバの意識 稲垣昇氏 (株)JARI  

 〃 ヒヤリ・ハット収集実験と収集データ分析結果 永井幹事 東京農工大 16 

鎌田幹事 東大 

05/9/12 シンプルモデルによる交通事故検討方法の提案 近森委員長 芝浦工大 17 

 〃 自立走行する多数の自動車モデルによる交通事故

シミュレーション 

柚原直弘氏 日本大学 19 

05/11/14 交通事故死者数が 7,358 人に減少した要因の分析 萩田賢司氏 (財)ITARDA  

 〃 交通政策審議会の概要 久保田委員 国交省自交局  

 〃 交通事故予測シミュレーション委員会(仮称)設立

について 

近森委員長 芝浦工大 25 

06/1/16 保険業界の事故データ分析と安全への取り組み 坂本仁一氏 (社)日本損保協  

 〃 ドライブレコーダの現状と将来展望 宮嵜委員  自動車検査(独)  

06/3/27 運転者教習の現状 園田清氏  警察庁交通局  

 〃 ヒヤリ・ハット分析委員会の本年度報告と次年度予

定 

永井幹事  東京農工大 31 

06/5/15 映像記録型ドライブレコーダの効果分析 荒井紀博氏  (財)JARI  

 〃 車両感知器データを用いた自動車排出ガス量と 三井達郎氏 警察庁科警研  

道路交通騒音の推定法 

06/7/18 ドライバの運転適正診断とその活用について 平川君男氏  (独)NASVA  

 〃 ヒヤリ・ハット分析のための調査研究 春日委員 芝浦工大 38 

06/9/12 ドライバ特性と交通環境からみたリスクについて 宇野宏氏 (財)JARI  

 〃 警察によるＩＴＳへの取り組み 小野寺健一氏 警察庁交通局  

06/11/17 Vision Zero-at Full Mobility Ekkehard Brühnin 氏  

（公開委員会） Federal Highway Research 

Institute (BASt), Germany

07/1/30 高齢運転者の注視と認知の特性に関する考察 矢野伸裕氏 警察庁科警研  

 〃 交通安全に関わる運転心理検討委員会の経過報告 春日委員 芝浦工大 49 

07/3/23 ドライブレコーダを活用した交通事故分析と安全

対策 

堀野定雄氏  神奈川大学  

 〃 運送事業者への安全指導について 清水委員 (独)NASVA  
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07/5/29 総合安全解析交通流シミュレーション 谷口哲夫氏  (独)交通研  

 〃 人体デジタルモデルを用いた乗員挙動シミュレー

ションと傷害予測 

宇治橋貞幸氏 東京工業大 57 

07/7/10 日産スカイプロジェクトの紹介 福島正雄氏 日産自動車(株)  

 〃 交通事故自動記録装置(ＴＡＡＭＳ)の現況 秋泉尚寿氏 警察庁交通局  

07/9/3 交通事故はなぜなくならないか  芳賀繁氏 立教大学  

 ～自動車安全技術と人の心～ 

 〃 日産の飲酒運転撲滅への取り組み 八谷委員 日産自動車(株)  

07/10/25 アルコール・インターロック検討会中間報告 平澤委員 国交省自交局  

 〃 交通安全に関わる運転心理検討委員会 春日委員 芝浦工大 68 

 〃 交通事故傷害予測と予防・医療に関する検討委員会 宇治橋貞幸氏 東工大 69 

07/12/18 交通事故低減のための研究の概要と方向性 野田委員 (独)交通研  

 〃 事故予測におけるドライバモデルに関する一考察 近森委員長 73 

08/2/28 ドライブレコーダを活用した交差点黄信号による

ジレンマの分析 

永井幹事 東京農工大 74 

 〃 認知症高齢運転者に関する研究 鎌田幹事 東大 75 

08/5/14 自動車運送事業に係る交通事故要因分析の現状に

ついて 

山崎委員 国交省自交局  

 〃 車両電子情報を巡る社会動向とビジネスモデルの

可能性 

大塚委員 車両電子情報有

効活用研究会 

 

08/7/15 自研センターの取り組み～車両損傷事故の低減 河合委員 (株)自研センター  

 〃 自動車の整備・サービスにおける遠隔診断の紹介 小林委員 (株)交文社  

 〃 交通事故ゼロの社会を目指して 永井幹事 東京農工大 80 

08/9/11 国総研における交通事故対策への取組みについて 中洲啓太氏 国交省国総研  

 〃 ドライブレコーダが見た自転車のマナー 大慈彌委員 (株)日本交通事

故鑑識研究所 

 

（無謀自転車危険地帯） 

 〃 シートベルトを締めないで安全な席はない！ 横野委員 (社)JAF  

08/11/10 科警研のイベントデータレコーダ研究 石川委員 警察庁科警研  

 〃 インターネット適性診断システム 清水委員、西尾氏 (独)NASVA  

09/1/19 自動車の安全とエレクトロニクス技術 手操委員 (株)デンソー  

 〃 交通安全に関わる運転心理検討委員会のプロジェ

クト計画に関する報告 

春日委員 芝浦工大 90 

09/3/9 高齢者の安全への取り組み 高橋委員 自工会 安全部会  

 〃 ヒヤリ・ハットＤＢ活用の現状報告 永井幹事 東京農工大 94 
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 ４.２  個別話題と討議内容 
日 時 2005 年 5 月 13 日（金） 10：00～12：20   

話題提供者 池田 朋宏氏（㈱三菱総合研究所社会システム研究本部 IT 事業研究 T）第 1回 

テーマ 交通事故対策費用に関する検討調査 

交通事故対策費用、投下費用の算出  キーワード 

 
 ・自動車の社会的・経済的費用を調査検討する前段階の基礎資料として、まず道路交通

を所管する公的機関から投下されている「交通事故対策費用」を、公表されている

2004 年度資料から以下の前提条件のもとに推計。 

話題提供 

または 

審議事項 

① ｢内閣府本府｣、｢警察庁｣、｢総務省｣、｢文部科学省｣、｢国土交通省道路局｣、｢国 

土交通省自動車交通局｣の年度予算書あるいは関連年次報告書から、道路交通安全

に関する項目・予算を総ざらい。 

② 予算費目上｢道路交通事故対策｣と目的が明示されているケース以外に、例えばＩＴ

Ｓは｢安全・環境・円滑｣の複合目的であるので、｢安全｣にその１/３を充当する、

といった補正を加え｢交通事故対策費用｣を推計。 

 [結果]                           単位:百万円 

公的機関 費 目 2004 年度予算 補正前 

内閣府 事故調査等    616 616 

警察庁 交通管理、信号制御等    24    87 

総務省 ＩＴＳの推進等    225 676 

文科省 科学技術進行調整費   

  交通事故対策技術    195 195 

国交省(道路局) ＡＨＳ等   2,201 6,604 

国交省(自動車交通局) ＡＳＶ等   2,151 3,361 

 合計 5,412 11,539 

・比較のため、米国の同様な公的機関投下研究開発費用を、以下前提条件にて推計。 

① 米国における道路交通関係公的機関として、ＤＯＴの下部部局であるＮＨＴＳＡ、

ＦＭＣＳＡ，ＦＨＷＡ、ＦＴＡの関連項目・予算をピックアップする。 

② FY2004 の各項目の予算割合が公表されていない部分があるが、FY2006 予算要求書

等から類推し推計する。 

③ 日本との比較のため、州への助成金、安全教育費、人件費・管理費等は除外する。

  [結果]                           単位:百万円 

 公的機関  費   目 2004 年度予算 

車の安全性  13,508 ＮＨＴＳＡ 

ドライバの安全性   1,469 

ＦＨＷＡ ＩＴＳ研究開発  15,442 

ＦＴＡ 安全関連研究開発   1,320 

  31,739  合 計  
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 ・交通事故による経済的損失を日米両国で比較することは厳密には不可能であるが、

日本：｢交通事故による経済的損失に関する調査研究｣ 2003, 内閣府 

米国：｢The Economic Impact of Motor Vehicle Crashes 2000｣ 2002, ＮＨＴＳＡ

  を用い、可能な限り類似項目で、人的、物的損失主体に比較することを試みる。 

・結論として、これまでの調査基礎資料を総合し、以下の比較指標総括表を得た。 

比 較 項 目   日 本 米 国 

人口 (万人) 12,692 28,142 

交通事故負傷者数 (人)･･･2000 年 1,155,697 5,300,000 

経済的損失(億円) Ａ 35,310 122,954 

国の交通安全研究開発費(億円) Ｂ 54.12 317.39 

 Ｂ／Ａ (×10000)    15.3 25.8 

・前表における(Ｂ／Ａ)値の日米比を求めると 1.7 と試算される。 

 

 
・ 講師説明後、本調査プロジェクトを実施した経緯・背景についての委員間の理解が 

討議・審議

内容 
不整合であったことにより、以下のようなコメント･疑問･注文が多く出された。 

 * 研究開発というより対策実施費用が把握されていないのは不満である。 
 * 米国の一覧表(ｐ27)において安全教育の項が除外されているのは腑に落ちない。 
 * 公的機関の予算項目名称は、予算獲得テクニックが反映しているので、「安全」、 
  ｢研究開発｣といった字句だけで惑わされていけない。 
  * (｢人｣、｢車｣、｢道｣)×(｢国｣、｢民間｣)の区分で調査されるべきである。 
  * 米国では、連邦と州との関係が日本にない仕組みで動いているので要注意である。

 *｢ＩＴＳ｣が交通安全といかなる比率で関連・寄与しているか、国により、人によっ

  て、考え方に大差があるので慎重に検討すべきである。 
  * 日米の比較表(ｐ33)において、走行台数等の規模の影響が不明確なのは残念。 
  * 本調査のような予算書からの集積額は、財務省見解とはまったく異なることが予 

想される。したがってマクロ数値より対象分野を特定して精査するほうがベター。

・事務局補足説明 
 本調査は、2004 年 5 月本委員会(第１次)第１８回における決定事項 ”自動車の社会 
的・経済的費用調査に関す作業部会を立ち上げる” に基づき開始された。交通安全の

対策費用については、当初公的機関に加え民間における投下費用の把握が不可欠と 
考え対応可能な委員構成を画策したが、当時業界側からの協力は不成立で、やむなく

事務局中心で、三菱総研に公刊資料に限っての比較調査を平成 16 年度事業として委

託した。本成果報告書は 3 月末に納入され一応年度事業として終了している。 
・今後の取り扱い 
 本調査報告書は当委員会の内部資料とし、たとえば 2030 年までのロードマップを検

討作成していく過程において、有力な検討参考資料として活用を図っていく。 
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期  日 2005 年 7 月 8日（金） 10：00～12：10  

稲垣 昇 氏 （(社)日本自動車連盟公益事業部調査企画課長） スピーカ 第 2回 

テーマ ＡＳＶに関するドライバの意識 （1） 

ヒヤリ・ハット、ＡＳＶ、アンケート キーワード 

 
 ・2002 年 8 月に第１次として、ヒヤリ・ハット体験とＡＳＶニーズを調査した。 
話題提供 

｢ヒヤリ・ハット体験頻度多｣と申告された上位 5ケース： 
 または 

①雨天時視界不良、②運転中の眠気、③夜間の歩行者視認、④二輪車飛び出し、 審議事項 

⑤路面凍結・突然の凹凸、⑥ぼんやり運転によるニアミス 

 ｢ＡＳＶニーズ大｣と考えられる上位 4装置： 

①タイヤなどバイタル部品の異状警報、②夜間歩行者存在警報、③雨天時視界向上、

④夜間カーブでの前方視認 

・ヒヤリ・ハット体験頻度の４象限マトリックスに分布した装置グループで、日常ヒヤ

リ・ハッの機会も多く、またぜひ車にあったほうが良い、とされた装置は「運転視界・

視認向上支援システム」と「夜間歩行者情報提供システム」であり、逆のケースは｢自

動車電話安全対応システム｣であった。 

・2003 年 9 月に、第１次調査結果を踏まえ、イラスト等の説明をつけた詳しいアンケ

ートをＪＡＦ会員対象に実施し、主に以下の結果を得た。 

 ＊ 通常想定される２０の危険場面に、過去遭遇した頻度の多い上位５場面： 

①カーブでの対向車はみ出し、②夜間歩行者認識遅れ、③対向車ヘッドライト 

幻惑、④前車急減速で追突ぎみ、⑤狭い道路でのニアミス 

   ただし、回答者は「自分は標準より危険遭遇頻度は少ない(安全運転している)」

との意識が強い。 

＊ ＡＳＶに想定されている１３の装置につき、装置によって｢情報提供のみ｣、｢情報

提供＋警告｣、｢情報提供＋警告＋操作支援｣のケースが考えられるので、結局２６

の装置例につき有効性をたずねた結果、評価の高かった上位５装置： 

①死角障害物検知システム(警告＋操作支援)、②居眠り運転防止システム(警告＋

覚醒支援)、③出会い頭衝突防止確認モニター、④ 夜間前方歩行者情報提供装置

(情報提供＋警告＋操作支援)、⑤照射方向可変ヘッドライト 

 ただし、回答者に装着希望の意向をたずねたところ、上記５装置では③⑤①②④の

順となり、また有効性の評価ほど希望度は強くなかった(自分には必要ない)。 

＊ 上記２６例で、情報提供段階から、警告、操作支援までステップアップ可能な装置

につき、その有効性評価と自身への必要度をたずねた結果の上位項目： 

[操作支援まで有効、自分も希望] カーブ進入速度制御、前方障害物検知、車線逸

脱防止、居眠り運転防止[操作支援まで有効だが自分は不要] 一時停止支援、夜間

前方歩行者情報提供、死角障害物検知[せいぜい警告までで十分] 後側方車両情報

提供。 
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＊ 情報提供および警告の方法についての好み： 

[情報提供] 音声＞アラーム＞モニター表示＞警告灯 

 [警告] 音声＞アラーム＞警告灯＞モニター表示 

ただし、情報提供で音声を好む人は警告でも音声を好むといった傾向が強い。 

 ＊ 加齢により遭遇度が高くなると考えられた危険場面：[側方の自転車等に気づかず

左折]、[後側方の車、二輪車等に気づかず進路変更]、[カーブでの対向車はみ出し]

  一方、加齢にもかかわらずむしろ遭遇度が低くなると考えられた危険場面： 

  [夜間歩行者気づき]、[カーブへの進入速度大]、[前車急減速で追突ぎみ]、[ぼん

やりニアミス]、[夜間右折時、横断歩道上歩行者ミス]等。この結果は常識と逆で

あり奇妙だが、若年令層では後者のケースでも遭遇度大と評価しているので、危険

であるのに意識されないとすれば、問題はより深刻といえる。 

 

 
・2003 年 9 月実施のアンケート対象、調査手法についての補足説明  

討議・審議

内容 
 ＪＡＦ個人会員を対象とし、構成比に基づき各地方から合計 3,300 名を無作為に抽 
 出、質問用紙を郵送、I,408 名(42.7％、男性:79％、女性:21％)から回答を得た。 
・質問は大部であり、また説明を求められそうなケースもあるが、用紙郵送方式のみ 
で調査が許されたのは、理解力があるＪＡＦ会員が対象であったからともいえる。 

・28 頁の｢危険場面の遭遇度と発生度分布図｣は実に興味深い。 
回答者が例示された２０のすべてのヒヤリ・ハッと場面は、自分が体験する以上に世

の中で頻度多く発生しているハズ、と判断しているのは印象的。ただし、｢カーブで

の対向車はみ出し｣、｢夜間対向車ライト幻惑歩行者認識ミス｣、｢前車急減速ニアミス｣

等は自分も他人も危険度は高い場面と意識している。 
・29 頁の｢ＡＳＶシステムの有効度と希望度関連図｣においても、１３のさまざまな考

案装置について、いずれも有効であることは認めるが、自分はそれほど必要としない

と評価している結果は注目に値する。すなわち、これらの意見・評価は回答者自身の

ものか、想定評価(大きなお世話ともいえる)かを斟酌する要あり。 
・ＡＳＶシステムは、ユーザのニーズを見極めて開発しないと独りよがりに陥る危険 

性があるが、一方今後のＡＳＶシステム販売時においては、その機能・効用について

必要十分な情報を正しく訴求していく努力がますます必要となっていこう。 
・ヒヤリ・ハッと場面と各属性別との分析の中でも、年令層との関連は興味深い。 
 ２０の危険場面につき加齢により評価が変化していくのは当然ながら、他者が心配し

ているほど当人は認識していないケースが一番問題で、今後さらに慎重に検討して 
いかねばならない。 
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期  日 2005 年 7 月 8日（金） 10：00～12：10  

スピーカ 永井幹事(東京農工大)、鎌田幹事（東大） 第 2回 

テーマ ヒヤリ・ハット収集実験と収集データ分析結果 
（2） 

キーワード ドライブレコーダ、ヒヤリ・ハット 

 
 ＊本委員会の第１次第 18 回委員会(2004.05.24)にて立ち上げが決定された作業グルー

プ｢ヒヤリ・ハット事象調査研究｣にて、自技会内で運営されてきた諸活動につき、当

該グループの主査である永井委員、及びメンバーの鎌田委員から説明があった。 

話題提供 

 または 

審議事項 

また冒頭にドライブレコーダにより実録された多数の映像例が紹介された。 

・製作されたＤＲは、データ収集用の簡易型ＤＲ55 台および詳細解析用の高機能型Ｄ

Ｒ５台。前方撮影カメラは双方同一仕様であり記録時間も(10秒前から５秒後までと)

同じであるが、高機能型ＤＲのもっとも異なる特徴は、運転者撮影カメラが追加され、

自動発信装置つきであり、物理量測定も一段高精細仕様になっていること。 

・上記のＤＲを 2005 年 2 月から、東京都江東区の山三交通のタクシー車 37 台、および

ＪＡＲＩ、東京農工大、国総研の自家用車や公用車等 21 台に装着し、これまで約 1000

件のデータを収集データベース化し、さらに継続して収集蓄積中である。 

・ＤＲ記録開始のトリガーは、簡易型：前後加速度 0.45Ｇ，高機能型：前後・左右合

成加速度 0.8Ｇ or 前後・左右加速度の擬似微分値(躍度)合成値 8.0Ｇ/s.とした。 

・トリガー設定値により、高速道路での目地ショック、ドアの開け閉めでも拾うので、

データには’ゴミ’が多数あり、必然的・意識的’急ブレーキ’も除外されるので、

真性の’ヒヤリ・ハット’検討に有効なデータは 1000 件の内せいぜい 300 である。

 
 ・ゴミの中からいかに有効なデータを拾い出すかが 大の課題。ＤＲウイットネスの実
討議・審議

内容 
例では、大型バス等で４チャンネルを２４時間稼動させるケースもあり、トリガー

をΔＶのみとすると、ただただゴミを記録していることにもなる。 

・今回のヒヤリ・ハット実験を担当したＪＡＲＩ、東京農工大、東大では、それぞれ 

ヒヤリ・ハットについての捉え方が異なった。ＪＡＲＩの職員などはデータの２/３

は全然ヒヤリ・ハットでないと主張していた。 

・事故につながる/無関係なヒヤリ・ハット、本人が意識している/いないヒヤリ・ハッ

ト等、ヒヤリ・ハットとは何なのか、きちんと定義する作業も必要。 

・ＤＲの適用事例から、危険な(危険と意識していない)高齢運転者が急増していること、

実路上であまりにも信号無視が多いこと、を確認できるので、青信号でも決っして 

安心して横断歩道を渡ってはいけない、と警鐘を鳴らしたい。 

・外国にヒヤリ・ハットをいかに紹介するか？  

→ 従来例では incident が用いられているのでそれでＯＫと考えられが、 近 close 

call と表現された論文がある。 
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期  日 2005 年 9 月 12 日（月） 10：00～12：10  

スピーカ 近森委員長(芝浦工大) 第 3 回 

テーマ シンプルモデルによる交通事故検討方法の提案 
（1） 

キーワード 交通事故発生予測システム、単純化モデル 

 
 ・交通事故死傷者ゼロへの道のりは：①従来技術のあくなき普及促進により-1,500 人

②ASV、ITS などの新技術の開発普及により中期的に-5,000 人 ③これから登場する

新たな学際的新技術を統合推進して究極ゼロを目指す、それぞれの活動成果を積み上

げる 3レーヤーの Foresight Zero Programme を実行していくことにある。 

話題提供 

 または 

審議事項 

交通事故死傷者ゼロへの道◆

０
‘10

短期対策（安全技術の普及促進）
・3点シートベルト ・後部突入防止装置 ・速度抑制装置 ・側面衝突対応 ・オフセット対応
・エアバッグ ・ABS ・歩行者保護 ・後突対策 ・取締り強化 ・交差点等改良

・ASV，ITS技術の普及 ・車-車間，路車間通信 ・ドライブレコーダ
・コンパチビリティ対応 ・歩行者保護（下肢） ・交通弱者対応
・救急医療体制

・事故分析・解明（運転特性データ，ハット，ヒヤリデータ）
・事故，死傷害予測システム ・都市計画と交通安全
・新たな交通運用施策 ・新安全車両・道路技術

中期対策（新技術の開発・普及）

死
者
削
減
数

‘30

第２次死者削減目標
5,000人

第１次死者削減目標
1,500人

死傷者ゼロ目標
Foresight Zero

Programme

JSAE
将来の交通

・安全委員会

長期対策（学際技術の統合）

‘20 ‘40‘00

 

・当該 Programme の下で、すでに「ヒヤリ・ハットデータの収集・分析研究」に着手

し継続しているが、今回新たに「交通事故発生予測システム」の構築を提唱する。 

・「交通事故発生予測システム」とは、ある地点・状況においてどのような交通事故が

どれだけ起こるか、道路・車・ドライバが相互に複雑に関連する交通モデルから推計

するシステムである。次いで、事故により人間の傷害はどのようになるか判明してお

れば、交通事故の死傷者は理論上両者の積から計算予測できることになる！ 

・その第一歩として、60 秒周期の(青・黄・赤)交差点で、50km/hr(14m/s)で対向して

くる直進車と、合間を縫い 1.5m/s で右折する車両ペアの位置関係をモデル化する。

[前提] 直進車：交差点停止線手前 400m の地点を信号青基準+t1 で発進し、途中黄信

号転換をみて停止線までの距離を判断、直進 GO、STOP を決定する。 

右折車:時間 t1+t2 に右折点に到達するものとし、その時の直進車との距離、右折信

号可否の両者をみて判断し、右折 GO か STOP か決定する。 
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[計算] 直進車、右折車とも、途中前方の関連距離に応じて判断をおこなうステップ 

においては、実験から得た確率的意思決定モデルに従い GO、STOP に振分ける。 

T1,t2 を 0.5 秒おきに増加させ、それぞれのペアで 1000 回模擬走行し、両車両の重

心間距離が 1.5m 以下となるケースを衝突事故発生と判定する。 

 このようなきわめて単純化したモデルでも、以下のような多くの考察材料を得る。 

 *1 t1、t2 の各ペアの全領域で、当然衝突が発生しない組み合わせ領域は大きい衝 

 突発生領域としては、直進車が信号停止した場合(衝突発生頻度ﾚﾍﾞﾙ 2/1000)と直進

車通過ケース(衝突発生頻度ﾚﾍﾞﾙ 55/1000)の 2 領域がわかれて存在する。 

  *2 直進車のドライバが性急運転し、「黄信号時の通過率-高め」の意思決定モデル 

 を採るとすると、衝突は約 82％も増加する。 

  *3 直進車の速度が 14±1m/s とばらつくだけでも衝突頻度は 24.3％増加する。 

  *4 直進車の距離目測で±10％のエラーがあれば衝突頻度は 37％増加するが、補正 

用の支援装置が装着されれば、その故障発生率が 5％でも、3.8％増加で留まる。 

 *5 右折車のわき見運転事例で、2秒以内ならばほとんど影響ないが、5％の人が 3 

秒わき見をすると衝突頻度は 66.9％増加する。ただし、強制的に車を停止させる支 

援装置を装着すれば、衝突頻度をむしろ 30％超減少させることができる。 

・シンプルモデルの他の適用例として、前後走行車両ペアでブレーキングランプ点灯 

をみて後続車が制動動作をおこなうモデルを想定、関連パラメータを変化させ各 

ケースごと 1000 回模擬計算し、追突事故(重心距離 2m 以下)が発生するか調べた。 

 *1 当然走行車速が高く、車間距離が小さい場合の追突頻度が高くなる状況をビジア

ルに表示することができる。 

  *2 100km/hr 走行時、5％の機会にわき見すると、車間距離にほとんど関係なく、2

秒のわき見で追突が増加傾向となり、3秒で追突頻度は約 35/1000 に上昇する。 

  *8 前記ケースに所定アルゴリズムで動作する追突防止ブレーキを装着したとする

と、車間距離 20ｍで 25/1000、40m 以上では 5/1000 以下と顕著な効果を生む。 

 

 
討議・審議

内容 
＊ 次テーマ(第 3回(2))と一緒に論議 
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期  日 2005 年 9 月 12 日（金） 10：00～12；10  

柚原 直弘 氏（日本大学理工学部航空宇宙工学科） スピーカ 第 3回 

テーマ 自立走行する多数の自動車モデルによる交通事故シミュレーション （2） 

キーワード 交通環境、自立走行、交通事故シミュレーション 

 
 ・道路交通現象は複雑系の特徴を持ち、独自に意思決定を行うドライバや歩行者と道路

交通環境との間の相互作用によって交通現象は時々刻々と変化していく。 
話題提供 

 または 
・事故予防・運転支援システム導入の効果予測や交通事故過程の解明には、ドライバ・

エラーを考慮した「事故発生予測モデル」を用いた交通シミュレーションシステムが

有用なツールとなる。 

審議事項 

交通工学分野でも、従来から多くの交通(流)シミュレーション技法が開発されてお

り、交通流を連続流体に近似して車両移動を記述するマクロレベルから、追従モデル

や経路選択モデル、個々の車両を離散的に扱うミクロレベルまで、多数のシミュレー

ション・ソフトが存在する。しかし、いずれも交通計画・管理が主目的のため、個別

車両（ドライバ）と他車両・歩行者を含めた道路環境との相互作用といった局所的(ナ

ノレベル)現象や事故事象の検討には粗くて使えない。 

・その解決策として、仮想交通環境の時々刻々変化する状況を、知覚・認識し、どのよ

うな運転行動をすべきかを判断・決定して、車両を運転するといったドライバ・エ

ージェント(ソフトウエア)を各車両に搭載したエージェントベースト・交通シミュ

レーションシステムを開発した。 

・ドライバ・エージェントの知覚・認識・判断・意思決定・操作の各段階におけるそれ

ぞれの行動を確率変数として扱い、さらに、それらにドライバ・エラーや運転性向も

反映させる。 

・交通信号機がある交差点を対象としたシミュレーションを実施した結果、輻輳場面で

の衝突事故過程が再現・ビジュアル表示できるようになった。(実例デモ) 

さらに、都内銀座三原橋交差点を対象としたシミュレーションを行い、北行車両の直

進、左折、右折時間を実測値と比較・検証した。今回開発したシステムは定量的には

まだ問題が残るものの実交通流を模擬できる可能性が十分大きいことがわかった。 

・ドライバの運転行動はすべて確率的であるといっても過言でないので、シミュレーシ

ョンの精度・信頼性を高めるため、まずシミュレーション結果とドライビングシミュ

レータによる実験データと、次いで実交通データとの比較検証を行い、エージェント

の知覚・認識・判断・意思決定・操作の各ステップにおける変数の確率分布を修正し

ていく適応的(スパイラル)プロセスを導入した。 

・適応的プロセスの 内側ループには、新たに開発した統合システムを用いる。これは、

交通事故に至る過程をイベントツリーで記述し、各イベントの生起確率をフォルトツ

リーで計算するシステムである。 

統合システムの考え方の妥当性は、追突事故を例にとり実事故数と照合し検証した。

これを援用すれば、事故事象に対する各想定要因の影響度の確率的評価が検討でき
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る。たとえば、自動ブレーキを備えた車両では、センサの検出エラー低減が 重要で

あり、次いで、わき見、道路の照度等が大きな影響を及ぼすことが判明した。 

・自動ブレーキシステムを装備した車両を導入した場合の交通状況をシミュレーション

した結果、装着率 25％で-10％、装着率 50％で－30％の追突事故低減効果を得た。 

 
 ＜両話題を通して＞ 
討議・審議

内容 
・エージェントベース・シミュレーションとはまだ未成熟の感があり、シミュレーショ

ン・サイクルや時間なども問題が残る。 

エージェントとは’環境の状態を受容器で知覚し、効果器を通して行動することによ

り、環境に対し影響をあたえることができる自律的主体’と定義されるので、走行中

前方に信号を見て、止まるか通過するか、それぞれ確率的に行動するドライバはまさ

しくエージェントにふさわしい。 

三原橋の例では 0.1 秒サイクルでランした。車両台数は計算機の規模に応じいくらで

も拡張可能であるが、1ヶ月の交通を模擬するにはＰＣで 1週間といった時間が必要。

・三原橋のケースは興味深いが、汎用性、拡張適用性はどうか？ 

 → 他への適用可能性は十分あると予想しているが、まず(全国各都市の)代表的地点

でシミュレーションして問題点を洗い出すのは、確かに有効な手順と考える。 

・この種の交通シミュレーションはいつから始められ、現状のステータスはどうか？ 

 → 国交省の呼びかけに応じおよそ４年前に開始され、本年度が区切り年度となって

いる。みてのとおりあらゆる場面で確率処理をおこなうが、データが存在しないと

正規分布で仮定するといったようなことをせざるを得ない。 

統一的なフォーマットで、いろんな状態におけるデータ(確率分布)が整備されてい

くことが緊急の課題である。 

・道路。環境のパラメータ変化の影響は十分検討可能か？ 

 → 道路線形を変えるとドライバの認識レベルはどう変わるかが記述できれば問題は

ない。しかし、たとえば照明を改良すると、ハザード識別能力が向上するとするか、

走行速度が上昇するとするか、シミュレーション・シナリオの書き方しだいで結果

は異なる。 

・このような体系的交通シミュレーションはジャパン・ユニークか？ 

 → 交通渋滞制御などを主目的とした従来からある交通(流)シミュレーションでは、

交通事故分析には祖度が異なり適用できない。米国のアラバマ大学などでも研究開

始したと聞くが、われわれと類似レベルのシミュレーションは寡聞にしてスウェー

デンの 1例のみしか知らない。 

＊ 二つの報告を受け討議した結果、近森委員長より； 

「交通事故発生予測システム作業部会」を立ち上げたい、と提案され了承された。 

 具体的実施要綱については今後委員長と検討してつめることとする。 
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期  日 2005 年 11 月 14 日（月）10：00～12：35  

スピーカ 萩田 賢司 氏（(財)交通事故総合分析センター研究部研究第一課） 第 4回 

テーマ 交通事故死者数が 7,358 人に減少した要因の分析 （1） 

キーワード 交通事故死者、交通事故対策 

 
 (財)交通事故総合分析センター(ITARDA)で、交通事故死者数が平成 4年の 11,451 人か

ら平成 16 年に 7,358 人まで減少した要因分析を、所内にプロジェクトチームを編成し、

人・車・道・緊急医療等の幅広い観点からこの 12 年間の対策効果を分析。 

話題提供 

 または 

審議事項 

・死者数低減に効果のある要因・対策は、その多くは互いに独立ではなく、しかもデー

タの整備も十分でなくバラツキがある等問題は残るものの、既存の公的機関の結果も

できるだけ援用し、ともかく現段階で各要因について以下のように効果を推定した。

人的側面からの効果 

(１) 講習制度      ・・・それぞれ効果は認められるが、定量的に算出不能 

①初心者運転期間制度･･･Ｈ２に導入後明瞭に効果あり 

(運転免許取得後 1年間は監視期間とし、交通違反したら講習受講義務付け) 

②原付免許取得時講習     ･･･Ｈ４に導入、一定の効果は認められるが不明確 

③高齢者講習 ･･･Ｈ14 に 70 歳以上免許更新時講習義務付け、効果あるも不明確 

(２) 飲酒運転厳罰化 ・・・死者 1,319 人(Ｈ13)→791 人(Ｈ16 実績値)  －523 人 

  (Ｈ16、酒酔い運転で 3年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金、かつ免許の取消 

し等、刑事・行政処分とも厳罰化され、酒気帯びの基準値も圧縮された) 

(３) シートベルト着用率向上・・・3,048 人→1,059 人(Ｈ16 実績値)   －1,989 人 

  (致死率はベルト着用時 0.1％、非着用時 2.05％であったので、着用率がＨ4の 

73.9％のままであったとしたらＨ16 の死者数は 3,048 人と推計される) 

(４) チャイルドシート・・・Ｈ13 に義務化、非導入なら死者 46 人→10 人  －36 人 

(５) 二輪車用ヘルメット着用率向上・・・830 人→672 人(Ｈ16 実績値)  －158 人 

  (ヘルメット着用は昭和 61 年に義務化され、着用率Ｈ4:96.3％、Ｈ16:98.6％と 

  高いが、対象事故に限ればＨ4で 88.4％と低く、同レベルならＨ16 死者 830 人) 

(６) 衝突速度低下 ・・・9,083 人→5,913 人(Ｈ16 実績値)      －3,170 人 

  (衝突速度と相関の高い危険認知速度は、Ｈ4からＨ16 年で低下しており(四輪 

単独事故で－24％)、速度分布がＨ4年並であったとしたら死者推計 9,083 人) 

車両衝突安全性向上による効果                                 ・・・  －396 人

 (独)自動車事故対策機構では、Ｈ7から乗用車の衝突安全性能比較試験を実施し 

自動車アセスメント、いわゆる JNCAP として公表しており、｢JNCAP における安全性 

評価結果と事故データとの相関分析及び被害低減についての試算｣も実施している。

その手法・結果を踏襲しＨ6年基準でＨ15 年の効果を推計した。 

道路・交通安全施設による効果 

(１) 交通安全施設(道路) ・・・それぞれ効果は認められるが、定量的に算出不能 

   (Ｈ4/Ｈ14 比で、歩道延長 16.7/22.1 万 Km、中央帯延長 7,300/10,400Km、防護柵
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設置延長 12.1/17.1 万 Km とそれぞれ拡充され、相当の効果は認められる) 

(２) 事故多発地点緊急対策事業の効果・・・死傷事故 －1,269 件、 死者 －464 人 

  (全国幹線道路 3,196 箇所の’事故多発地点’につき、Ｈ8～Ｈ14 まで集中的に 

対策事業が実施され、国土技術総合政策研究所から ITARDA にまさに当該事業の 

フォローアップ調査が委託されていた) 

(３) 交通安全施設(警察)      ・・・Ｈ4～Ｈ13 の死者数低減効果推計 －826 人 

   (警察庁では、交通安全施設事業として、交通管制センターの設置や信号機の更新・

改良等 17 種類にも及ぶ交通安全・円滑化事業を実施しており、(財)交通管理技術

協会でそれらの事業実施前後の効果を詳細に推計している) 

救急医療対策による効果   ・・・死者低減数 5人(Ｈ4)→85 人(Ｈ15)   －80 人 

    (救急救命士は、Ｈ4に制度が導入され運用率もＨ4の 4％からＨ15 の 67.6％と発

展し、心肺停止蘇生の応急処置等で効果を挙げている) 

人口構成変化による影響･･･人口構成比がＨ4並ならば死者は 6,562 人！ ∴ ＋796 人 

 

 
 ・あげられた要因の中には、直接的に死者数減に効く項目と、まず事故低減に効き二次
討議・審議

内容 
的に死者数減をもたらす項目に分けられるように見受けた。つまり分析を工夫すれば

｢死者数は減っているが事故件数は増えている｣昨今の情勢を解明できるのでないか。

・衝突速度とは何か？ 誰が決めるか？  

→ 事故統計上は危険認知速度であり、当事者の申告や客観的データがなければ、

終的には交通事故処理警察の判断による。 

・結果まとめ表において、 大死者数低減効果項目は｢衝突速度低下｣となっており、し

かも運転行動変化や安全意識高揚など人的要因大としているが容易に了解できない。

 ABS から 近の知能ブレーキアシスト装置にいたる数々の車両制動系の改善技術は、

ひたすら衝突速度を確実に低下させるためのもので、その寄与分は人的要因に劣らず

大きいと強調したい。またその成果こそ技術開発のレーゾンデートルにもなってい

る。 

・｢衝突速度低下｣を招来する真の要因は何か、もう一段科学的に精査する要あり。さも

なければ、高齢化など時の流れで自然に解決していくと考える派や、ITS などでもっ

と強力に武装化すべしと考える派など、解釈次第で判断が大きく分かれる危険性があ

る。 

・ITARDA では今後いかなる検討課題に指向されるか？  

 → ｢データ蓄積｣の中でも救急搬送・治療統合データ充実を手がけているが、今後は

｢要因相互関連分析｣や｢効果評価の体系化｣等、官の動向も踏まえ重視していきたい。

・教育の効果や規制の導入効果評価なども科学的に定量化努力してほしい。 
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期  日 2005 年 11 月 14 日（月）10：00～12：35  

スピーカ 久保田委員（国交省自動車交通局） 第 4回 

テーマ 交通政策審議会の概要 （2） 

キーワード 自動車交通政策、交通政策審議会、低減対策手法、効果評価 

 
 ＊平成 11 年 6 月に｢安全と環境に配慮した今後の自動車交通政策のあり方｣について運

輸技術審議会答申がだされている。そこで指摘された車両安全対策のその後の進捗

状況をレビューし、次いで今後の対策の方向を審議する目的で、交通政策審議会陸

上交通分科会自動車交通部会内に、技術安全ワーキンググループが設置された。 

話題提供 

 または 

審議事項 

 10 月 19 日キックオフし、途中必要に応じ審議内容を現在策定中の第８次交通安全基

本計画に反映させつつ、平成 18 年 5 月頃第 5回会合で 終報告をまとめる予定であ

る。 

 国土交通省で本件に関与している久保田委員から以下のように概要紹介された。 

・自動車安全対策は｢低減目標設定｣、｢対策実施｣、｢効果評価｣の PDC サイクルでまわっ

ており、前回答申では「2010 年にまでに死者数を 1,500 人低減させる(車両安全対策

で 2010 年までに 1,200 人減、2005 年までに 600 人減)」と設定されていた。 

 2003 年までの車両安全対策による死者数減は 872 人(後述)であるのでおおむね順調

に推移していると評価できる。 

・これまでの活動を総括すれば、事故数、負傷者数増加など問題は残るものの、死者数

の大幅減など国際的にトップクラスの交通安全状態を実現しているといえる。 

12出典：国際道路交通事故データベース（IRTAD）

＊数値は３０日死者数（フランスは換算値）
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なお、これからの注目点は高齢化の影響と、追突・出会い頭衝突増加現象の究明であ

る。 
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・今後の車両安全性向上のためには、予防安全向けの｢先進自動車(ASV)計画｣、衝突安

全向けの｢自動車アセスメント(JNCAP)｣の二つの柱を、底部で｢自動車安全基準(保安

基準)｣でしっかりと支え、この三者を PDC サイクルで確実にまわしていく必要があ

る。 

・Ｈ11 から 6年経過しているので、その間に導入の安全基準 5項目につき効果評価し 

た。 

 ｢大型後部反射器｣、｢ABS｣､｢大型後部突入防止装置｣については残念ながら現状では算

出困難であったが、｢フルラップ全面衝突試験導入｣の効果として死者 622 人減、｢側

面衝突試験導入｣で 250 人減と、それぞれ効果評価ができた。合計 872 人減(30 日死

者換算で 1,003 人)は前述の目標値達成の有力な根拠となる。 

・今後の問題点として、予防安全対策の効果測定においては、そもそも事前事後の関係

数値がうまく捉えられないケースが多く、定量的評価が困難であることがあげられ

る。 

 
 ・交通事故での象徴的数値である死者についての低減目標は、平成 11 年運技申答申の
討議・審議

内容 
 2010 年で 1,200 人減、平成 15 年小泉総理の今後 10 年間で半減、平成 16 年初頭政府

 方針としての 2012 年に 5,000 人以下、さらに平成 18 年度からの第 8次交通安全基

本計画における 2010 年には 5,600 人以下とするなど数値が乱立気味であり、しかも

｢24 時間死者｣と｢30 日死者｣が混在しているので、ことさらマチマチ感が強い。 

 → 外国では｢30 日死者｣を重視する傾向があったので、比較のために｢24 時間死者｣と

併記もやむをえないが、 近では両者の相関は証明され科学的換算係数が成立して

いるので問題はないはず。また目標値の並立も、それぞれの関与スパンが 5年か 10

年か異なるためやむをえない。比較のための途中目標値も整合がとられており矛盾

はない。 

・目標値の掲示は結構だが、具体的裏づけはあるのか？ 各省庁への割付や調整がなさ

れているのか？ また今後は量のみでなく質の面からも目標内容を検討すべきであ

る。 

→ 目標値設定は今なおトップダウン的であり、第 8次交通安全基本計画策定中の内閣

府でも割振り・調整はなされていない。ただし、目標らしきものがあった第 7次に

比べれば、第 8次で明示されるようになったのであるから一大進展である。次の第 9

次ではきちんとしたブレークダウンまでなされるようになるかもしれない。 

・今のままでも、｢速度が下がり｣、｢高齢化が進めば｣、交通事故は低減していくと判断

され手抜きされてはならない。高齢化と交通事故との関連性をもっと深く検討すべき

である。また、予防安全対策の効果評価の手法を真剣に開発すべきである。 
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期  日 2005 年 11 月 14 日（月）10：00～12：35  

スピーカ 近森委員長（芝浦工大） 第 4回 

テーマ 交通事故予測シミュレーション委員会(仮称)設立について （3） 

キーワード 交通事故予測、シミュレーション 

 
 ＊本件は前回委員会(2005．9.12)で設立が承認されていたが、その後煮詰められ概要を

以下に示す設立案につき、委員長から説明され審議した。 
話題提供 

 または 
1） 基本方針 審議事項 

・前回本テーマにつきレクチャされた日本大学 柚原教授に委員長を委嘱し、近々 

  メンバーを募り2006年 1月から活動をスタートさせ2008年秋には第1期の研究成

果をまとめる。 

 ・当面会場費程度の費用しか手当できないので、おのずと｢工数・費用自分もち｣のメ

ンバーに限られ、当面は成果・情報クローズのコンソーシャム方式を採る。 

2）研究の進め方 

 ・2008 年秋までを第 1期とし、さらに次の二つに分ける。 

  [ステップ １] 2006 年 1 月から 2007 年度末まで全体計画を確定し、シミュレー

ションに必要な基本データの標準化・共通化および収集 

[ステップ ２]  2007 年 1 月から 2008 年度前期末までプログラム基幹部の共通化

を検討し、特定場面でのシミュレーションを実施 

 

 
 ・かつての環境対策における大気汚染シミュレーション開発時においても、まず局地的

リニアーモデルから出発し 終的に広域・拡散・地球モデルまで発展し、今や絶大

な威力を発揮している前例がある。交通安全においても同様であり、この種のプロ

ジェクトは有意義であり早急に立ち上げるべきである。 

討議・審議

内容 

・｢工数と費用は自分持ち｣については、工数はともかく費用は容易ではない。後の権利・

義務ともからむが、運営はクロ－ズのコンソーシャム方式が自然であり、そうなる

と必然的に誰でも参加ＯＫというわけにいくまい。 

・看板はこれで適当かどうか。限定的フレーズを付与してビジョンを局限するのは望ま

しくないにしても、やや漠然とした印象はまぬがれないので工夫を要す。 

結論・・・上記の審議を経て以下のようにまとめられた。 

(1) 活動内容がイメージしやすいように、｢目的｣といった項を記述追加する。 

(2) 費用・工数の性格上、まず本委員会と関連の深い機関にメンバー募集をかける。

(3) 早期に熱意と理解のあるメンバーに集まってもらい、活動の具体案を詰める。 
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期  日 2006 年 1 月 16 日（月） 10：00～12：00  

スピーカ 坂本仁一氏（(社)日本損害保険協会業務企画部企画･安全技術 G） 第 5回 

テーマ 保険業界の事故データ分析と安全への取り組み (1) 

キーワード 交通事故データ、事故被害者数、物的損失 

 
 ・日本損害保険協会は、日本で営業している保険会社(農協共済系、外資系は除く)22

社を会員とし、保険業の健全な発展と信頼性確保のための諸事業を展開している。そ

の 5本柱の中の「社会的責任の遂行」の一環として、交通事故の実態解明に努めてい

る。 

話題提供 

 または 

審議事項 

・分析元データは、外資系保険会社も加入している「保険料率算出機構」が把握した保

険会社支払保険金であり、遺漏している農協共済系の支払分は推計して加算した。 

・あくまでも支払保険金がベースであるので、警察の事故処理費用や、事故に付随する

幾多の社会的・精神的損失は捨象した純経済的損失を対象とする。ただし、物的損失

分は警察統計になくここしかないのでユニークといえる。

 

  

・直近の 2003 年度版における結果概要は以下のとおり。 

(1) 経済的損失総額：3兆 3,915 億円･･･数値的にはここ 5年間ほとんど変化なし 

人身:1兆6,347億円  被害者数:1,373,68人(後遺障害;65,789、傷害;1,299,258)

物損:1 兆 7,568 億円 損害物数:718 万件(車両;678 万件、構造物等;40 万件) 

 (2) 1997 年から 2003 年にかけての「加害者」の傾向的特徴：20 歳代で低下し、65

歳以上の高齢者層で増加しているが、30 歳代での増加が目立ち要注意 

  (3) 1997 年から 2003 年にかけての「被害者」の傾向的特徴：すべての年代層で増加

傾向にあるが、中でも 30 歳代が目立ち、特に後遺障害被害者の急増が要注意 

 (4) 1997 年から 2003 年にかけての「車種別」の傾向的特徴：「営業用乗用」と「軽

四輪」は台数・走行距離あたり双方で増加しており要注意 
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・日本損害保険協会は「社会的責任の遂行」の一環として、上述の事故データの分析に

加え、以下のような諸事業を展開している。 

(1) 高齢運転者の安全対策：シニアドライバー事故の分析報告書公刊(2004.7) 

（2）事業者向け安全対策：ベストプラクティス事例を調査、まとめ冊子作成中 

（3）飲酒運転防止：防止マニュアル公刊(2005)、シンポジウム開催 

（4）事故多発地点・多発日に関する情報をホームページで提供 

（5）交通安全関係ビデオ制作、一般への貸し出し 

（6）交通安全意識・実態調査(チャイルドシート、携帯電話等使用実態) 

（7）エコドライブの推進キャンペーン(ステッカー作成、シンポジウム開催) 

 

 
 ・交通事故に関して、当事者年齢層と事故件数の相関といった統計は特異な社会環境 
討議・審議

内容 
変化がなければ、実数は変わるかもしれないがパターン的には変化しないのでない

か。 

逆も真であり、パターンが変化したとなれば何らかの社会変化があったとみるべき

であろう。つまり今回の変化について、たとえば、30 歳代は携帯電話を多用すると

か、高齢者はカーナビにまごつく頻度が多いといった、社会事象変化の仮説をたて

探査したら面白い。 

  → 協会では交通事故形態の追跡調査を実施している。 近の傾向として、追突事故

が多いのはどの年齢層も共通であるが、高齢者層は特に「交差点での事故」および

「後退時の事故」が多いのが特徴的である。 

・30 歳代における事故急増は、状態として乗車中か歩行中か？ 

→ 乗車中も増えてはいるが、特に歩行者(ただし自転車も含む)として被害にあうケ

ースが目立っている。 

・飲酒運転の取り締まりは強化されているが、保険の支払についての実情はどうか？ 

→ 飲酒運転者は今や無条件で厳罰のご時勢であるが、あくまでも被害者救済が第一

義の見地から、保険金は支払われている。 

・ 近外資系保険会社の進出が目立つが国内系との比率はどうか？ 

→ 国内系保険会社のシェアはまだ 8割台は保っている。 

・ 近注目されだしたドライブレコーダについて保険業界の見解はどうか、保険料率に

反映しようといった動きはないか？ もっとも、保険料率設定は金融庁の認可事項に

属し、まったくフリーというわけにはいかないはずではあるが･･･。 

 → 料率に反映云々は、原則的には個々の保険会社の判断マターである。ただし、保

険の料率変更はたしかに金融庁の認可事項に属し、本来実績のないものは判断のし

ようがないといった、まだ微妙な段階にある。かつてのエアバックのときと同様、

若干時間を要するのでないか。 
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期  日 2006 年 1 月 16 日（月） 10：00～12：00   

宮嵜委員 (自動車検査(独)) スピーカ 第 5回 

テーマ ドライブレコーダの現状と将来展望 (2) 

キーワード ドライブレコーダ、交通事故削減、安全教育 

 
 ・前方映像記録用のドライブレコーダが注目され始めたのは 1991 年開始の ASV 計画が

契機となった。開発された実物により効果が実証されたこと、交通事故冤罪防止を願

う関係者の証拠追求要望のたかまりがあったこと等で、以後急速に脚光を浴び始め

た。 

話題提供 

 または 

審議事項 

・航空機および船舶は、大きさ、用途、就航年月により差異はあるが、それぞれ航空法、

海上船舶安全法において、数十項目の関係データの記録および音声の記録を義務付け

ており、かつ事故発生時は原因究明を確実にするため回収に備えるよう命じている。

・自動車における運行記録装置は、記録紙と針を組み合わせたアナログ式タコグラフが

標準であった。道路運送法等の定めにより 1962 年から一部車両に義務付けられたが、

1999 年から IT 技術と組み合わせたデジタル型が主となり、多くの機種が出現してい

る。 

・米国では EDR(Event Data Recorder)とよばれ、GM のエアバック車装着例を嚆矢とし

長い歴史がある。連邦政府も重視しており、事故関連情報記録のほかに事故通報機能

と連動させようとの考えがあり、特徴的である。 

・映像記録型のドライブレコーダはともかく「一目瞭然」であるので、運転者教育用、

交通事故紛争解決用としてきわめて有効である。国交省調査においても、台あたり導

入効果として年間経済損失削減 7,900 円、交通事故 15％減との結果が得られた、と

の報告例がある。 

・ドライブレコーダの今日的効果は ①経済的にペイする、②決定的事故判定ツールと

なる、③乱暴運転自制によりエコドライブを勧奨する、等に集約される。しかし、「ゼ

ロ安全」を目指す今後においては、事故以前のヒヤリ・ハット事象まで考究しなけれ

ばならなくなるので、その潜在的対応能力を勘案すれば、ドライブレコーダは不可欠

のツールになるものと考えられる。 

・ドライブレコーダは有効であり装着を義務付ける、あるいは法制化すべき、といった

意見があるが、まだ容易には賛同できない。デジタコでも法制化に 10 年は要した。

ドライブレコーダはなお技術的発展の余地は大であり、さらにデータ改ざん防止対策

など要検討重要事項がまだいくつか残っている。 

発展の成果を集大成していく過程において、必要 小限の機能を法制化し、特定の車

から装備を拡大していくことが、結局は健全な普及のための捷径と考える。 

 
討議・審議

内容 
・市販商品では「ウイットネス」は有名ながら、「どら猫」等類似の製品も以前から販

売されており、 近参入する企業が増える傾向がみえ、今や 18 社は下らない。 
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期  日 2006 年 3 月 27 日（月） 10：00～12：10   

園田 清 氏  警察庁交通局運転免許課 スピーカ 第 6回 

テーマ 運転者教習の現状 (1) 

キーワード 安全教育 運転免許 

 
 ・法的に昭和 8年制定の｢自動車取締り令｣に起源をもつ運転免許制度に対応する運転教

習所は、公安委員会への未届け教習所(いわゆる練習所)と届出教習所、さらに届出教

習所の中でも一定の基準を満たす指定教習所の、大別して３種類に分類される。 

話題提供 

 または 

審議事項 

平成 17 年末全国に約 1,450 校ある指定教習所は、コース面積が 8,000 m2 以上ありコ

ース種類や形状が適合している等の物的基準、資格要件を備えた指導員―検定員を配

備している人的基準、所定の教習課程表に準拠している運営基準等をそれぞれ満た

し、公安員会が道路交通法 99 条に基づき指定した教習所である。なお届出教習所は

273 校、未届け教習所は文字通り不詳である。 

・指定教習所の卒業者で平成 17 年中に運転免許試験に合格した者は約 187 万人、合格

者全体の 94.3％を占めていることから、指定教習所の役割はきわめて高い。 

・指定教習所に関する若干のデータ； 

  * 校数のピーク: 1,539 校(平成３)、卒業者数のピーク: 2,642 千人(昭和 63) 

  * 大型免許対応校: 1,006、普通免許対応校: 1,403、大型特殊対応校: 72 等 

  * 全国における技能検定員: 18,963 人、教習指導員: 34,894 人、兼任: 18,930 人 

・指定教習所の役割； 

① 運転免許を取得するための教育施設･･･指定教習所卒業生は技能試験免除される 

 ② 公安委員会が実施すべき以下の各種法定講習等の実施機関 

[法定講習] 安全運転管理者等講習、免許取消処分者講習、免許停止処分者講習 

      免許取得時講習、初心運転者講習、免許更新時講習、高齢運転者講習 

[運転免許取得者教育] 大型自動車又は普通自動車の運転経験が少ない者に対する講

習等、7課程につき公安委員会の認定を受け実施 

  ③ 地域の交通安全教育センター･･･単に運転者養成や一般既存運転者対応だけでな

く児童や高齢者も含め幅広く地域の安全・安心に貢献する 

・年々減少傾向にあるが、平成 16 年統計で普通免許取得者の 1.67%、大型免許取得者

の 1.34%が初年度に事故を起こしている。教習所ごとの統計値が公表されており、初

心者事故率が高いと立ち入り検査の対象になる可能性もある。 

・平成 14 年の道交法改正により、それまで免許有効期間満了時 75 歳以上であった高齢

者対象年齢が 70 歳に引き下げられたことともあいまって、高齢運転者講習受講者が

爆発的増加傾向にある(平成 11：約 44 万人、平成 16：126.3 万人、平成 17：155.8

万人)。 

・運転免許保有者数は平成 17 年末で 7,879 万人(男：4,513、女：3,366 万人)。16 歳以

上人口比では 72.3%(男：85.7、女：59.8%)に達し、新規免許対象者はもはや若者の

みとの認識ながら、ここも少子化の影響で年々減少傾向にある。 
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 ･モータリゼーション初期の頃「坂道発進」などで苦労した記憶があるが、 近の技能

教習内容はどのように変化してきたか？ 
討議・審議

内容 
 → 自動車の構造が飛躍的に改善されてきたので技能教習にてこずることはない。教習

受講料もほとんどパックで設定されているように、今や定められている｢教習の標準｣

時間内で修了するのがほとんどである。ただし、世間ではＡＴ車が多勢であるのに、

免許に限っては｢ＡＴ限定｣は嫌われ、とくに若者にはマニュアル運転免許が嗜好され

ている。なお、急ブレーキを必ず体験させるとか、シミュレータを活用するとか、車

の中で撮ったカメラ映像をみてヒヤリ・ハットに関する意見交換会をもつとか、教習

所によって特色を出そうと努力されている。 

・高齢運転者講習の構成 ： 約３時間で構成され、座学、適正検査機材を使っての視力・

反応動作検査、実車を運転しての指導にほぼ三分されているのが普通。あくまでも試

験ではなく運転に関する調査を行い、受講者に自らの身体的変化を自覚してもらうと

ともに、その結果に基づき助言・指導をおこなうのが主旨。プレッシャを感じさせな

いよう、教習所によっては軽自動車を配備するなど努力されている所もある。 

・かねて話題になっていた中型免許はどのようにいつごろから導入されるか？ 

→ 現行では普通免許で車両総重量 8トン未満の自動車を運転でき、青天井の大型免許

と分断されていたが、保有台数あたりの事故率を勘案して、平成 16 年道交法改正に

より自動車の種類として中型自動車(車両重量５トン以上 11 トン未満)が新設され、

対応して中型免許が導入される(平成 19 年 6 月までに施行)。受験資格は大型免許で

21 歳以上、経験 3年以上であったものが、それぞれ 20 歳以上、2年以上となる。 

・自動車にフレッシュな若者と、昔免許をとったベテランの両者は教習所でも対処しや

すいが、中間既取得者層は日常多忙でもありリクルートが困難と推測される。シミュ

レータ活用などが有用でないか。 

→ シミュレータ酔いなど個人差もあり一筋縄にいかない。 

・試験問題はどこで作成しているか、また試験知識偏重でモラルを等閑視していない

か？ → 試験の問題作成はそれぞれの公安委員会が独自に工夫している。確かに、

めったに使わない技術を試験のために教えるのではなく、まずモラル重視であるべき

との主張に賛同する。当然試験問題自体も変わっていかねばならないと考える。 

・ＡＢＳ、ＩＴＳなど新技術導入も多いが使いこなす特段の教習を実施しているか？ 

→ 近はキカイを自分でイジルことがなくなったのと対応し、自動車の｢構造｣とい

うより｢管理｣で触れているのが現状。 → 技術はメーカにより独自性があり差異があ

るので、｢技術の内容｣ではなく「どのような効果があるか」に力点を移した教習をす

べきであろう。 

・運転免許取得希望障害者にはどのように対応されているか？ 

→ 障害者といっても千差万別であり、夫々に合った仕様の車が同時に無ければ対応

不能で、まず事前に地区の公安委員会へ相談されること。具体的な限定車の仕様や免

許の可能性について判定してもらえるはずで、外国人と同様今や対応可能である。 
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期  日 2006 年 3 月 27 日（月） 10：00～12：10   

永井 幹事 (東京農工大) スピーカ 第 6回 

テーマ ヒヤリ・ハット分析委員会の本年度報告と次年度予定 (2) 

キーワード ヒヤリ・ハット、データベース、ASV 評価 

 
 [本年度活動報告] 
話題提供 

・2004 年に本研究を立ち上げた後、平成 16 年度国交省から委託された調査研究事業と

も関連付けながら、本年度もヒヤリ・ハットデータの収集と分析作業を継続実施した。
 または 

審議事項 

・ドライブレコーダ(ＤＲ)を用いた調査研究の概要; 

*簡易型ＤＲ55 台を都内タクシーと JARI 職員自家用車に装着しデータ収集 

*高機能型ＤＲ(詳細解析用 : ドライバの運転状況を観察する車内カメラ、3軸加速

度計―3軸角速度計、512ＭバイトＣＦメモリ、携帯電話送信機活用のデータ伝送機

能などが追加装備されている)5 台を 近札幌のタクシーに装着し、北国固有の横滑

りとの関連性データを重点的に収集。 

・これまでの調査研究成果の概要; 

 *2005 年 2 月簡易型ＤＲ装着営業車で検出されたデータ 1,017 件の内訳:道路継ぎ目

等ブレーキを踏んでいないのに記録されたデータ 363 件、意図的に踏まれたブレー

キング等のデータ 341 件、よって残り 313 件が真のヒヤリ・ハットデータ！ 

 *ヒヤリ・ハット事象を映像で客観的に分析できるので、対人、二輪車、車両の各ケ

ースでさらに一段掘り下げた類型別(進行中追突、出会い頭等)に検討できる。 

*ヒヤリ・ハット事象発生時のブレーキ直前車速との相関分析により、40～50Km/h.

でのヒヤリ・ハット発生が多いが、20Km/h.以下でも決して少なくはない。 

  *これまでの研究のまとめとして以下の三点につき今後フォローする予定。 

  ①トリガーアルゴリズム新工夫 ②北海道データ詳細解析 ③データベース充実 

[今後の展開予定] 

・2006.5 自技会春季大会：学術講演会および｢ここまで進んできたＤＲ｣フォーラム 

・2006.8.3 自技会夏季 GIA フォーラムにおける発表/討論(久保田、石川、小野委員等)

・2006.9 自技会秋季大会(札幌)における市民フォーラム 

・2006.10  FISITA において、永井幹事、柚原委員ほか、ルノー/日産(認知シミュレー

タ)､ERTICO(PReVENT プロジェクト)でオーガナイズセッションを構成 

・当委員会としての今後―活動の考え方の柱 

 ① データベースとしての充実 

 ② ドライブシュミレータによるヒヤリ・ハット事象の再現と運転者行動分析 

 ③ ＡＳＶ等の先進技術の効果評価法提案 

 ④ 次期ＡＳＶプロジェクトとの連携   ⑤ 活動予算の確保 

 
討議・審議

内容 
特記無し 
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期  日 2006 年 5 月 15 日（月） 10：00～12：10   

荒井 紀博 氏  日本自動車研究所交通安全部事故分析 スピーカ 第 7回 

テーマ 映像記録型ドライブレコーダの効果分析 (1) 

キーワード ドライブレコーダ、安全教育、実証実験、普及 

 
 ・フライトレコーダの自動車版であるドライブレコーダは、事故やニアミスを記録・分

析することが可能であるので、運転者教育や事故低減活動に有効であろうとみなさ

れ、すでに 10 社以上から商品化され、全国で 3万台以上のタクシーに導入されてい

る。さらに 近では、バス、トラック、一般マイカーにも装着されるようになってき

ている。 

話題提供 

 または 

審議事項 

[ドライブレコーダの実証実験調査] 

・走行する車両には常に振動が発生しているので、どのレベルを閾値とするかにより 

｢ゴミの山を築くか｣、｢有効なデータをミスる｣かの分かれ目となる。 

今回は振動加速度レベルと衝撃持続時間の AND でデータを拾うようにしたが、それ

でもタクシーでは 1日でメモリが満杯、データの吸い上げ・分別が大作業となった。

そこで、データの吸い上げは無線 LAN を活用し自動回収を図り、分別は減速度のピ

ーク値が大きくかつ持続時間の短い(切迫度大と定義)データのみ拾うアルゴリズム

を導入し、目視選別時の 1/8 まで作業時間を削減する等、効率化を極力図った。 

・2005.2～2006.2 の 1 年間、200 台のタクシーで 124,981 件のデータが収集され、ニア

ミスは 1,445 件、事故は 28 件、不要データは 60,285 件、48.2％であった。 

[ドライブレコーダの導入アンケート調査] 

・全国無作為抽出510社＋ドライブレコーダ導入公表事業32社に問い合せ、248社(46％)

から以下のような項目につき回答を得た。 

* ドライブレコーダ導入率：248 社中 59 社で採用、大規模事業者ほど導入意欲は高

 い 

* 導入目的：｢事故低減｣、｢乗務員教育｣、｢事故処理迅速化｣の三者でほとんどである

* データはほとんど運行管理者がマネージし、事故時の特別指導や処理、さらに日常

時の安全教育や指導に活用するケースがほとんど 

* ユニークな活用例：ドライブレコーダが作動しないように運転するコツを指導し、

結果として安全運転のインセンティブとする 

 * 導入効果は｢期待通り｣、｢おおむね期待通り｣でほとんどであるが、事故削減効果に

対する不満や、データとゴミの分別・選択・保存の不自由さに対する不満もあり 

  （次頁の導入後の事故率の変化を参照） 

* 搭載 6ヶ月以上の 24 社では総事故：17％減、事故処理費用：26％減 

* 非導入理由：｢高い｣≫｢効果不明｣≫｢現行教育で十分｣～｢法的義務ナシ｣ 

* 現在約 25％が購入に関して何らかの助成を受けており、財政的支援効果は大きい
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    （事故率；その事業者のタクシー１台が１日に起こす事故の件数） 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

５０％以上の減少

４０％以上５０％未満の減少

３０％以上４０％未満の減少

２０％以上３０％未満の減少

１０％以上２０％未満の減少

１０％未満の減少

減少しなかった

導入後の事故率の変化（第一当事者事故率）

事業者数（社）

 
 ・アンケートでも導入の 大のネックが高価格となっているが、事故率低減の結果をみ
討議・審議

内容  
れば十分ペイするといえないか？ 

→ 費用 4万円とすれば 2年で回収可能との試算あり。 

・対象車 5台の実証実験の例でも大量のデータ採取に難儀した経験あり。 

→ 無線 LAN 装置配備のタクシー営業所が徐々に増加しており、タクシーが帰営時に自

動的にリクエストしてデータを吐き出すよう改善されつつある。 

・およそ 12 万件中 6万件がゴミとの判定だが、これが通常か、タクシー固有の結果か？

→ タクシー固有の行動として、お客発見で急停車、信号は概して突っ走る-急停車、

がある。 

・映像記録はまだフルに活用されているといいがたいが、運転者教育、さらに運転管理

者教育にも活用される余地大/運転者教育のガイドラインが作成されており、教育用

ビデオも準備されつつある(自動車事故対策機構)。 

・ニアミスの延長に事故があるわけであり、映像記録から追突事故など予知できるので

はないか？ 

→ 先行車のバンパーなどの映像を活用すれば、車間距離・相対速度がわかるので、事

故の危険性告知、さらには回避誘導等、さまざまに応用の可能性はある。 

・今回の JARI ヒヤリ・ハット実験では減速度重視の視点でまとめられているが、北国

などでの固有の走行環境では、横滑り、加速度がヒヤリ・ハット事象と重大な関連性

があることを指摘しておきたい（配布資料 3 参照）。 
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期  日 2006 年 5 月 15 日（月） 10：00～12：10  

スピーカ 三井 達郎 氏 科学警察研究所交通科学部交通科学第 1研究室 第 7回 

車両感知器データを用いた自動車排出ガス量と テーマ 

道路交通騒音の推定法 

(2) 

キーワード 交通管理情報、車両感知器、騒音、排ガス 

 
 ・平成 16 年末、全国の道路上で超音波式車両感知器:117,970 基、光ビーコン:48,172

基が配置されており(対応機搭載車:約 150 万台)、通過台数、通過時間、通過経路等

さまざまな交通情報がリアルタイムで収集されている。それらを活用すれば、たとえ

ば以下の 2例のごとく、多くの有効な交通管理情報が導出され得る。 

話題提供 

 または 

審議事項 

双方向通信

5

ダウンリンク情報

光ビーコン

車両ＩＤ番号
通過時刻等

交通情報等

アップリンク情報

光ビーコン設置数： 全国で約4万8千基

車載機搭載車： 全国で約150万台

 

[車両感知器データを用いた自動車排出ガス量推計システム] 

・総排出ガスＦ＝c1・Z1+ｃ2・Z2+ｃ3・Z3+ｃ4・Z4+c5・T･･･車の走行パターンが判明

すれば排ガスが計算できる、との仮説に基づく基本排ガス推計式 

 (ただし、ci は排ガスの種類、車種毎にｼｬｼﾀﾞｲﾅﾓ上にて 小 2乗法で推計された係数、

  Zi はある時間帯 Tにおいて、車両感知器から検出される瞬間速度、瞬間加速度等を

加工・累積積分した誘導値であり、走行パターンに対応した値) 

・上式を千葉県柏市の国道・県道約 50Km で 181 基の車両感知機を用い約 10 分間ＮOx 

 量の推計実験をおこない、現地の大気質環境調査測定器の実測値と照合・検定した。

 その結果、風の向き-強さの影響は多少受けるが、十分活用可能であり、いつ・どこ

でどれだけのＮOx が発生するかの、2次元マップを作成することも可能となる。 

[車両感知器データを用いた道路交通騒音の推計] 

・道路交通騒音は以下のような考え方・手順で求まるとした。 

 * 小型車/大型車の発生音響パワーレベルは、それぞれ車種と車速から計算できると

のモデル式が開発されている(日本音響学会)。 
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  * 車両感知器の反射時間差やドップラ効果を活用できるよう工夫すれば、通過車両の

車高や車長が計算され、車種判定が可能となる。同時に、ある瞬間時点での道路車

線上における走行車群の位置・速度・車種を確定することもできる。 

  * 上述の二つを組み合わせれば、各車両の音響パワーレベルが求まり、次いで測定点

   までの距離が与えられれば減衰量が計算できるので、それらの伝播音響レベルを逐

次累積していけばよい。 

・千葉県の国道を使い、上記音響学会モデル式を実情に合わせ較正し実地に適用した。

 10 分間の等価騒音レベルを実測値と比較検証した結果、十分相関が高くレベル的に

も同等であった。これにより、任意の地点での騒音レベルが推計可能となる。 

 

 
 
 

 ・CO2 濃度の排出予測に応用可能か？  
討議・審議

内容 
→ 近新しい道路の建設時や町にバイパスをつける際に CO2 排出が問題になるケー

スが多い/環境アセスメントとしてやや粗く推計する手法はすでにあるが、本報によ

る推計は、あくまでも測定地点データに基づく詳細データといえる。また、実証値で

あるので将来予測に直接リンクさせるのは難しい。 

・車両の走行騒音などは車によって大きな差があるはずなので、推計式では大くくりで

あるのにやや違和感をおぼえる。 

・排気ガス推計における走行パターンとの関連付けは、絶妙ながら苦労が多いと感ず

る。・全国で約 4万 8千基ある光ビーコン・システムは、アップリンク-ダウンリンク

の双方向通信可能であり、3メディア対応型の(比較的高価な)ナビゲーション搭載車

約 150 万台が対応している。大量データの授受が可能であるので、 近のプローブカ

ー活用システムともあいまって将来発展性大と考えられる。 

・車両感知器は、交通工学における 3大パラメータ速度(ｖ)、密度(ｑ)、交通量(ｋ)

を求めるための基本ツールであるが、むしろ”リアルタイム”で現状把握ができる点

こそメリット大である。すなわち、道路上で通常 30～40Km/Hn が交通量 大となるが、

その状態は車間距離がつまっていること、すなわち危険に近づいている状態にほかな

らないといえる。このようにリアルタイム型の車両感知器データをうまく活用してや

れば、将来の交通安全に大いに寄与する可能性は高い。 

・ドライブレコーダは個々の車の運動状況が把握されているので、要所地点のリアルタ

イムの車両感知器データと融合すれば、ピークロードマネージメントにも交通安全に

も大いに貢献する将来像が描けそうである。 
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期  日 2006 年 7 月 18 日（火） 10：00～12：00   

スピーカ 平川 君男 氏  (独)自動車事故対策機構安全指導部 第 8回 

テーマ ドライバの運転適正診断とその活用について (1) 

キーワード 運転適正診断、自動車事故防止、指導講習 

 
 ・自動車事故対策機構は、平成 15 年 10 月に、法律に基づいて設立された独立行政法人

であり、機構の目的は大別して、自動車事故の発生の防止に資するための“運転管理

者、運転者に対する指導”と、自動車損害賠償制度と相まって被害者の保護を増進す

るための“自動車事故による被害者に資する支援”の二つである。 

話題提供 

 または 

審議事項 

事故防止業務

事故防止の支援（新規事業）

企業内における安全運転教育等のサポート

○ 適性診断活用講座

○ 事故防止コンサルティング（事業化検討中）

二つの業務を有機的に連携する新規事業として、

運行管理者等の指導講習

事業用自動車の運行管理に

必要なノウハウを提供

年間受講者約10万人

運転者の適性診断

運転の特性を診断し安全運転に

役立つアドバイスを提供

年間受診者約３５万人

 

・“事故防止のための運転者に対する指導”として、年間約 35 万人の、運送事業に従事

するいわゆるプロドライバーの適性を診断しており、国土交通省令により運送事業者

に義務付けられている４種類と、任意診断の２種類を担当・実施している。 

・標準的適性診断は、85 問によるペーパー診断、機器による診断、および視覚機能検 

 査の三つで構成される。 

・適性診断の結果は数字や表で示すだけではなく、カウンセリングによる助言・指導が

付随しており、運転者が自分の適性を自覚することによって始めて効果を発揮する。

・事業者・管理者も診断結果に基づき日常の安全指導が出来るように、ロールプレイを

中心にした、事業者・管理者向けの「適性診断活用講座」も実施しており、日頃体験

できない運転者の気持ちがよくわかった、と好評を得ている。 

・運行管理に対する運転者の意識調査結果の例； 

＊“点呼”、“適性診断”、“指導”が事故防止に有効と考える運転者は、会社の安全へ

の取組みについても高評価している 

＊“点検”を事故防止に有効とする運転者は、会社の取組みのいかんに拘らず多い 

＊“運行管理者との相談”を重視する運転者は、会社の安全への取組みも重視 
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これらの結果から、組織としての安全ポリシーの確立と、コミュニケーションによる

人間関係の向上と全員参画の風土づくりが重要である、と結論付けられる。 

・ 近の特徴的活動として、アイカメラ搭載シミュレータを適正診断の一環として導入

しているケースがある。模擬画面のどこを見たかを記録して再現し、同時に事故経験

者と無事故者との視点軌跡の違いを見せ、自分のクセを納得してもらっている。 

 

 
 ・適性検査の種類としていくつかあげられているが、いずれも受けねばならないのか？
討議・審議

内容 
→ 国土交通省の省令により受診が義務付けられているのは 4種類：新たに採用任命

時の「初任診断」、65 歳以上の者の「適齢診断」、事故惹起者に対する程度の差による

「特定診断Ⅰ、Ⅱ」。任意であるのは 2種類：3年に 1回受診を推奨している「一般診

断」と企業の特別な要請に答えての「特別診断」。 

結果は本人と運行管理者に渡し、その後のカウンセリング、相談時に活用されている。

・診断場所の所在やカウンセラーの配置はどうなっているか？ 

→ 全国で支所約 50 箇所、ほぼ県庁所在地には存在している。またカウンセラーは、

産業カウンセラーの資格を保有しており、かつ相当の経験を有している者として全国

に 94 人存在し、上記の支所には必ず配置している。 

・カウンセリングでは“ペーパー診断”、“機器診断”、“視力検査”の何を重視するか？

 → 診断の種類や受け入れ会社の方針によっても多少異なるが、“ペーパー診断”は性

格診断が主であるので常に有用であり、年令が上がると、視力や判断能力診断が重視

される。ただし、カウンセリングの狙いはあくまでも教育であることは変わりない。

・アイカメラ付きシミュレータの構成はどうなっており、実画像を使っての絵とハンド

ル、ブレーキ等との関連性はどうなっているか？ 

 → シミュレータ横に配置したアイカメラで被験者の目を捉え、視線を追うように工

夫した。また、スピード、ハンドル、ブレーキ、アクセルの操作状況も記録はして

いるが、絵との関連付けや今後の活用については研究中である。 

 なお、 近中部国際空港から、周辺道路の入り口部分における看板の配置について 

このアイカメラ・シミュレータを使っての検討依頼を受け、大いに役に立った。 

・診断を受けた前後の変化はどうか？診断の効果をどう評価しているか？ 

 → これまでの事故報告書の分析結果から、適性診断受診者が、受診後に事故を起こ

す割合は非受診者より低いとの結論を得ている。ただし、受診効果の持続性につい

てはまだ明確な答えを持っていない。 

 また本年 5月に、本機構の業務のあり方について、外部有識者で構成される検討委員

会で報告書がまとめられ、一層の効率化と顧客満足度向上が要請された。 
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期  日 2006 年 7 月 18 日（火） 10：00～12：00   

春日 委員 （芝浦工大） スピーカ 第 8回 

テーマ ヒヤリ・ハット分析のための調査研究 (2) 

キーワード ヒヤリ・ハット、シミュレータ、携帯電話 

 
 ・ヒヤリ・ハット（以下ＨＨと略記）は経験を通じて学習されるものと、経験だけでは

修正されない部分もある。予防対策をたてるために、まずＨＨの主要特性を明らかに

して全体像をつかみ、次いで主要特性との関連因子を解明し予防対策を検討する、と

のステップを踏むべきである。 

話題提供 

 または 

審議事項 

・ＨＨは“状況把握の遅れ”によって生ずるものだが、関連因子として“意識の分散”、

“視線配分”があげられ、さらにその背景として、ドライバの個人的属性のほかに、

近の特徴として“携帯電話の使用”があげられ、要注目である。 

・直角左折道路を約 60Km/Hr.で走行し、途中 3箇所でＨＨが起きそうなイベントを発

生させるアイカメラ付きシミュレータを使い、若年ドライバ 10 名によりケイタイ使

用に関連した実験を実施、若年ドライバ 203 名の意識調査もおこなった。 

ドライバーの
背景的要因

携帯電話

の使用

ヒヤリ

ハット
状況把握の

遅れ

意識の
分散

視線配分

ﾋﾔﾘﾊｯﾄの類型化
(若年ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ）

視線の動向比較

(通常，携帯使用)

運転中の携帯電話
使用に関する意識
の類型化

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ頻度
（通常，携帯使用）

年齢，性別，運転頻度,etc.

実験被験者：
若年ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ10名

調査対象：
被験者＋若年ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ203名

 

主要結果； 

 ＊他車との関わりによるＨＨを起こしやすい特性 or 車以外のモノとのＨＨを起こし

やすい特性の人は、動く対象への注意力向上が重要であるので、それらを予測でき

るよう教育してやることが有効。また、ケイタイ使用時は認知・集中力が低下しＨ

Ｈが生じやすい、との危険意識を(ケイタイ肯定者に対してこそ)徹底する必要があ

る。 

 ＊特徴的性差として、女性は“自分の危険行為によるＨＨ”が多く、かつ運転中のケ

イタイ使用に必ずしも否定的でないが、男性は否定的である。女性は集中力低下に
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よりＨＨをより起こしやすいので、この性差を反映した教育を施す必要がある。 

 ＊ＨＨを起こしにくい被験者は、シミュレータ実験で視線が広範囲に素早く動き、危

険要素をいち早く発見して、十分な警戒や減速・回避行動をとっていた。 

 ＊ケイタイ使用時は、視点が注視すべき視野外に飛ぶことが多く、しかも落ち着きが

なく小刻みにゆれることが特徴。明らかに意識・集中力分散による運転能力低下で

あり、これはハンズフリーで大幅に軽減できるわけではないので、運転中のケイタ

イ使用の危険性に関する徹底教育や、危険地帯での通話不能化装置の導入などが必

要となる。 

・夏のＧＩＡフォーラムにおける安全関連技術アンケート調査における興味ある結果；

＊ドライブレコーダ市販車の実現時期をたずねた項目において、平均回答年は 2012

年となっていたが、実は「実現しない」と答えた人がもっとも多かった。 

＊期待される開発促進母体として、「官」がほとんどの項目でトップであり、「学」が

期待されていたのは“運転意図検出技術”ぐらい。 

＊その項目に多くの経験を有している人ほど、実現可能性には厳しい傾向がある。 

＊ＩＴＳがらみの情報通信技術項目では、実現可能性はおおむね楽観視されている。

 
 

 ・実験においてＨＨ体験～非体験をどのように区別し、どのような実験構成としたか？
討議・審議

内容 
→ 1 クール 5分程度とし、通常走行、ケイタイ使用走行を交え、途中に慣らしの練習

走行を挿入した。ＨＨ体験有り～無しの判定は実験後の話し合いで決めた。 

・ケイタイと運転との関連性に関する実験は興味深いが、同乗者との会話についても同

様なこと、つまり危険といえるのでないか？ 

→ 同乗者は運転・走行状況把握をドライバと共有しているが、ケイタイの相手は状

況が見えないことから斟酌がない。会話の内容や進行程度が違うので影響は異なる。

・タクシー運転者と配車センターとの通話なども危険と判定されることになるか？ 

→ 近はＧＰＳと連動させＡＶＭなども使って 小限の連絡とし、たえず会話して

いるといった状態ではないので、ケイタイと同列にみなすのは酷であろう。 

・ 近は“路車間通信”や“車車間通信”等かまびすしいが、運転に役に立つ情報なら

危険でないといってよいか？ 

→ ポイントは“脳は二つのことを同時に処理できない、処理能力に限度がある”と

の事実から判断すること。ケイタイ等、耳からの情報が一杯だと眼からの情報をうま

く処理できない。同様に、頭の中で 2桁の足し算のタスクでも処理しようとなると、

脳の容量不足から運転が上の空となる、というわけ。音楽や会話も時に危険なことも

あり、ＩＴＳの情報が危険でないこともあり得る 

・技術予測アンケートの中でドライブレコーダとＥＤＲが混同されているフシがある。
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期  日 2006 年 9 月 12 日（火） 10：00～12：20   

スピーカ 宇野  宏  氏  (財)日本自動車研究所予防安全研究部人間工学 G 第 9 回 

テーマ ドライバ特性と交通環境からみたリスクについて 
(1) 

キーワード 交通事故分析、ドライバ特性 

 
 （1）視認行動と注意 (交通事故の半数以上が交差点/近傍で発生し、特に右折時は要

注意であるので、片側 1車線道路から 3車線道路へ交差点で右折して入るケースを

検討) 

話題提供 

 または 

審議事項 

・｢右折前｣,｢右折前半(45 度回頭)｣,｢右折後半(90 度回頭)｣,｢右折後｣の４フェーズに

分けアイカメラで調査した結果、特に｢右折前半｣で“対向車線”に加え“右折先道

路の横断歩道”や“中央分離帯端”などの状況確認作業が付加しドライバは“忙し

い”。 

横断歩行者を視認すると、平常時であればドライバはアクセルを緩める行動をとる

が、(暗算などの)余分なタスクを課すと、アクセル動作にそのような安全行動は現

れない。 

(2) 対自転車のリスク（自転車は“自動車より小”、“歩行者より早い/急転進は不得意”、

“歩道でも乗っている”等の特異な特性を有する。交差点中央で一時停止、対向車線

 確認後右折開始、横断歩道右から進行してきた自転車と衝突ケースで検討） 

・交差点中央でやや回頭して止まったとすると、自転車は車の約 45 度後方にあって

も、左前方･対向車線注目のドライバにとっては合計約 90 度背後に存在することに

なり、有効視野外の周辺視野で認知されず、しかも予想外の速度で突入してくるの

で衝突する。 

特に高齢ドライバは 85 度以上の周辺視野は見落とす確率が高まるので要注意。 

(3) 見通しの良い交差点でのリスク(本来よく見えるはずの開放交差点の出会い頭衝

突) 

・人間の目は、周辺視野において、“動き”に対する感度は高いが解像度は低い。し

たがって、もし左前方交差道路上を走ってくる車と自車の速度が同じなら、相手を

見る視角はいつも同じであり、見かけ上“動き”がないため存在に気付かない！ 対

策として、相手車をむしろ思いがけない機会(交差点に比較的接近した地点)で“出

現させる”ことが効果的。たとえば植木/フェンスをおく等の処置が有効 。岐阜県

警では事故率は全時間帯で１/3、交通時間帯では１/10 に低減した。 

(4) 余裕と危険感 

 ・人間の情報処理容量は一定と仮定でき、その処理資源を大きく消費する運転行為は：

｢車線変更｣,｢右左折｣,｢先行車への接近｣,｢路側障害物横通過｣であった。 

 ・ドライバが感ずる危険感と事故に至る確率は反比例し、危険性の過小評価は事故に

つながるおそれ大。初心ドライバほどこの乖離が大きい。 

(5) 会話の影響 

 ・｢追唱(数字をおうむ返しに言う)｣,｢暗算｣,｢対話｣の各タスクの人間への影響を調査
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した結果、主観的な負荷は｢暗算｣が影響大であったが、“反応時間”や“注視点ギ

ャップ”等の生理的負荷の面では｢対話｣の影響大。｢対話｣は意識する以上に運転を

阻害する！ 

 ・｢助手席との対話｣と｢ハンズフリー会話｣の影響度は差なし。むしろ会話内容の影響

大。 

(6) 高齢ドライバの特徴 

 ・高齢者の直進時注視点分布は平常時でも狭いが、負荷を与えるとさらに狭くなる。

 ・飛び出し緊急回避において、高齢者が成功するには、より長い余裕時間を必要とす

る。 

 

 
 ・交差点右折実験で、｢横断者発見｣より以前に｢アクセル解除｣が発生しているようだ

が？ 
討議・審議

内容 
→ 視認時間は被験者各個人の値、アクセル操作は平均値、であることによる齟齬で

ある。 

・Visual Distraction の指摘・言及があったが、通常はどの程度か？ 

→ ２秒もとれば 95％カバーする。‘乱暴に脇見してくれ’といっても高々1.5 秒程度。

・運転動作への影響調査に｢注視点ギャップ｣が採られているのは新鮮である。 

ドライバに認知的負荷をかけると左右眼の注視点にズレが生じてくるので、影響度を

調査するのに有効。「目が泳ぐ」、すなわち“像がぼやけて見える”とほぼ等価。 

・高齢者の余裕時間に対して、年令・視力以外に何が影響大か？ 

→ 選択反応成績(反射ボタン押し)、性格(すなおな性格)の二つが高い相関性を有す

る。 

・年をとり周辺視野が狭くなってきたことを実感するが、余裕時間とどう関係するか？

→ 加齢とともに単位時間あたりの情報処理力は低減してくるので、視野狭窄で見え

方が減ると、それを補償するために長い時間が必要になると考えられる。 

・運転支援装置のＡＣＣ付の車でドライブしたが、運転負荷に余裕が生じたためか、 

まわりの視野も広がり快適であったことを想起する。 

 

49 



 
期  日 2006 年 9 月 12 日（火） 10：00～12：20  

小野寺 健一 氏 警察庁交通局交通企画課 スピーカ 第 9回 

テーマ 警察によるＩＴＳへの取り組み (2) 

キーワード ITS、UTMS,光ビーコン、DSSS、衝突防止 

 
 ・警察庁ではかねてよりＩＴＳ分野でＵＴＭＳ(新交通管理システム)を提唱ており、Ｈ

17 年度末 47.766 基の光ビーコンをベースに以下の８サブシステムを展開している。
話題提供 

 または 
① ＰＩＣＳ：歩行者等支援情報通信システム(31 都道府県で運用) 審議事項 

② ＰＴＰＳ：公共車両優先システム(38 都道府県、583Ｋｍ) 

③ ＡＭＩＳ：交通情報提供システム(47 都道府県) 

④ ＭＯＣＳ：車両運行管理システム(11 都道府県) 

⑤ ＦＡＳＴ：現場急行支援システム(9 都道府県) 

⑥ ＤＳＳＳ：安全運転支援システム(愛知県) 

      “周辺の交通状況等を視覚・聴覚情報により運転者に提供することで危険要因

に対する注意を促し、ゆとりある運転環境をつくることにより事故防止に資

するシステム” 

⑦ ＥＰＭＳ：交通公害低減システム(3 県) 

⑧ ＨＥＬＰ：緊急通報システム(47 都道府県) 

・Ｈ18.1 のＩＴ新改革戦略で｢インフラ協調による安全運転支援システム:ＤＳＳＳ｣の

早期実用化が明記された。2006 年官民連携会議の設置が承認・活動を開始した。 

 

・ＤＳＳＳ実用化への取り組み 

＊ カバーする主なサービス類型： ① 追突防止、② 出会い頭衝突防止、③ 右折

時衝突防止、④ 左折時衝突防止、⑤ 正面衝突防止、⑥ 合流支援 
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＊ サービスレベル 

  路側機の状況判断に基づき情報提供をおこなう<情報提供型サービス：レベル

Ⅰ>から始まり、その情報で車両が挙動等を判断、車載機から情報提供をおこ

なう 

  <判断型サービス:レベルⅡ>に進展し、将往来的には危険回避のための<介入

型サービス：レベルⅢ>にいたる。 

＊ Ｈ18 年に東京都内で以下の４サブシステムのモデル実験を開始する予定 

  ① 追突防止情報提供システム：環状 8号東名入り口付近、 ② 速度情報提供

システム：国道２４６用賀付近、 ③ 事故態様情報提供システム：池袋地区、

④ 歩行者横断情報提供システム：国会前付近 

 

 
 

 ・さまざまなサブシステムが検討されているようだが、導入タイミング、および既存・

他システムとのマッチングが重要になってこよう。 
討議・審議

内容 
・速度規制情報提供など、もっとナビシステム等を活用したほうが良い。 

・広域の信号制御システムと連携すればスポットから線、面への情報提供が可能。 

・ 近車両側で、ドライブレコーダ導入の機運が高まっているが、光ビーコンもオンサ

イトの機器であるので、双方が連携すれば相乗効果が生ずるのでないか？ 

→ 双方直接的な狙いは違うようなので、今すぐの連携は考えていないが将来的には

大いにあり得ると思う。 

・48,000 基の光ビーコンと、３メディア対応セット搭載車の、普及状況に関する現状

および将来の展望はどう認識されているか？ 

→ 車からのアップリンクの状況から判断すると、東京都内では約 10％、地方では約

3％の利用率であり、事業用車両より自家用車の普及が高く、しかも平日より週末で

数％活用率が上昇しているのが現状。 

一方光ビーコンの設置については、情報提供関連装置としては、場所を選ぶので従来

ペースで普及していって不具合はない。一方安全確保系の関連装置としては、もっ

とピッチをあげて全国に展開していくべきと考えている。 
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期  日 2006 年 11 月 17 日（金） 10：00～12：20  

スピーカ Prof.Dr.-Ing. Ekkehard Brühning 

Federal Highway Research Institute (BASt), Germany 

第 10 回 

 

テーマ Vision Zero-at Full Mobility 
公開委員会 

キーワード Vision Zero、死傷者ゼロ、大気汚染ゼロ、騒音ゼロ 

 
 ＊ここでいう「Vision Zero」とは、自動車に係わる主要問題点をそれぞれゼロにしよ

うという総体的な考え方であり、以下に 4つの分野と将来展望にわけ概説する。 
話題提供 

 または 
（Ⅰ）大気汚染ゼロ 審議事項 

・エネルギー源を化石燃料に依存する限り、その枯渇時期が 大の問題点となるが、

当面は温室ガス（ＣＯ2），汚染ガスの両者のゼロ化が焦点課題。ただし、ドイツで

1990 年頃から、汚染ガス（ＨＣ）は触媒装置の開発等の効果で急激に減少に転じた

が、一酸化炭素の排出は、走行距離や運搬重量増大の影響から横ばい、ないし微増

である。 

・大気汚染ゼロ化は燃料側、車両側双方から攻めなければならない。 

燃料側：合成燃料(GTL,synfuel)、バイオマス(BTL,sunfuel) 

車両側：少燃費エンジン・車両、ハイブリッド技術、ハイブリッド車の数 

・日本得意のハイブリッドと欧州主張のディーゼルは、今アメリカで競り合いってい

る。ハイブリッドは渋滞・加減速が多い都市部で有利、ディーゼルは郊外高速走行

時に優越。ディーゼルも触媒の改善で以前より格段にクリーンとなった。 

・結局ハイブリッド、ディーゼルとも中間点で、水素が 終解といえよう。ただし 

水素燃料については、 適貯蔵・運搬形態の選択、スタンド配置の整備等難題が多

く、水素エンジン技術についても効率性、耐久性の向上等クリアすべき課題は少な

くない。 

・汚染ゼロ化達成時期についてまだ定説はないが、ＩＥＡでは 3、40 年後とみている。

（Ⅱ）車両騒音ゼロ 

・本テーマを議論する場合、まず“音に対する人々の受け止め方は千差万別である”

ことを認識し、次いで“車の音をゼロにするのが本当に良いことか？”考察すべき。

  日本でハイブリッド車に‘歩行者用ホーン’の装備化が検討されたのは興味深い。

・人々の音に対する感覚調査がドイツでは 1984 年からおこなわれている。‘うるさい’

‘強烈にうるさい’との苦情は、「スポーツ」、「鉄道」、「工場/業務」分野において は

さほどでもないが「航空機」、「自動車」に対しては極端に多くなる。新規道路の建

設が大きな反対を受けるのは主としてこの自動車走行騒音問題による。 

・車の騒音はタイヤが路面を転がる限り発生するので、両者の改善が必須となるが、

騒音面だけでなく価格、乗り心地、摩擦性能等との 適化を計る必要があり単純で

ない。 

・二輪車排気騒音、夜間走行トラック騒音、橋梁継ぎ目 JOINT 構造等の改善も有効。
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（Ⅲ）死傷者ゼロ－パッシブセーフティによる 

・ 新技術成果例：①客室剛性向上、②シートベルト・プリテンショナ、③シートベ

ルト・ロードリミッタ、④多段エアバック、⑤ソフトな内装、⑥自己防衛衝突設計

・次世代技術テーマ例：①複数車両間での幾何構造の調整、②～剛性の調整、③メー

カ間での 適設計の調整、④より忠実なダミーの開発、⑤安全要件の拡大 

・将来的にはなお車両システム側の改良余地が大きい。シートベルトでもエアバック

でも、使用者の年令、重量、サイズ、個性等に合わせ 適調整されるのが望ましい。

・プリクラシュ対策は次項のアクティブセーフティ技術と結合して考察するのが有望。

・パッシブセーフティによる改善は、死傷者ゼロには不可欠ながら新天地は少ない。

（Ⅳ）死傷者ゼロ―アクティブセーフティによる 

・すべての交通関係者の位置、速度情報が把握でき、加減速・操舵動作の介入も可の

理想状態なら、交通事故は格段に予防できる。しかし、現実には車車間通信による

障害物警報が精々であり、近未来的には、近傍の複数台の車両でその場その場で臨

時ネットワークを形成し、衝突回避のための情報統括・制御をおこなう方式が有望。

・自律型衝突回避システム構築には、各種センサ(超音波、レーダー、ライダー、映像、

ナイトビジョン、低マイクロ波検知等)、センサからの情報ヒュージョン、更にそ

れらの結果として衝突回避ブレーキ・操舵動作実行の３段階の技術が必要となる。

・今後、アクティブセーフティによる死傷者ゼロに向け交通事故対策を推進していく

際、ＰＬの問題、システムとのオーバーライドの問題等から、装置の欠陥・保守の

問題、さらには運転者の訓練等に及ぶ、幅広い問題群を解決していかねばならない。

・結局アクティブセーフティによる死傷者ゼロへ向けて、①ＡＢＳ，ＶＳＣ～ブレー

キアシスト～ナイトビジョン～歩行者検知等の既存技術の普及拡大、更に②オーバ

ーライド可車両の容認、③事故回避ではなく事故緩和へ、と多様化の途をたどろう。

・自動運転は常に話題となるが、技術進歩と、責任問題と社会受容性の決着が必須。

（Ⅴ）安全にかかわる将来展望 

・自動車交通安全に関する将来展望として、ＡＴＺ, 2003 年 10 月号にドイツにおけ

るロードマップが紹介されている。ただし 2008 年以降実現と予想されたシステム

の内いくつかはすでに前倒し導入済である。 

・将来の自動車交通の安全問題を考察する場合の 良の比喩は、「ドライバ～車」を「乗

り手～馬」と置き換えること、と強調したい。 

すなわち、乗り手/馬の場合、両者ともそれぞれ相応の知能は保有しており、道の穴

凹を飛び越えるとか木をよけるなどは馬が判断処理し、目的地の設定や経路の選択

は乗り手が責任をもっている。ドライバ/車においても、現場即応的～戦術的～戦略

的判断・対応が必要な局面が分かれるが、分担協調するのが 適と類推できる。 

・ 近安全装置の効果をシミュレータで経験する機会があったが、まだまだ違和感が

少なくなかった。即ちメーカや車種が変わるたびに車との相互関係の調整不十分、さ

らに自然言語の対応が不十分、等によるギコチナサが残存していた。安全にかかわる

究極の将来システムは、乗り手/馬の関係のごとくフレンドリでなければならない。
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 ・ゼロ・ビジョンは広範囲であることを承知したが、安全面に限ったとしても、死傷

者ゼロ化までの時期と段階的な目標について、具体的に数値設定されているか？ 
討議・審議

内容 
→ 1990 年代半ば頃から、パッシブセーフティに加えアクティブセーフティの対策効

果で交通事故死者数は確実に減少してきた。しかし、これらの安全対策装置の採用

はメーカの考えや市場の動向によって変化し強要されるものでない。 

“いつ、どれだけ”は鶏と卵の関係にも似て一義的にいえない。ビジョンはある目

標追求のための政策とちがい、将来の方向性を示すことにこそ意義がある、と信ず

る。 

・車車間通信を研究しているが、装備車と非装備車が混在する過渡期についてどのよ

うに考えておくべきか？ 

→ 車車間通信車が実現普及する③段階にいく前に、まず①個別自律判断車の導入、

ついで②路車間通信システムの実現、と段階を経て進展するにちがいない。日本は

すでに①、②の面で先行しており、多くの知見を得ているのではないか。 

まず基本的な形態の普及率を向上させ、順次段階を経て、 終的には義務化する、

というステップを踏むのが良いと考える。 

・アクティブセーフティ分野の車両安全装置に対する補償、あるいは保険はどう考え

るべきか？  

→ すでに市販されているアクティブセーフティ関連の車両安全装置があるが、必ず

しも保険は必要とみなされていないのが実態。 

ただし、“運転者の責任百パーセント”を前提にとした 1968 年のウイーン道路交通

条約が、運転者の判断・動作以前に介入するアクティブセーフティ関連装置の出現

により、近い将来改定される可能性がある。その動向によって補償・保険の問題も

再燃すると考える。 

・ビジョン・ゼロの実現のためには、広くユーザからの理解が必要と考えるが、特別

な広報活動を実施しているか？ あるいは一般への浸透度はどれくらいか？ 

→ 約 10 年前に出されたスウェーデンの Vision Zero は交通安全中心であり、長期

的展望を掲げたものであった。 

ここで紹介した「Vision Zero」は、やはり長期的視野に立っているが、副題に示

すように、“自動車に係わる「悪しきモノ」総体をなくする”との考え方を提唱し

たもので、あちこち説明に努めているが、まだまだ周知度は低い。 

・スウェーデンの Vision Zero は交通安全研究者である Claes Tingvall により提議

され 1997 年にスウェーデン議会で採択、その後ＥＵはじめヨーロッパ各国の交通

安全政策決定に影響を及ぼしてきた経緯がある。 

また日本では、排出ガスに焦点をあてゼロ・エミッションとして強力に推進してき

たのは周知の通り。Bruühning 氏の Vision Zero は広い意味の思想であり、それら

の活動と同一視するのは適切ではない。（コメント） 
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期  日 2007 年 1 月 30 日（火） 10：05～12：05   

スピーカ 矢野 伸裕氏 警察庁科学警察研究所交通科学部交通科学第二研究室 第 11 回 

テーマ 高齢運転者の注視と認知の特性に関する考察 
(1) 

キーワード 高齢運転者、認知特性、シミュレータ 

 
 [背景・経緯] 人口の高齢化にともない、高齢運転者増・運転機会増→高齢者交通事故

増の社会的すう勢から、①高齢者向け交通安全教育、②高齢運転者の安全運転支援

技術の開発(交通システムの開発・改良・運用)の両方策とも益々強化さるべき緊急

課題と認識している。今回は②に焦点をあて、関連実験と一改善提案を紹介する。

話題提供 

 または 

審議事項 

(1) 信号交差点右折時(マルチタスク状況であり、かつ情報処理負荷が比較的高いケー

スと考えられる)の認知情報処理特性･･･運転者は何をどのように見ているか？ 若

年層/高齢者で差があるか？ をアイマークレコーダを用い解明した。 

・ドライビングシミュレータ上で各種交差点、各種幅員道路、右左折を混在させた走

行時間約 10 分の模擬走行コースをテストランするものとし、途中の信号交差点右 

折時に次のような二種類の対向車列に遭遇するケースでの注視行動を比較する。 

<gap なし> 対向車６台がほぼ３秒間隔で次々と到来し、途中右折 gap 無し 

<gap あり> ３,４台目の間に 8.3 秒の gap があり、右折は gap が 5 秒あれば 50％

は成功するといわれているので、しようと思えば右折可能。 

なお、この間信号は青が持続しており、右折時前方の横断歩道上で歩行者と交差す

るよう設定されている。 

 ・被験者属性は、普通免許をもち日常運転機会を有する、若令(30～43 歳)者:10 名、

および高齢(66～71 歳)者 12 名の２グループ 

 ・被験者は｢前方道路状況｣、｢対向車｣、｢歩行者｣、｢標識｣、｢信号機｣等多くの対象 

を注視するが、アイマークレコーダでそれらの注視開始、終了時刻等を計測する。

 ・実験結果 

  (ⅰ) 全体の平均注視時間：gapの有無にかかわらず、高齢者のほうが短い。 

  (ⅱ) 注視割合：高齢者はgapの有無に拘らず[対向車]＞[前方道路状況]≫･･･ 

     若令者は<gap あり>の場合、[前方道路状況]が飛びぬけて高い。 

     ただし、注視時間の絶対量はいずれの場合でも高齢者のほうが短い。 

  (ⅲ) 高齢者は[対向車]を注視する割合(量)は多いが、”持続時間/回”は短い。 

  (ⅳ) 高齢者では有効視野が小さいので、<gap あり>などの交通輻輳状況では注視

点移動回数が増え、注視持続時間は小さくなる。→対向車に対する浅い情報

処理→速度や加速度の認知力低下、と連鎖する。有効視野が大きければ利用

可能情報を 1回の注視で得られるので gap 認知の精度は当然高くなる。 

(2) 注視特性と運転パーフォーマンスの関係を調査するため、運転適性検査におけ 

   る｢処置判断検査｣（22 個の矢印を描いた円盤を 35 秒/周の速度で回転させ、その

上に配置した 2本のスティックに連動するハンドルを操り、スティック先端が矢

印と交差しないように操作する）を用い補足実験した。 
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 ・実験結果 

    (ⅰ) 注視回数･時間ともほとんど差なし、エラーは若年:0.2 高齢:3.7 と大差 

  (ⅱ) 領域間注視点移動回数は高齢者のほうが少ない(領域内移動に留まる) 

  (ⅲ) 領域間移動が多いほどエラーは少ない傾向がある(∴若年層のエラー小) 

[一つの結論] (1),(2)の実験から、高齢者は有効視野が小さく注視時間が短いので、情

報処理能力は浅く gap 認知が不十分であることがわかった。よって情報処理負荷が

小さい｢右折青矢表示がある右直分離制御｣の方策が有効と考えられる。 

 ・シミュレータ上で、右折青矢表示の有無による注視特性違いを実験した結果、 

  分離制御表示があれば、対向車についての情報処理が浅くても可なので、たとえば

歩行者等の他の重要対象に注視が配分でき、高齢者に対しより安全だった。 

 ・さらに｢右折青矢表示｣以外にも、｢輔車分離制御｣、｢歩道/中央分離帯の設置｣、｢視

線誘導｣等の地道なシステム・施設が併設されることが望ましい。 

 

 
  ・シミュレータを使っての交差点における右直交錯状況を実験されているが、交通安

全に関わる本来的な現象(たとえば事後の歩行者との干渉等)についての関連性検討

が薄いように感ずる。またアイマークレコーダによる計測も何を見ているのか等、

討議・審議

内容 

多少不満が残る。 

→ シミュレータ実験において、高齢者は、たとえば右折後に縁石に乗り上げそうに

なったりギクシャクしたり、年齢層により運転行動に相違がみられた。それが加齢

のためか、機器に不慣れのためか確かに精査残りはある。アイマークレコーダにつ

いても、ある対象に視線が向いていることは保証するが、どのように認知したかに

ついては断定できない、との特性をもっていることは承知しており、限界がある。

・右折後の歩行者との関連においてもっと年齢層による差が出るのではないか？ 

 → 若年層では対向車をやり過ごす間もチラチラ歩行者サイドに視線を飛ばしたり、

右折行動も滑らかであるが、高齢者は対向車列をもっぱら見ており、歩行者と対面

しオットットと止まるケースなど確かにぎこちない傾向が多い。 

・愛知県にて 10 数箇所の自転車・歩行者の多い交差点を調査したが、いずれも「右折

青矢信号あり」だが事故頻度は大であった?  

→ 事故後設置のケースもあるのでは？ 

・アメリカでは、右折車が何台か並ぶと矢印現示を出す等、きめ細かな制御例がある。

・<gap あり,なし>の実験において、gap 間隔が等間隔でなく、しかも実際には後続車

の速度差もあるはず。年齢層による有効視野差の影響が大きくでるのではないか？

 → 高齢者の有効視野は小さいだろうとの仮説でいくつかの現象を都合よく説明でき

感覚的に納得される。しかし、有効視野はあくまでも一つの現象を説明するための

概念であり、簡単に定義できないタームであることを指摘したい。 
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期  日 2007 年 1 月 30 日（火） 10：05～12：05  

スピーカ 春日委員 （芝浦工大） 第 11 回 

テーマ 交通安全に関わる運転心理検討委員会の経過報告 (2) 

キーワード 運転心理、気づき、ドライバ教育 

 
  ＜交通安全に関わる運転心理検討委員会＞ 
話題提供 

(1) メンバー 
 または 

春日（芝浦工大）、永井（東京農工大）、澤田（芝浦工大）、杉本（ホンダ）、國分（豊

田中研）、萩野（日産）、田路（国土交通省）、川俣（国土交通省） 

審議事項 

(2) 活動の方向性 

 ＊ 基盤テーマ： 認知・判断と心理要素(背景要因)との関連性を重視しつつ、 

  ドライバに、自身の運転行動(の危険性)への「気づき」を与える教育/支援の

開発に結びつく研究 

フィード・バック機能に通じる

↑ 精神医学的領域

「自分のしたことの結果を知ることにより，

原因をコントロールする」 例）生体ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ療法

緊 張
筋肉の
硬 直

気づき

作 業

リラク
ゼーション

結果

原因ｺﾝﾄﾛｰﾙ：自己ｺﾝﾄﾛｰﾙ

イヤホン
の音

リラックス
状態

動 機

気づきの効果気づきの効果

 

＊ 研究の流れ 

① ドライバの認知・判断と関連する(影響を与える)背景要因のデータ測定 

 (主観的データの調査、シミュレータによる客観データ、生理的データ等) 

② ドライバ教育、運転支援開発の材料 

③ 教育、支援の効果測定（方法の開発） 

(3) 具体的研究テーマ(案) 

・苛立ち･敵対心を制御する教育･運転支援 

・運転の危険因子（心理を中心とした背景要因）のデータベース構築 

・生活を含んだ背景要因データを利用した高次レベル教育 

・個人の運転特性を定量的に評価する方法 

・安全運転（危険運転）の評価方法 
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・教育効果の測定方法 

・安全ドライバー（長期無事故・無違反ドライバー）の安全要因 

・高齢ドライバの危険因子に関する研究 

・ＡＳＶ普及シミュレータ（国交省）に心理的観点からの要素を入れた教育 

・事故直前の行動状況に関する研究 

・「適性検査」に関する研究 

・交通弱者（歩行者、自転車、等）への教育・支援（自分の身は自分で守る） 

・人の五感を利用した教育/支援の開発、など 

 (4) 役割分担 

各構成メンバーの所属特性を生かした分担とするが、とくに国交省サイドでは、 

ＡＳＶに関する教育シミュレータの用途拡大の検討（安全運転教育も含む）、 

および、委員会成果を広く社会に役立たせる手段の検討が期待される。 

 

 
 

 ・自動車技術会の他の委員会活動成果等も巧みに活用され、適時に具体的アウトプッ

トを出されていくことを期待する。 
討議・審議

内容 
・(3)具体的テーマ例において、「教育」がかなり重視されているようにみうけられる

が、ともすれば教育は‘金がかかる’‘時間がかかる’‘人により時により差が大き

い'等々、やった割には卓効が見にくい等の印象が一般的であるが、学会活動の特色

をフルに活用して、出来るところから着実に成果を出していかれたい。 

・世の中、特に多くの公的機関ではさまざまなデータがごまんとあり、たとえば高齢

者についての各種生データはすでに予想以上にある。加工して公表される統計デー

タはほんの一部で、残りほとんどは死蔵されているといってよい。よって学会の特

性・メリットを発揮し、それら生データを発掘活用する効果は絶大である。 

→ 是非有効利用を図って生きたい。 
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期  日 2007 年 3 月 23 日（金） 10：00～12：00  

堀野 定雄 氏  神奈川大学工学部情報システム創成学科 スピーカ 第 12 回 

テーマ ドライブレコーダを活用した交通事故分析と安全対策 (1) 

キーワード ドライブレコーダ、交通事故分析、安全対策 

 
 [研究の背景・経緯] 
話題提供 

・JR 西日本での事故を契機として、国交省総合政策局に H17 年 6 月｢公共交通に係るヒ

ューマンエラー事故防止検討委員会｣が設置され、それを受け自動車交通局管掌の

｢自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会｣が活動開始した。後者は H11 年 7

月開始の｢自動車交通安全対策に係る検討会｣が H14 年に改称され継続したものであ

り、H16 年 10 月には｢映像収録型ドライブレコーダの効果分析分科会｣が付加された。

 または 

審議事項 

これらのいずれにも関与したが、とくに 後の分科会ではとりまとめ座長として、

トラック、バス、タクシーにドライブレコーダを搭載した際の効果につき調査した。

先週 後の分科会があり、本日(3/23)の確認作業をへて近日中に国交省のウエッブ

に報告書が公開され活動は終結。本調査の結論： ”ドライブレコーダは効果あり”

[調査概要] （ドライブレコーダ：ＤＲと略記） 

・ＤＲ商戦に現在 20 社は参入しており、ここ 10 数年間着実に増加中で、今や約 4万

台は普及している(10 数％)。しかし業界消息通の見立てでは、20％まではいくだろ

うが、30,40％とさらに飛躍していくには何らかの起爆剤が必要とのこと。 

・使用したＤＲの主な仕様：0.5 秒-0.45Ｇの加速度トリガーで、前 10 秒、後 5秒の

状況を 128ＭＢのメディアに記録する。記録項目は標準的メニューであるが、ＧＰ

Ｓ地理データと連動させたことが 大の特徴。 

・都内のタクシー200 台の協力を得て、45 台のＤＲを使い約 1年データ収集、14,000

件の採取データの内ニアミスは 113 件(0.8%)だった。①合流･車線変更:26 件(26％)

が 多であり、②出会い頭:15 件(15％)まではほぼ想定内であったが、④自転車:13

件、歩行者:13 件(いずれも 13％)であったのは予想外。通念では両者とも｢交通弱者｣

と分類されているが、それらは決して弱者ではない。むしろマナー教育が必要！ 

・上記データの急加減速 3171 件の内、①信号関連:32％と②営業活動(お客探等):26％

でほぼ６割！ ②はタクシー固有の挙動であり、道路の左側(歩道側)を走ることとも

関係し、タクシー’空車時事故率’＝３×’実車時事故率’の俗説が裏付けられた。

さらに、急加減速頻度とヒヤリ・ハット件数は必ずしも相関ありとはいえず、荒い

運転が危険との先入観はくつがえされた。今後さらにデータを積み重ね検討したい。

・特にタクシー会社 2社の協力を得て自転車に特化した調査を実施し、111 件のニア

ミスを採取し要因分析した。｢タクシー｣、｢自転車｣、｢道路環境｣の三者で分析比較

すると、｢自転車｣が 悪の事故誘発要因者であると結論できた。自転車関連ニアミ

スの約半数は一時不停止であり、無灯火、傘差し、携帯電話中等、もあった。 

[テレ・フィールド研究] 

・ＤＲは映像記録型が標準であるので、事故・ニアミスの発生メカニズムとリスク形
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成要因が科学的に分析解明することが可能。 

・すでにウェブ上で公開されている詳細な衛星写真とＤＲのＧＰＳデータを組み合わ

せると、運行記録図でも事故実況見分図でも今や鮮明・克明に作成できる。 

・これらの現在の技術を組み合わせ、当事者の行動・心理分析も加味し、フィールド

で道路交通環境を含めて総合的に検討すれば、交通事故発生の構造、および真の事

故原因を科学的に解明できるようになった、といえる。 

・これまでのフィールド研究の具体例：人々の日常行動は雑多ではあるが、地形と行

動誘因の相乗効果から、杓子定規に決めた正規通路と異なる‘けもの道’‘ありの

道’といったルートが自然発生しているケースがあり、夫々の現場に即し横断歩道

の見直し、(上下可動式)ポラードの設置、飛び出し防止策、バンプ、自転車専用道

路の新設等の解決策を、航空写真上で説得的に説明・提案してきた。(都内数箇所)

・さらに発展型として、たとえば、同一地区にあるタクシー会社と学校を対象に、タ

クシー出庫からの速度と経過時間を乗じた走行波及遠心円と、学校に向かう児童の

登校行動求心円を、時間とともに変化させ、双方の円の接点、交点を地図上にたど

れば、いつ、どこで、タクシーと登校児童のニアミスの可能性があるか指摘できる。

・このテレ・フィールド研究成果を各地に演繹活用すれば、事故発生率の高い地点や

ケースを予測できるので、安全な交通環境設計の有効なツールになる。 

 
 ・タクシー運転手の急加減速頻度調査(No 27 の図)はきわめて興味深いが、運転の荒

さ・おとなしさがヒヤリ・ハットと相関なし、と結論づけられているのはやや意外

な感がする。ヒヤリ・ハットではなく事故そのものとなら相関ありということか？

討議・審議

内容 

→ 確かに 100 件オーダのサンプルなので断言は出来ない。1万件は積み重ね、検討

の後確信をもって主張していきたい。少なくともエコドライブとは正相関であろう。

・ＤＲの話題は社会的に急増しているようではあるが、まだまだ東京中心で全国的に

みると大いなる地域格差があるように感ずる。また、”ＤＲは依然高いので危ない

運転手の車にのみ付ける”、といっていたタクシー会社の社長に会ったことがある。

・ＤＲ搭載率は東京以外では札幌、大阪、広島あたりが多く、タクシー組合からの勧

奨や奨励金の有無、さらには意欲的なキーマンがいるかどうかにもかかっている。

またいうまでもなく、ＤＲは社長の趣味でなく、全車につけて組織的に活用するの

が本道。 

・テレ・フィールド研究提案は実に興味深く有用と感ずる。しかし、車はリコール制

度等があり関連データは容易に入手できそうであるが、それ以外の道路環境等につ

いては、必要データが十分集まるか懸念される。 

→ 確かに車以外はユーザが特定できないので情報収集について更なる工夫が必要。

・自動車技術会等では交通安全の一般解追求を本務としているが、テレ・フィールド

研究のごとき、地域に密着した活動も相伴って存在することはきわめて有意義であ

る。 
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期  日 2007 年 3 月 23 日（金） 10：00～12：00  

清水 委員（（独）自動車事故対策機構） スピーカ 第 12 回 

テーマ 運送事業者への安全指導について (2) 

キーワード 交通事故防止、運送事業者、安全指導 

 
 ・ＮＡＳＶＡは法律のバックアップを受け、設立目的の大きな柱である交通事故防止の

ため、｢運行管理者への指導｣と｢運転者の診断・指導｣の二つの主要業務を遂行してい

るが、法律のしばりがなくとも存在が必要視されるよう、’お客様の実態を知ろう’

と、内部でも意識改革に努めている。 

話題提供 

 または 

審議事項 

・運輸企業存続の絶対条件は「利益」と並んで「安全」であり、事故防止のための企業

活動のすべてがＰＤＣＡのサイクルでマネージされていることが望ましく、それには

リーダである社長の方針・行動・姿勢が要諦となる。”事故はつきもの”、”運が悪

かった”、”事故は運転者の責任”など、これらを潜在的にチラッと思っても経営者

失格。 

 

・｢人材｣、｢組織｣、｢制度・規則｣、｢車両・設備・機器｣等への社長方針が明示されてい

るべきであるが、とくに運行管理者に対する責任と権限の明確化が重要である。 

・安全活動を全社的に共有する為、各種会合で｢安全｣を定期的に取り上げ議論すべき。

・社長はその企業における 大の営業力保有者であることを自覚し、｢お客様｣、｢一般

社会・行政｣、｢協力企業｣、｢事故被害者｣、｢従業員-家族｣、｢社員｣等、日常の利害関

係者に自ら能動的に接し、直接的コミュニケーションを図るよう努めるべきである。

・事故が発生した時の社長の行動は多くの目でチェックされている。心配すべきはまず

お客様、ドライバであり、車や物がどうなったかは 後に気にかけるべき事項である。

・運行管理者の本来業務は安全輸送のための日常の管理と事故対応であり、それらに専

従するのが望ましいが、運転者の労務管理や配車業務といった付帯業務にも従事させ

るケースがある。すべてダメというのは実態的でなく、経営上ある程度やむを得ない

ともいえるが、業務の按分はトップの指示に基づき、責任と権限が相互に明確に了解
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されていることが緊要である。 

 

 
 ・あるタクシー会社にドライブレコーダの説明に行った際、”ウチでは事故が発生した

場合社長がすべての事故の責任をとると明言し実行もされているが、あれでは社長が

気の毒との想いを全員がもつようになり、安全意識はきわめて高くドライブレコーダ

など不必要である”、いった話を逆にされた。世の中にはこのような奇特な会社も実

在する。 

討議・審議

内容 

・現代は何でも評価、評価の風潮が強いが、ドライバの給与と安全成績をどのようにリ

ンクさせているのか、いないのか？ 

→ 給与に直接反映させるのではなく報奨金を出している企業があり、安全運転評価を

デジタコの活用で算定している企業もある。一方事故についてはおおむね減点法であ

り、ＮＡＳＶＡでの法定講習のための費用も時間も自己負担、といった懲罰的措置を

とっている企業がある。事故を起こすと降格、といった実例も現に横浜にある。 

・個人タクシードライバーの安全管理の実態は？ 運送業ドライバの年齢制限はある

か？ 

→ 個人営業タクシードライバーも 2年に 1度の診断受講義務がある等、法的ルール適

用を受けることに変わりがないが、同業者団体が地域毎に存在しまとめているのが普

通。 

 定年制については、大手タクシー会社で 75、大手運送会社で 60 歳といった例がある

が、法的規制がなくマチマチであるのが実態。80 歳の現役ドライバも実在する。 

・タクシー業については保険加入についての法的義務はないようだ。そこで大手企業の

中には、多数の車に画一的に保険に入り莫大な費用をかけるより、優秀な弁護士を雇

い事故毎に個別的に対処したほうが安い、との経済行動をとっている企業がある！ 
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期  日 2007 年 5 月 29 日（金） 14：00～16：15  

スピーカ 谷口 哲夫 氏  (独) 交通安全環境研究所 自動車安全研究領域 第 13 回 

テーマ 総合安全解析交通流シミュレーション (1) 

キーワード シミュレータ、交通流 

 
 ・周知のように、政府は’2015 年まで交通死亡者数半減’との厳しい目標をかかげ、

安全装置普及や基準整備等の施策を展開しようとしている。これらの行政施策の効果

を定量的・総合的・広範囲に予測検討できるようにするためには、リアルワールドの

交通状況を自在に再現できる交通流シミュレータの開発が必須となる。このような認

識に基づき、事前調査段階をへて 18 年度から｢総合安全解析交通流シミュレーショ

ン｣研究を開始した。 

話題提供 

 または 

審議事項 

・交通流シミュレータは、視覚、知覚、認識などの人間特性を司るドライバモデル、加

減速特性や操舵応答を表現する車両モデル、信号、交通流等の道路環境を組み込んだ

道路環境モデル、の三つのサブモデルをループ状に関連させて動かすものである。  

 

・現実の事故のタイプ、事故の発生場所等はまさに千差万別であるが、有効性を考慮し

第 1ステップとして、事故類型は「出会い頭事故」、場所は「片側 1車線道路に、一

時停止規制を受け、横道から車が流入するＴ字交差点」とした。 

・事故類型・場所を上記のように限定しても、シミュレータを動かすためには関連項目

それぞれに膨大な確率データが必要となる。それらを得るために、「ドライビングシ

ミュレータ」（危険な場面での測定可だが奥行き感ナシ、等）、「実路走行」（Ｎ数は増

やせるが危険場面は不可、等）、「テストコース」（ある程度危険な場合のデータ採取

できるがＮ数を多くできない、等）、「定点観測」（Ｎ数を多くできるが計測項目・条

件が自由でない、等）についてそれぞれの計測手法のメリット・デメリットを考慮し

つつ使い分け、計測試験を積み重ね必要データを収集した。 

・今回、日本の 75％以上の車両に普及している’踏み込み速度検知型’ないし’踏力
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検知型’の「ブレーキアシスト・システム」を具体例として、アシストパラメータの

設定の違いと普及率によって事故件数がどのように変化するか模擬・検討できるよう

にした。 

・19、20 年度で「出会い頭事故」についてはＴ字、十字交差点で完成させる予定。そ

れ以後は、追突や人身事故、地域路モデル、信号の有無、操舵支援装置等、事故類型・

場所、評価対象装置等のバリエーションを増やし、リアルワールド近づけていく計画

である。 

 

 
 ・これまで自動車の衝突安全性の評価において、’バリアへ車を衝突させダミーで評価

する’手法が威力を発揮してきた、と同様に’類型的なドライバが典型的な場所でど

のように事故に遭遇するか/しないか’がシミュレーションできれば効果絶大と考え

る。 

討議・審議

内容 

・ここでは「出会い頭事故」を対象にされているが日本全体事故とどう関連付けるか？

→ 当該シミュレーションの目的として、もちろん 終的に日本全体の事故を推定する

ことを念頭においているが、途中ステップとして標準的交差点での事故を定性的でも

模擬できるようになることは有意義と考え、研究を順次進行させている。 

・本研究のシミュレータは三つのサブモデルで構成されているので、全体との関連もさ

ることながら、個々のモデルを使って、たとえばある交差点の改良や車両予防装置の

導入などの比較評価が可能となるはずで、 終ゴール以前でも使いでがあるように感

ずる。 

・従来からもよく「車両予防安全装置は効果あり」といわれてはいるが、今回対象のブ

レーキアシスト・システムに限っても確固たる定量的評価結果は存在しているのか？

→ 直接的というより、ブレーキアシストによる走行速度の低減量に対応させ事故件数

はこれだけ減少できるはず、との間接的証明をしているのが実情でないか。なお、Ｅ

Ｕ委員会で当該システムの義務化を目論んで定量的データを紹介していた報告をみ

た記憶がある。 

・当該シミュレーションは一般公開されるのか、また著作権はどうなるのか？ 

→ 3 年間は改良に努めるが、将来的には基本的にオープン。 

・多くの関係者が広く活用できるよう、代表的事故シナリオを想定して研究を進めるこ

とは有効である。そのために、ある段階から標準化の作業も必要になると考えられ、

メーカからの参画・コミットメントも期待される。 
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期  日 2007 年 5 月 29 日（金） 14：00～16：15  

宇治橋 貞幸 氏 東京工業大学大学院情報理工学研究科 スピーカ 第 13 回 

テーマ 人体デジタルモデルを用いた乗員挙動シミュレーションと傷害予測 (2) 

キーワード シミュレーション、傷害予測、救急救命 

 
 ・救急救命ドライブレコーダを装備した車両であれば、交通事故状況データ（加速度、

車内映像、前方シーン等）がドライブレコーダ・センタに伝達され得る。そこで被害

者の傷害状況（傷害レベル、受傷部位、傷害内容等）が推定予測され、その情報が関

係者に通報されれば、以後の処置が格段に適切なものとなり、救命の確率も向上する

はずである。 

話題提供 

 または 

審議事項 

・その第 1ステップとして、ひとの身長と体重の二つのデータが与えられればその対象

者の人体を必要十分に模擬できるようにする。この命題のもとに、平均年齢 22.7 歳、

日本人青年男子 217 人の人体データ 38 項目を用い、身長、体重を独立変数とした重

回帰分析し、15 の体節、14 の関節、17 の楕円体よりなる全身マルチボディモデルを

構成した。 

ちなみに、日本人 50％タイル値では、身長：1.72ｍ、体重：63.9kg、頭部：4.15kg、

頚部：0.9kg、体幹質量：17.0kg であった。 

・第 2ステップは、傷害部位・程度の予測手法を構築する。 

まず当該車両室内モデルと前述の人体マルチボディモデルを組合せ、考えられるさま

ざまな状況下の衝突実験を繰り返し、事前に広範な交通事故傷害データベースを用意

しておき、ドライブレコーダから衝突加速度、乗員体型、ベルト状態等の関連情報が

入ると、このデータベースに照合しもっとも近いケースを拾い出す。 
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・第 3ステップは、頭部障害予測の精度を上げる。 

まず予め一人のベース被験者の頭部形状と頭蓋骨および脳などの内部状況を徹底的に

計測しておき、対象者の頭部形状(横、縦、奥行き寸法)情報が入ると、両者を突き合

わせ形状変換技法等を駆使し、それぞれの個体別の頭部有限要素モデルを導出する。

ついで第 2ステップの衝突結果と組み合わせ、ハイブリッドモデルにより脳震盪か脳

挫創といった傷害の予測レベルを一段と向上させることを可能とする。 

 

 
 ・救急救命ドライブレコーダには身長、体重等のデータは入っているのか？ 助手席乗

員や他のシートではどうか、といった問題点もまだ残っているようだ。 
討議・審議

内容 
また、現在平均的に 119 番通報を含め情報伝達に 13 分、現場移動まで 15 分かかって

いる。いかに早く飛び出せ 1分でも迅速に現場に到達できるかがキーであり、事前に

通報される情報の精度向上が焦眉の急になっているとは考えられないがﾞ････？ 

→ まだ細かい点は検討の余地は残っているものの、アメリカでは当該システムは一部

商用化されており、そもそもＥＤＲの開発はＡＣＮ(Automatic Crash Notification)

に発展することが期待されていた。 

・身長・体重などのスタティックな事前情報と、衝突時のダイナミックな絶対情報の両

者が適時適切に伝達されることは望ましい。児童の名札ではないが、血液型、帽子の

サイズ、シャツのサイズなどスタティックな「有効情報」はまだまだ他にもありそう。

・ただし昨今の個人情報規制法の影響を考慮する要あり。イタルダでも裁判沙汰のケー

スもなくはない、と聞く。 

・実験時においてコールセンタの機能はスムースであったか？ 

→ 幸か不幸か実験時に実事故の発生はなく、ＪＡＲＩ内に設置したドライブセンタか

ら医療機関等への連係情報伝達シミュレーションは実体験できなかった。 

・本研究はそろそろ一研究者の範囲を超えてきたので、今後はぜひ大きな場を借りたい。
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期  日 2007 年 7 月 10 日（金） 14：00～16：00  

スピーカ 福島 正雄 氏 日産自動車(株) 技術開発本部 第 14 回 

日産 SKY プロジェクトの紹介 テーマ (1) 

キーワード 光ビーコン、渋滞緩和、交通事故低減 

 
 ・日産では 1995 年に日産車 1万台あたり死亡・重傷者 15.3 人であったものを、2015

年に 7.6 人以下にするとの半減目標をたて技術開発している。 
話題提供 

 または 
・その達成のためには、車(Active Safety)、ひと(啓発、技量向上)に、社会環境整備審議事項 

 (インフラ整備、規制)を加えたトリプル・レィヤード・アプローチが必要。 

・ＳＫＹプロジェクトは、光ビーコン等の既存インフラと協調し車載ナビゲーションの

ソフト変更によるシステム構成を基本としており、そのような ITS 活用型の交通安

全・渋滞緩和技術を開発した。

 

・2006 年 9 月から日産車ユーザ・グループの「カーウイングス」会員を対象に約 1万

人規模の公募をかけ、10 月から社会実証実験を実施している。 

・まず地元(神奈川)に貢献するとの意図で、(株)NTT ドコモ、松下電器産業(株)、(株)

ザナヴィ･インフォマティクスをパートナーとし、(社)新交通管理システム協会、警

察庁、神奈川県警本部等と連携、横浜市で以下のようなメニューのプロジェクトを、

上記登録ユーザの参画を得て展開することとした。 

① 交通事故低減 

  出会い頭事故防止・わき道に車両があることを通報   ･･･青葉区、中区 

   (2,000 台) ・前の信号が｢赤｣であることを通報  ･･･中区 

         ・前方に一時停止があることを通報  ･･･青葉区、中区 

歩行者事故防止  ・スクールゾーンでの速度抑制 ･･･青葉区、戸塚区 2,000 台

          ・IC タグ所持児童を検知し情報提供･･･青葉区 300 人＋150 台
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         ・歩行者の携帯を検知し必要に応じて車に情報提供 

 ② 渋滞緩和 ・カーウイングス会員車をプローブとし、VICS 情報、タクシー・プ 

(10,000 台規模) ローブ･システム等と連携し、よりきめ細かい交通情報を提供

・当プロジェクト実施に当たっての主な狙い 

 ① 次期 ETC 等も有望だが、既存車載装置・インフラを利用した即戦力装置とする 

  ② 運転者に伝える情報・タイミングはおしきせではなく、あくまでも車側で判断 

して与え、リスクの 終判断は運転者にゆだねた 

 ③「実験」を意識することなく、日常感覚のもとでシステムの受容性を評価する 

 ④ 光ビーコンを通過する車の走行データを道路側に送信できるようにしておき、 

当該システムによる情報提供が運転者行動に影響・効果を与えたかを評価する 

・まだ実験途中ではあるが、約 8割の参加者がシステムは有効と評価している。 

 

 
 

 ・将来的な他の社会システムとの融合はどう考えているか？  
討議・審議

内容 
→ 官の IT 新改革戦略にのっとり多くの類似プロジェクトがある。08 年頃から成果を

結集当然合同化されていこう。 

・‘わき道の車存在を通報’の実験コンセプトは、優先側の車には実際には無くもがな

の必要性でないか？  

→‘どこでも’ではなく実際危険な場所を選んで設置したので有効だった。 

・当プロジェクトに警察も関与されているようだが、実験中には交通違反事例もゼロで

はないはずで、そのような場合どう判断・処理されたか興味深い。また’スクールゾ

ーン速度警報’も有効そうだが、もう一歩踏み込み 30Km/h.規制まで言及してもよい

と思うが。 

・スクールゾーンといっても範囲が広いし、子供の IC タグとからむと、警報はのべつ

くまなしとなりはしないか。 

・横浜は広いので、点の効果ではなく面の効果が重要。それには多くの市民の参画が必

要。 

・’車車間’、’路車間’、双方のシステムのいずれが早く、有効か？  

→ いずれはどれも必要と考えるが、’路車間’はインフラさえ整備されれば普及は早

い。’車車間’は自分だけ装置しても無効で、普及率次第であり他力本願の難点が

ある。 

・当プロジェクトは地域限定の実証実験だが、地域拡大、対象車種増大となれば望まし

い。 

・ある意味では子供×自転車がもっとも危険。単純に’子供’だけではなく区別できれ

ばよい。 
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期  日 2007 年 7 月 10 日（金） 14：00～16：00  

秋泉 尚寿 氏 警察庁交通局交通指導課 スピーカ 第 14 回 

テーマ 交通事故自動記録装置(ＴＡＡＭＳ)の現況 (2) 

キーワード TAAMS,定点観測カメラ、交差点事故 

 
 ・交通事故に係わる業務上過失致死傷件数は平成 17 年 855,923 件、平成 18 年 826,177

件と高水準にあり、’国民誰もが当事者’の可能性を帯びるようになってきた。 
話題提供 

 または 
・交差点事故は全交通事故の約 48％、うち信号設置交差点は約 19％で、平成 16 年中に

約 18 万件の事故が発生しているが、いわゆる双方が青を主張する｢青青事故｣のトラ

ブルが多い。 

審議事項 

・一般に交通人傷事故捜査書類は以下の 3種があり、現場捜査も含め多大な時間を要す。

基本書式：死亡/3 ヶ月超の傷害に適用する基本書式 作成に平均 25 時間 37 分所要 

特例書式：3週間～3ヶ月の傷害に適用する簡略書式 6 時間 35 分所要 

簡約特例書式：3週間以下の簡略版 3 時間 57 分所要 

・警察では事故現場での実況見分能力向上させるため全国規模で教育活動を実施して 

いる。しかし、より効率化し客観性の高い捜査資料を得るため、年間 6件以上の人身

事故発生交差点の中からさらに要注意交差点を選定し、交差点エリアを常時観測して

おり、事故時に当該記録映像部分を切り取り保存・蓄積する標記装置を以下のように

全国的に配置した。 

・装置概要：交差点２ヶ所のカメラからほぼ交差点全域を常時撮影しており、衝突音、

スリップ音等の異常音をトリガーとして、前４秒、後４秒の映像を場所、日時、信号

現示とともに録画保存する。当初はアナログで１基約 257 万円であったが、 近では

IC デジタル化され約 172 万円となっている。

 

・設置状況：国費整備 平成 12 年度(13 年度を前倒し) 350 基、 

平成 14 年度          187 基 

平成 15 年度                  187 基   合計 724 基 

以後、国費・地方各１/2 負担の整備事業に移行 
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・平成 16 年の整備信号交差点における活用状況は以下のとおり 

発生件数 4,333 

録画件数 2,442 (56％) 

活用件数 1,086 (45％) ･･･信号関連事故  否認事故    137 件 

否認以外事故  355 

信号非関連事故 否認事故     45 

否認以外事故  514 

                             その他     ひき逃げ車両特定 21 

                                             事故時速度鑑定  14 

 

 
 ・音をトリガーとしているが、何かもっと他の妙案はないか？  
討議・審議

内容 
→ やわモノとの衝突時は音が出ない。逆に大きい空ぶかしやカラスの鳴き声に反応す

ることもあり苦労しているが、録画率 100％でしかも正解とするのは超難題。今のと

ころ｢音｣が唯一でないが 善と判断。 

 (事務局注：自動車技術会誌７月号「交差点での事故記録映像記録技術」において、

音をトリガーとすることに関する検討・考察結果が紹介されている) 

・装置は国産か？ また外国で類似例はあるか？  

→ 日本製であり、オランダで類似例がある。 

・当初は設置数数千基規模を目標にスタートしたと聞くが、国/地方の費用負担率が 

半々の補助事業となってから、平成 19 年度まで国の予算は獲得されているものの、

地方の財政難から拡大採用されていないのははなはだ残念だ。交通警察官の業務量削

減・質向上の実効は顕著であり、費用対効果の評価結果などもっと広報宣伝したほう

がよい。（事務局に補足評価資料あり） 

・当該システム設置の交差点は外見上識別できるのだろうか、交通事故防止の目的から

むしろソレとわかるほうがよいとも思われるが。 

・現在はデジタル技術の進展やインターネットの普及などの技術変化が大きいので、以

前に比べはるかに安く・正確な捜査への展開可能性がでてきている。 

・当該システムは本来目的以外にも、交通流観測にも有効であるはず。交通警察所管で

簡単ではないと予想するが、そのような学術的研究にデータが活用され得るよう望み

たい。 
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期  日 2007 年 9 月 3日（月） 14：00～16：10  

芳賀 繁 氏 立教大学 現代心理学部心理学科教授  スピーカ 第 15 回 

交通事故はなぜなくならないか  ～自動車安全技術と人の心～ テーマ (1) 

キーワード リスク補償、ターゲット・リスク、交通事故低減 

 
 ・典型的な具体例として、見通しの悪い道路を拡幅・直線化したケースを考えると、ド

ライバは許容する危険感覚を前の水準と同じに保とうと(リスク補償)するので、速度

を上げ結局は交通事故が低減しないことになる。このようなリスク補償行動は、交通

だけではなく日常のあらゆる活動でみられる。（低タールの煙草では喫煙本数が増え

る、等） 

話題提供 

または 

審議事項 

・ホメオスタシスとは’絶え間ない変化のなかで平衡を保つこと’サーモスタットに 

よる温度制御と同様、実際に出力された値を目標値に合致させる過程を指す。 

・リスク・ホメオスタシス理論(ＲＨＴ)は、人びとがその活動から得られるであろと期

待する利益と引き換えに、自身の健康、安全といった価値を損ねるリスクの推定値を

ある水準まで受容する(したがってゼロではない)と主張する。期待利得と損失の差で

ある期待純益が 大となるリスク水準が 適(ターゲット・リスク)となる。  

 換言すれば、いかなる交通安全対策を導入しても、人々は受容ターゲット・リスクに

向け補償行動をとるので、行動の危険性は変化せずトータルの事故数は減らない。 

人間をリスク・オプティマイザ、或いはリスク・マネージャと考えれば理解しやすい。

 

・ターゲット・リスクは、個人により、同じ人でも場合により、場所により、時代によ

り、国により、文化の違いにより変化するものであるが、交通事故を減らすには、安

全施策の導入ではなく、このターゲット・リスクを変えることである。たとえば、年

間失業率と交通事故死亡率に明確に負の相関がある。景気が悪いと時間価値は低下す

るのでリスク水準は低下し、人びとは運転距離を減らし、より慎重に運転する、ので

事故は減少する。 

・ＲＨＴと常識的通念とのギャップ（リスク水準が変わらなければ総体はかわらい！）；

＊‘譲れ’を’止まれ’に規制強化した-、交差点に信号を設置した-、横断歩道に路

面マーキングした-、のに交通事故は減少しなかった。 

＊運転技能訓練を実施した、が事故削減効果はなかった。 
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＊飲酒等特定の取締りを強化しても、交通事故全体では事故率が低下しなかった。 

＊事故再犯者を狙っての対策は的外れにおわる、のがオチ。 

・ターゲット・リスクを引き下げる要諦； 

 慎重な行動の、利益を増す ・・・例 無事故ドライバの保険料引き下げ 

        コストを減らす ・・・ 公共交通へ助成金 

 危険な行動の、コストを増す ・・・ 違反罰則強化 

        利益を減らす ・・・ タクシー料金を距離制から時間制へ 

・交通安全を向上させるには、取締り・罰則強化よりも、安全へのインセンティブ賦与

のほうが効果が大きい。保険制度はインセンティブ操作に有力な手段であり検討に十

分値するが、民営保険会社であれば交通事故ゼロを目標にできないはずで、自ずと限

界がある。 

・ＲＨＴ論争は、時には的外れな反証もあったが、厳密な検証が困難なことから多くは

水掛け論だった。しかし、ＲＨＴの本質はあくまでも人びとの行動のメカニズムを、

マクロ(長期、広域)に説明する理論と考えるべきである。個人レベルの行動に対して

なら主観的効用 大説と同じとみなせ、安全技術は安全を損ねず効率・利便性を高め

るともいえる。 

・ＲＨＴを紹介した心理学者として付言 

(1) 自動車交通は鉄道・航空に比べシステムを構成する要素が統合されておらず、

とても「システム」とは呼べない。安全実現には関係総員の協力が必須となる

が、自動車交通では絶望的。スゥエーデンの’VisionZero’のごとき国民の断

固たる決意が必要となる。 

  (2) 交差点のロータリ化や市街地でのバンプ設置等、多少の不便と引き換えに安全

を買うとの姿勢採用、運転免許の IC カード化や、ドライブレコーダと GPS の連

動と監査システムの導入等、まだまだ採るべき方策は残っている。 

 
 ・交差点での信号設置、横断歩道へのマーキングが事故防止に効かない等、容易に納得

できない。 
討議・審議

内容 
→ 短期的・局所的には違和感があろうが、これらの諸施策が有効であると単純に思い

込むのは間違い。マクロ的にはむしろ変化なしの実測結果がある。 

・ＲＨＴは、リスクを自己責任で完結させる狩猟民族内ではより説得的であろうが、社

会的規範を重視する日本のような社会風土には、そのまま適合させるのは無理と感ず

る。 

・ＲＨＴを個々の問題レベルに引き下げては泥沼に陥る、との忠告は了解でき、’Vision

Zero’ではないが国民の意識レベルに働きかけることがより重要といえそうである。

→ ＲＨＴは無謬ではなくまだ検討の余地は大きい。しかし、安全技術は人の行動に影

響を与えるのは事実であり、それにより得られた余得を、経済的効用を拡張させるの

に使うのではなく、交通事故低減に振り向けるよう、働きかけるべきであると教えて

くれる。 
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期  日 2007 年 9 月 3日（月） 14：00～16：10  

スピーカ 八谷委員 （日産自動車） 第 15 回 

テーマ 日産の飲酒運転撲滅への取り組み (2) 

キーワード 飲酒運転、飲酒検知装置 

 
 ・飲酒運転による死亡事故件数は 近十年間で約半減したが、依然年間 600 件を越す。
話題提供 

・対策の考え方は、運転者のさまざまなアルコール水準に応じ、｢リマインド｣、｢警告｣、

｢強制停止｣を与えるものとし、それぞれの対応技術例として以下の三つを紹介した。
または 

審議事項 

① NAVI 安全運転リマインダーの市販化： 17:30 から 05:00 の間、HDD 方式のナビ上

に”お酒を飲んだら運転はやめましょう”とのメッセージを表示する。 

② 運転者の目の動きを検知し飲酒状態を判断する、肩の後方やシフトノブに配置し

たアルコールセンサで発汗から飲酒状態を判断する、車のふらつき度合いから飲

酒状態を判断する、等の検知技術を開発中。 

③ エンジン始動時、運転者の呼気中のアルコール濃度を計測し、規定値オーバでは

始動不能にするアルコール・インターロックの調査。3自治体の協力を得て受容

性、信頼性検証のためのモニター調査を実施中。 

 
 ・駐車場のゲートがアルコール・インターロックになっている例を耳にした。 
討議・審議

内容 
・｢運転介入｣の技術はどんなものか？ 

→ 今はエアコン作動とかシートベルト巻上げ等であり、VW 等でトライヤルされてい

るスピード・ダウンなどはまだ要検討技術といえる。 

・”お酒を飲んだら運転はやめましょう”と表示されるリマインダーを市販されている

というが、”運転は絶対にしてはなりません”ではないか？ 

・地方へ出かけると、街道筋の辺鄙な(マイカーしか足として考えられない)場所にバー

や飲み屋がある。飲酒運転撲滅の社会としてはチグハグで違和感をおぼえる。 

・システム検討対象者に｢アルコール依存症｣を挙げてあるが、彼等は病人とも考えられ、

  アルコールが入っている時のほうがちゃんと運転できるといったとんでもない人も

いる。そのような人をこのような機械でカバーするのが果たして正しいといえるか？

 → しかし、飲酒運転者の約半数はアルコール依存症であるとのことであるので、むげ

に外すのも適切といえない。 

→ もっとも、どの程度商品価値があるかまだ定かではない。 

・車のふらつきを検知し警告を与えるシステムは、飲酒運転だけでなく居眠り運転防止

にも有効で応用範囲が広い有望技術と信ずる。もっと重視し磨きをかけて欲しい。 

・運転免許症がＩＣ化され、それを差し込まないエンジン始動しない、といったシステ

ムはどの程度検討されているのか？ 各種不適格者を容易にリジェクトできるし、実

際の運転状況も記録すれば適性運転状況も容易にモニターでき、メリット大である。

→ 運転免許のＩＣ化は技術的というより社会的バリアのほうが大きいのではないか。

数年前に関連協会で検討されていたはずなので、事務局で探して当たってみる。 
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期  日 2007 年 10 月 25 日（木） 10：00～11：35  

平澤 委員（国土交通省 自動車交通局 技術企画課） スピーカ 第 16 回 

テーマ アルコール・インターロック検討会中間報告 (1) 

キーワード 飲酒運転、飲酒検知装置、 

 
 ・アルコール・インターロックとは、酒を飲んだら運転できないようにする何らかのデ

バイスといえるが、ここでは欧米等で使用実績のある｢運転者の呼気中のアルコール

濃度を検出し、それが規定値を超えたらエンジンがかからないようにする装置｣をメ

インに考える。 

話題提供 

または 

審議事項 

・欧米では、1992 年米国において、アルコール・インターロックをまず飲酒運転違反

者への制裁手段(運転免許維持と引き換えに装置装着を義務付ける)として導入した

経緯があり、NHTSA が技術基準を制定していた。近年、スウェーデン、フィンランド、

ノルウェーでも供用され始めたことに対応し、欧州電気標準化委員会(CENELEC)が、

新の技術成果を盛り込み、大いに参照に値する技術基準を 2005 年にまとめた。 

 

・日本における既存代表例として 3社 4製品を調査した。結果概要は以下のとおり。 

① 販売価格/リース価格は約７～２５万円 

② メンテナンスは６または１２ヶ月間隔で実施 

③ 作動 小値 : 0.047～0.100mg/L  分解能 : 0.001～0.01mg/L 

④ 休止状態電流は 10～500mA と差が大きく、バッテリ上がりに留意の要あり 

⑤ 個人の確認は不可能なので完璧な不正回避対策は困難ながら、各社工夫あり 

⑥ 煙草等アルコール以外の物質への誤作動防止、基準に則っての適合対策済み 

⑦ 呼気流量 : 0.4～3.5L とメーカによって設定に大きな差あり 

⑧ 緊急対策として緊急解除はいずれも可能ながら、即時～10/15 秒とさまざま 

・｢呼気式アルコール・インターロック装置の技術指針｣(案)の主要記述項目・構成 

（注記：飲酒運転違反者の再犯防止用と、それ以外の善意の一般者用とでは項目・

要件につき相違があって当然であり、特に下記(3)項等では厳しさが異なるはず）

(0) 基礎要件：① マウスピースは交換可能であること  

② データメモリへの記録、データ保存が可能であること  
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③ 電磁両立性が確保され、電磁妨害を生じないこと 等 

(1) メンテナンスに関する事項：較正間隔 等 

(2) 精度：① 機能試験(ロック設定値等)   

② 耐久試験(耐湿性試験等) 等 

(3) 不正回避対策：① 再試験に係る要件   

② ごまかし及び回避を防止するための要件③ 不正改造防止

措置に係る要件 

(4) 誤作動防止：喫煙者による試験等 

(5) ユーザ受容性：呼気量(1.2L OK、0.8L NG) 流量(0.3L/S OK、0.1、1.0L/s NG)

(6) 緊急時対策：緊急時対応のオーバーライド機能を認める 

・今後の予定：現在公募意見を集約中、年内に 2回検討会を実施し 終報告をまとめる。

なお内閣府から 5000 万円概算要求中であり、来年から 2年検討追加予定。 

・[参考] NTT・ルパルクでは NTT 東日本の港区所在ビルの一つの駐車場で、0.1mg/L を

呼気アルコ－ル濃度ロック値とした、車のエンジンではなく駐車場のゲートと連動さ

せた飲酒運転防止装置を設置した。 

 
 ・アルコール・インターロック装置につきパブリック・コメントを集約中とのことであ

るが集まったか？  
討議・審議

内容 
→ メディアへの広報が不十分だったせいか期待通りとはいえぬが、関係者からの技術

的意見とか、一般者からの活用事例の紹介等がこれまで寄せられている。 

・エンジンロックの設定値が 0.15mg/L と紹介されているがどの程度科学的根拠がある

のだろうか？ 欧州のCENELECでは 0.25としている！ 閾値を低くすると頻繁にNG

になるであろうし、むしろ適当にあったほうが運転は滑らかであると主張する人も出

てこよう。 

・道交法上からいえば２輪車ライダーにも等しく適用すべきであろうが、今後の課題。

・上記技術指針(案)の不正回避対策の項で、再試験に係る要件(3 の①)が検討されてい

るが、坂道で偶然エンストして要再試験タイミングとからまってオタオタする不具合

は生じないか？ 

→ 一定時間内なら再試験パスなどの融通性も必要となろう。真の悪人はどんな対策で

も破るので、性悪説による不正回避対策を貫くのは困難と予想され、性善説も必要。

・飲酒運転事故違反者の内、3年以内の再犯者は 1割弱で 90％以上が初犯との紹介があ

るが、アルコールは常習依存者が多いのでは、との通念からの予想と違う！ 

・飲酒運転による被害者家族の訴えなどメディアに大々的に取上げられているのに比

べ、この様な対策努力についての取り扱いは冷淡であり、我々としても反省の要あり。

・アルコール・インターロック装置がどのように使われるようになるか、まだ 終解は

得られていない。確かに、飲酒運転違反者に運転免許と引き換えに当該装置を義務づ

けするのは、価格がかなり高いので相当の抑止効果があるとも考えられる。 
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期  日 2007 年 10 月 25 日（木） 10：00～11：35  

スピーカ 春日委員 （芝浦工大） 第 16 回 

テーマ 交通安全に関わる運転心理検討委員会 (2) 

キーワード 運転心理、ヒヤリ・ハット特性診断、ドライブレコーダ 

 
 ・2006 年度から活動を開始している標記委員会の活動現況について説明。 
話題提供 

・検討委員会の活動につき再整理し、以下のように確認した。 
または 

＊基本概念：ドライバや歩行者に’自身’の運転特性や行動特性への「気づき」を与

える 

審議事項 

＊テーマ名称：ドライブレコーダを利用した運転時の心理的側面の解明―心理状態・

心理的要因と運転行動との関係 

＊目的：ドライバの心理状態や心理的要因がどのように不安全運転行動に影響するか

を明らかにし、教育・支援の起案につなげる 

・活動の第一歩：ヒヤリ・ハットを中心としたドライブレコーダ画像(とくに顔画像)、

運転操作およびアンケートデータを解析し、心理的側面と運転行動との関係を解明す

る。 

・分析項目としては、 

①ドライバの心理的・肉体的状況(苛立ち、喫煙等)、 

②運転操作、 

③周囲の道路状況、 

④相手の状況 

の 4項目が考えられ、それらはさらに｢画像である程度わかる｣、｢画像だけから分析

困難｣、｢画像では分析困難で、アンケート/聞き取りで補充の要あり｣の 3種類に仕分

けされ、結局 4×3＝12 マトリックスに分布する。 

・概略スケジュール：2007 年度はサンプルデータの採取・解析を経て、ヒヤリ・ハッ

トデータベースの活用性・限界・改善点を明らかにする。2008 年度始めに結果報告

するとともに、ヒヤリ・ハット特性診断Ｗｅｂ計画として一般公開したいと考えてい

る。2008 年度以降は「安全運転アドバイスサイト」の運用に向けさらに一連の活動

をつなげていく。 

 

 
 ・現在ＪＳＡＥのＷｅｂサイトで本件に係るアンケート協力依頼が出されおり、会員に

も広く周知されていくであろうことから、一般公開も可能な限り前倒しされたし。 討議・審議

内容 
・本プロジェクトは、各個人の特性に合致したテーラーメード安全車の構築を目指すシ

ステムでありたいし、またそれでもって社会貢献に資するはずである。 
・今年のモーターショーで、運転者の表情・行動に対応して話しかけるロボットを組み

込んだ展示車の例があり、一脈通じているようであり、参考になるのではないか。 
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期  日 2007 年 10 月 25 日（木） 10：00～11：35  

宇治橋 貞幸氏 （東工大） スピーカ 第 16 回 

テーマ 交通事故傷害予測と予防・医療に関する検討委員会 (3) 

キーワード 傷害予測、シミュレーション、救急医療 

 
 ・2008 年 7 月より活動を開始し、その後の 2回の委員会結果を踏まえた概況を報告。 
話題提供 

・プロジェクトの目的：交通事故時、’被害者の傷害を軽減するための方策’と、’速

やかな救急医療を実現するための方策’の、双方を適切に提言可能とする、コンピュ

ータによる傷害予測システムを確立し、よって交通事故死傷者減少に寄与する。 

または 

審議事項 

・それには以下の二段階の作業が必須となる。 

 ＊事故前後の車の運行状況等の詳細データと乗員の被害状況・医学的所見の収集 

 ＊収集データに基づく正確な事故再現シミュレーションの実現 

・プロジェクトの主たる手順： 

① 詳細事故データ取得のため、関係機関への働きかけと発掘努力 

② 取得データ分析とデータベース化 

③ 商用人体モデルの取得と、シミュレーション実施体制造り 

④ 事故データに基づき車両と車外環境および個体別人体デジタルモデル化 

⑤ 人体および環境に関するパラメータスタディにより被害軽減策の策定・提言 

項目 ２００８ ２００９ ２０１０ 

  １．交通事故データの収

集と解析 

 

２．乗員と車両モデルの

作成とシミュレーション

による傷害予測 

   

３．傷害予測と救急救命

医療体制の提言 

   

４.広報・啓蒙活動 

 

自技会フォーラム

（５月） 

  

 

 
 ・この様な医工連携プロジェクトはユニークであり、ぜひ成功し成果を挙げられたし。
討議・審議

内容 
・しかし現状は、上記手順の①で指摘の関係機関への働きかけについては課題が多い。

・関係機関としては、JARI、イタルダ、外傷学会等があり、主たるスポンサーとして国

交省が考えられ、それぞれの契約ルールに則り、すでにミクロ、マクロのさまざまな

データ・解析事例が存在している。 

しかし、これらの既存公開データだけでは不足で新規事態に発展することが予想され

が、相互が当然善意を前提とし、協議・連携に前向きに対応するとしても、何でもＯ

Ｋとはならぬ実状を十分認識して臨む必要がある。 
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期  日 2007 年 12 月 18 日（木） 10：00～12：15  

野田 委員 （交通研） スピーカ 第 17 回 

テーマ 交通事故低減のための研究の概要と方向性 (1) 

キーワード 交通事故低減、安全・環境基準、予防安全技術 

 
 ・交通研は独立行政法人としての立場から、民間企業や大学と異なり、’交通事故死者

数 5000 人以下’といった、あくまでも国家目標達成のための業務を中心にすえ、 
話題提供 

または 
具体的には； 審議事項 

  *車の安全/環境基準の策定、国際基準調和活動 

  *都市内公共交通機関のシステム評価と実用化推進 

  *車の基準への適合性の審査、不具合情報分析等のリコール調査 

  *新技術開発における産学官連携等の中核的役割 

等を実行しているが、自動車と鉄道の双方を守備範囲としている点がユニーク。 

  

・ 近のわが国における車交通事故の特徴は、｢自動車×死者数｣で顕著な減少傾向がみ

られるのに事故件数・負傷者数は横ばいであり、更に 65 歳以上の死者数が 64 歳以下

の層と拮抗する趨勢があげられる。高齢化社会の対応を重視しなければならない。 

・交通研では自動車の安全に係わる研究分野を以下のように大別しているが、交通研の

特徴は、それらの個別技術本体の研究よりも｢性能試験法の確立｣、｢実用時の効果の

評価｣、｢技術基準の策定、改定｣といった広義の’評価手法の確立’を重視している

点にある。 

 [Passive Safety] 衝突安全分野：乗員保護、歩行者保護、等 
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 [Active Safety]  運動性能分野：操縦安定性、ブレーキ性能、ドライバ特性、等 

         情報/人間工学分野：ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ、視聴覚情報処理、灯火器,等 

           電子技術分野：EMC、電磁界解析、電子機器安全性、等 

・研究現況例 

[Passive Safety]分野 

   *側面衝突試験法の比較研究：衝突部位別死者数が｢正面｣51％に対し｢側面合計｣

41％と大きいので、側面衝突に注目し、乗員の性差・体格差による頭部/胸部/

腹部の側面衝突時傷害値を、各種ＭＤＢ(衝突洋移動台車)や普通乗用車を使って

比較。 

     *ポールに対する側面衝突の比較研究：致命傷となる頭部障害を評価する各種試験

法比較。 

   *歩行者保護の研究：歩行者の受傷部位は 50％以上が下肢で、後遺障害につなが

る危険性大。とくに車型がＳＵＶであると脚部傷害値は異常に高くなる。 

   *シートベルト着用効果の比較研究：高速/一般路、運転席/後席、頭/胸、男/女で

比較。 

   [Active Safety]分野 

   *ドライバの緊急ブレーキ操作特性の調査研究：ドライブシミュレータを使い、左

前方に飛び出してきた車に反応して緊急制動操作をおこなう際の、ブレーキ踏力

/速度等の諸特性値を累積調査し、ブレーキアシスト・システムの 適作動条件

の策定に援用する。 

   *情報/人間工学分野：カーナビ等自動車の車内視聴覚処理装置の増加傾向から、

前方だけではなく車内からの情報提供量が増大しており、注意力分散の危険性

大。カーナビから必要情報量を得るには平均して 0.94 秒要する。 

・予防安全技術の評価について 

 今や予防安全支援システムとして５，６種はすでに市販されているが、それらが必要

な時に確実に機能するか、費用/効果的に有効か、まだ購入者は正確に判断できない

状況にある。その 大の不明理由は、予防安全技術は’事故に至るかもしれない状

態’を本当に’事故に至らしめない’ことにあるが、そもそも’事故に至るかもし

れない状態’は架想のイベントであるので、確定できず集計のしようもないことに

尽きる。母体を把握できなければ実用効果もまっとうに評価できないわけである。

・予防安全技術の評価手段は、①ドライブレコーダ等を活用する｢個別事例分析法｣、②

多数の事故データを統計的に処理する｢統計的手法活用マクロ分析法｣等があるが、も

っとも有望と考えるのは、③計算機内での仮想的交通流シミュレーションで交通事故

発生状況を多数再現し比較評価する手法である。 

・交通研での交通事故発生シミュレーションは｢ドライバモデル｣、｢車両モデル｣、｢道

路環境モデル｣で構成され、根幹の｢ドライバモデル｣では’認知’、’判断’、’操

作’の各段階でヒューマンエラーの発生も仮定している。 

・高齢化社会、高齢運転者増加への対応研究：加齢により視覚特性が劣化するといわれ、
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‘グレアを感じやすい’、’細かい文字が見えにくい’、’ものが黄色ぽくみえる’、

等が特徴的となる。高齢者は目の水晶体内たんぱく質が凝集・拡大するのでグレア

光幕が顕著になり、対向車のヘッドライトの見え方が若者とは異なる。歩行者の蒸

発現象も起きる。 

・交通事故低減のためには、｢ドライバは何故事故を起こすか｣の命題の下に、まず、ド

ライバを中心とした人間側の原因解明と、周囲の道路環境の状況把握を綿密に実施す

ること。しかる後、 初に自動車側/インフラ側の対策を重点的におこない、さらに

その後に教育・啓蒙・取締りに移行すべきである。 

 

 
 ・ブレーキアシスト・システム(ＢＡＳ)の作動条件試験の紹介があったが、ブレーキ踏

力・踏み込み速度の推奨値は得られたのか？ 巷間、ＢＡＳは効かないのではないか

との噂もある！  

討議・審議

内容 

→ まだ検討中で 終結果まで到達していない。国際基準調和時限までにはまとめる予

定。 

・情報・人間工学分野で、カーナビからの情報を了解するための必要時間は平均 0.94

秒と紹介されたが、その他の情報との輻輳によっても、また運転状況によっても影響

されるはずで、バラツキ大と想像する。 

・交通研ではいかなる陣容で研究されているか？  

→ 約 45 名の研究者が｢環境｣、｢交通安全｣、｢交通システム｣の３研究領域にほぼ１/

３ずつ配置されている。ただし外部受託研究も実施しているので、それ相応の補助ス

タッフも存在する。 

東のＪＡＲＩ，西の交通研と併置し期待されるようでありたい。 

・ＣＯ2削減のための環境シミュレーションモデルが存在しているが、交通安全シミュ

レーションと連携できないのか？  

→ まったく関連無しとはいわないまでも、捉え方にマクロとミクロの差があるとい

え、｢交通安全｣ではある一つの代表的交差点での個別車両の動きに注目している点が

大きな特徴。 

・交通事故発生シミュレーションはベーシックな構成と推察するが汎用性はどうか？ 

また交通研オリジナルか？いずれオープンになるのか？  

→ ドライバモデルと車両モデルが確立されれば、あとは道路環境モデルを様々に変え

てやれば、一般化して各種研究に供し得るはずである。ただし、ドライバモデル確立

は 後までてこずると予想される。 

また、いずれ研究成果はオープンになるはずである。 
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期  日 2007 年 12 月 18 日（木） 10：00～12：15  

スピーカ 近森委員長 第 17 回 

テーマ 事故予測におけるドライバモデルに関する一考察 (2) 

キーワード シミュレーション、ドライバモデル 

 
 ・交通事故発生確率の有力な予測手法に交通シミュレーションがあるが、その精度向上

の要諦はドライバモデルの確立にあり、古典的な｢前方注視モデル｣から｢ニューラル

ネットワーク・モデル｣と発展し、さらに 近では、以下に例示した’運転者が経験

的に蓄積した運転パターン’を活用する｢プログラム制御モデル｣が有力になってき

ている。 

話題提供 

または 

審議事項 

  *交差点での信号停止/通過事例：信号交差点を通常の 50km/h で進入時、黄色信号

まで 35m ならば全車通過、63ｍあれば全車停車し、その間は確率的に分布する。

  *交差点での右折開始/停止事例：右前方から 2台の車が 50km/h で連続走行してく

る交差点で右折待ちしていた車の挙動は、両車の車間が 20ｍならば全車停止した

まま、140ｍならば全車右折開始し、その間はＳ字状に確率分布する。 

・出会い頭状の交差走行のケースにおいて、左前方の相手車の前部空間に、自車のブレ

ーキング状況を経験的に勘案した’危険ゾーン’(安全停止距離)を想定し、その危険

ゾーンと自車の干渉如何で進行/停止を判断する、と考えるドライバモデルを仮説提

案したい。 

・左右から車が走行してきている信号なしの単純な交差点を交差直進するケースに適

用；自車Ａの停止線付近に塀や木立の視界制限物を想定し、左右からの車Ｂ，Ｃを視

認した時点でそれらの車の’危険ゾーン’を予測、一旦停止/通過を判断決定する交

通シミュレーションの条件を変え実施した結果、十分実用性があると判断した。 

・さらに、多数のシミュレーション結果から、Ａ、Ｂ，Ｃ車それぞれの車の主として人

的事故要因が明らかになり、それぞれに対応するドライバモデル組み込み因子を改良

していけば、シミュレーション結果の精度はスパイラル的に改善されるはずである。

 
 ・’危険ゾーン’の考え方はユニークであり活用の範囲が大きいように思う。 
討議・審議

内容 
・交差点での右折開始/停止モデルでの測定結果で、連続走行車の車間距離が 60ｍ以上

あれば物理的に衝突しないのに、実際の交差点では 60ｍあっても多くの人が右折を

控えて停止したままでいる。概して安全サイドの行動が目立つが、面倒くさいから止

まっていようと考える人も多いように思う。 

・連続走行車の車間といっても距離なのか時間なのか人によって異なるはずであり、円

滑に流れているのかばらついているのかによっても影響されよう。 

また、人は実際上絶えず判断に修正を加えて行動しているはずであり、年齢・性差に

よっても一概にはいえないのではないか。 
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期  日 2008 年 2 月 28 日（木） 14：00～16：00  

スピーカ 永井幹事 （東京農工大） 第 18 回 

テーマ ドライブレコーダを活用した交差点黄信号によるジレンマの分析 (1) 

キーワード ドライブレコーダ、交差点事故、ジレンマゾーン 

 
 ・黄色信号時のドライバの危険領域と言われるジレンマゾーンについてドライブレコー

ダを用いて解析を行った。 黄信号が主要因である危険場面のデータの収集・解析に

より実交通での危険領域等の交通要因の解明を行うことを狙っている。 

話題提供 

または 

審議事項 

・ジレンマゾーンとは・・・黄色信号開始時に普通に停止不可能、又は普通に通過不可

能の距離・車速で走行している範囲を意味し、危険度が高い。 

①実験手法 

ドライブレコーダをタクシーに設置し、0.6G 以上のブレーキがかかったとき、前

方風景とドライバの画像情報、そのときの車両情報（減速度、車速）などを記録

した。 

・実験場所：北海道 札幌市 

・実験期間：2006 年 8 月 10 日～2007 年 8 月 25 日（1年間） 

②主要な結果 

・黄信号開始時に、信号までの到達時間が 3秒付近のときに急停止が発生しやす

い。 

・急停止件数(頻度)はドライバによって大きな個人差がある。 

・急停止の要因として、対向車などの周辺交通環境も大きく影響する。 

・先行車が、通過可能にも係わらず急停車したときに、追突を起こす可能性が

も高い。 

・冬季の凍結路では減速度が十分でないため、ジレンマゾーンが拡大することが

データでも確認された。 

 

 
・今回のデータは実際の走行での危険性を計測した貴重なデータである。  

討議・審議

内容 
今回は黄色信号のジレンマ行動ということで整理されているが、ドライビングレコー

ダを使うことによって、安全に関しての多くの貴重なデータを収集できた。 
・ドライバごとに運転行動の特徴が分かれている。 
・急ブレーキを踏む人に事故が多いのか？  
→ 他の地域の研究では相関があるというものもある。 

・ドライブレコーダの視野角の範囲を横方向まで広げ、副要因の幅を広げた研究も行っ

ている。 
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期  日 2008 年 2 月 28 日（木） 14：00～16：00  

スピーカ 鎌田幹事 （東大） 第 18 回 

テーマ 認知症高齢運転者に関する研究 (2) 

キーワード 高齢運転者、認知症、運転行動 

 
 ・加齢と運転行動の関係は少しずつ分かってきているが、認知症と事故の関係について

はほとんど分かっていない。 
話題提供 

または 
①現状の認識 審議事項 

・認知症の方は 160 万人位いると推定され、内 30～50 万人位が車を運転している。

・認知症では記憶力、判断力が阻害される。 

・認知症の判断基準は MMSE で行われ、この数値が極度に悪いと運転は困難である。

②主な研究結果 

問題が重要であることが分かっているが、いまだに認知症と運転行動との関係付け

はできていない。 

・医学的指標と運転行動の明確化が必要。 

・運転行動パターンと運動能力の把握が必要。 

高齢ドライバは能力の減少を補償しようとする行動を取る傾向が強く、相関関

係が見られない。 

・運転教習場での実験で、24 名の高齢ドライバの実験を行ったが、MMSE が悪い方

はいなかった。しかしステアリングの操作遅れ、右折を忘れるなどの例が見られ

た。 

 

 
 ・高齢者が増えていくと認知症の方も増えていくので、今後、更に問題となる可能性が

ある。 討議・審議

内容 
・認知症の判断基準が難しい。更に認知症と判断したとしても、その人に運転免許証を

付与するかどうかの問題がある。 
・運転免許を取り上げたら病院や買い物等の生活が出来なくなる人もいる。この人たち

をどう救うのかも、大きな課題である。 
・諸外国の例はどうなっているのだろうか？ 
・今後、研究の発展が期待される領域なので頑張っていただきたい。 
 

83 



 
期  日 2008 年 5 月 14 日（木） 14：00～16：10  

スピーカ 山崎委員（国土交通省） 第 19 回 

テーマ 自動車運送事業に係る交通事故要因分析の現状について (1) 

キーワード 運送事業者、交通事故要因、事故分析 

 
１）研究内容  

話題提供 
平成 11 年より活動開始し（H11 年 6 月運輸審議会答申）、現状に至っている。 

または 
①目的 審議事項 

・事故情報の収集分析、活用 
・運送事業者の安全対策の充実（運行管理者に対する講習資料の提供、他） 
・職員による事故事例の調査（ミクロ事例分析） 
②要因分析の検討方法 
・「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」（座長：堀野定雄 神奈川大学

准教授）に於いて交通事故の傾向分析および事故事例の詳細分析を行い、安全

対策の提言を纏める。（H18：バスの車内事故、H19：トラックの過労、H20：
タクシーと二輪車を対象） 

③検討成果 
・事故防止に資する「ヒヤリ・ハット活用マニュアル」を策定 
・バスの車内事故防止キャンペーン実施（バス協：H19.7/1～7/31） 
④H19 年度の調査・分析結果 
・事故総件数は 65,541 件（対前年度比で 4.2% 減少：対象車両は全事業用自動車）

・保有台数，走行距離当りの事故件数：バスは横這い、ハイヤ・タクシは H17 年

までの高止まりから減少に転じた 
・事故の傾向；バスおよびハイタクは高齢運転者、トラックは若年運転者の事故が

多い。 
バスは発進時の車内で床にぶつかる事故が多く、負傷者は高齢者が圧倒的。 
ハイタク事故は出会い頭の空車時が多く、軽傷が多い(95％）。 
トラック事故では追突が多い。 

 

 
 ・軽トラックは調査対象に入れていない理由は？ 
討議・審議

内容 
→ 運送事業用の全車両（青ナンバー）が対象であるが、軽トラックの青ナンバーは歴

史が浅く、現時点では分析結果が無い。  

・事故多発地点(例；東名)等の有効活用はされているか？ 

→ 資料の活用はまだうまく出来ていない、地方における活用を依頼中である。 

・危険な場所の洗い出し、あるいは走り易さの評価のような物が出来ると良いのっでは

無いか。（危険な道路構造、ここを通ると危ないといった注意喚起） 
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期  日 2008 年 5 月 14 日（木） 14：00～16：10  

スピーカ 大塚委員（車両電子情報有効活用研究会） 第 19 回 

テーマ 車両電子情報を巡る社会動向とビジネスモデルの可能性 (2) 

キーワード 電子情報、汎用診断機、整備履歴 

 
 研究内容 
話題提供 

①目的 
または 

・車の一生（ライフサイクル）を連続したデータとしていく統一した仕組みと施策

作り。 

審議事項 

（車ごとの重点整備履歴、中古車の品質、再利用部品の信頼性等の確保） 

・車検証データを始め、電子化されたデータを基に安全・安心な社会を築いていく。

  ②進め方 

    ・コンプライアンスを追求される大きな問題など、発生している課題を整理して 

能動的に対応していく。 

    ・汎用診断機の検討 → 携帯電話を利用した汎用診断機の開発(4/中にトライアル

終了) 

 ・２つのワーキング活動を展開し、推進中 

a) 研究ワーキング（生涯車歴ＷＧ、補修品質ＷＧ、車両電子化対応ＷＧ） 

 b) ビジネスワーキング（車検証情報取得･活用ＷＧ、修復歴車の高付加価値化

ＷＧ、車載･診断機ＷＧ、アルコール･インターロックＷＧ、ドライブレコー

ダＷＧ） 

 
 ・壮大な構想で、人間のカルテと履歴書を一緒にした物を作ろうとしているかのよう。
討議・審議

内容 
データベースを作ろうとしているのか？それを基に機器またはシステムを作ろうと

しているのか？ いずれにしてもメーカの協力が切り離せない。  

→ 両面で検討中、流通アフターマーケット関連企業との協力を検討中。 

   米国では整備以外の車両経歴情報がかなり出来ている。 

・機械的データだけでなく、属人情報(ドライバーデータ)も必要でないか？  

→ 必要であるが、個人情報の入手が難しい。時機を見て今後検討する。 

・会員に保険会社が入っているか？ 

→ 今年ぐらいから入れることを検討中。 

・車検証情報は個人情報が絡むが、どこまで開示可能か？ 

→ 住所氏名は非開示。 

・補修履歴をどこまで記載するのか、現状は基準が無いが？ 

→ これは壁になっている。 

・誰のメリットになるのか、コストアップをどうするのか？ 

→ 流通だけでなく安全面で有効、コストは中古車価格の整備が必要。 
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期  日 2008 年 7 月 15 日（火） 14：00～16：30  

スピーカ 河合委員（自研センター） 第 20 回 

テーマ 自研センターの取り組み～車両損傷事故の低減 (1) 

キーワード 自動車保険、事故分析、保険金額 

 
 ・自研センターは旧社名の自動車保険研修センターの略で、①指数(＝修理時間作成)、

②研修、③リペア開発、④リサーチの 4事業を営んでいる。 
話題提供 

または 
１）今回、04～5 年の保険支払い状況データを基に事故内容の分析を行った結果を報告。審議事項 

・自動車保険の概況を保険料、保険金の収支の推移から見ると 

“保険料（収入）は減少、支払い保険金（支出）は増加”。 

・支払い保険金の内訳は、人身傷害に関するものと物損に関するものが半分ずつ。 

（任意保険のみで比較すると、物損に関するものが 70％） 

・保険金支払いの件数金額とも、死亡と後遺障害は減少、傷害は横這い、物損は増加

・死亡事故の類型別では歩行者が も多く、2位は出合い頭衝突、3位が正面衝突。

・後遺障害の類型別割合も歩行者が多い。 

・出合い頭事故における受傷部位は頭部、頚部に次いで下肢、上肢が多い。 

・物損の全体件数は増加しており、類型別では構造物衝突、側突、追突が多い。 

また、自研センターでは車両の損傷性向上にも取り組み、アセスメントを始めては

いるが公表には至っていない。 

２）損保業界の国際動向（RCAR） 

・耐損傷性向上以外に、予防安全の共同研究に着手。 

・横滑り防止装置（ESC）の普及促進や、性能試験法の研究。 

３）今後への期待（下記 2項は損保業界だけでは難しく、本委員会での情報収集に期待）

 ・ドライブレコーダによる予防安全研究の成果活用。 

 ・交通流シミュレーションによる事故予測、予防安全研究。 

 

 
 ・保険料を予防安全装置により変えることは考えているか？ 
討議・審議

内容 
→ ABS、エアバッグ、横滑り防止装置等の５つの装置については既に実施済みだが、

他の予防安全装置については効果とのバランスを見ながら、検討する必要がある。 

・RCAR の日本以外の参加国は？ 

→ 米国、ドイツ、イギリス等、アジアからはマレーシア、韓国、オーストラリア。 

・衝突実験の自研センターと自動車事故対策機構アセスメントとの違いは？ 

→ 実験のスピードが自研センターの方が遅い条件で実施している。 

・損傷性向上についてはメーカにサジェッションしているのか？ 

→ 情報を提供している。 
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期  日 2008 年 7 月 15 日（火） 14：00～16：30  

スピーカ 小林委員（交文社） 第 20 回 

テーマ 自動車の整備・サービスにおける遠隔診断の紹介 (2) 

キーワード 遠隔診断、サービスネットワーク、診断装置 

 
 “プジョーが思いも寄らないような整備をやっている”との情報を得、プジョーに取材

を申し込み、調査（2006 年）。その取材結果を報告。 
話題提供 

または 
１）概要 審議事項 

・インターネットによる遠隔診断と整備（ネットワークは全世界に跨る）。 

・必要なサービス情報は本国（フランス）のサーバからダウンロード。 

・不具合情報は、世界中のプジョー車整備工場から本社サーバに収集。 

・診断装置（ノート型 PC に内蔵）を整備工場の車に接続すると、車とヘルプデスク 

（世界中で十数箇所、アジアではマレーシアのクアラルンプール）がインターネット

を介して双方向通信可能となる。（使用言語は 16～20 ケ国語以上、可） 

２）プジョー・シトロエン・グループ 

・1974 年プジョーがシトロエンの株式を取得、1976 年 PSA プジョー・シトロエン社設

立本社機能、購買、投資、研究は統合するもプジョーとシトロエンのブランドと販

売網はそのまま。 

・世界各国の販売網は別々の道を歩いて来ており、各国毎に整理をしているもよう。

日本では 2008 年 4 月、プジョー・ジャポンとシトロエン・ジャポンが統合、プジョ

ー・シトロエン・ジャポン株式会社となった。 

３）現状 

・プジョーの整備・サービスネットワークで開始されたヘルプデスク機能を、昨年か

ら今年にかけて、シトロエンのサービスネットワークにも対応させるため、現在、

世界各地でそれぞれ準備が進められている。日本でもシトロエンのサービス関係者

にプジョー方式の研修が行われている。 

 
 ・インターネットで送れない部品の供給体制はどうなっているか？ 
討議・審議

内容 
→ プジョー・シトロエンの別々のブランドを統合し対応している。中国では、売る人

以外に整備体制作りの人も来て総合的に見ている。 

・部品は 3日もあれば届くが、怖いのはアメリカの PL、リスクが大きい。 

・プジョー、シトロエンは規模的に小さいから、こういうシステムに頼らざるを得ない

ということもあるのではないか。 

・インターネット翻訳が可能とのことだが、電話連絡の場合はどうか？ 

→ 例えばアジアのサービスハブのクアラルンプールのヘルプデスクでは日本語、中国

語、韓国語等の出来る技術者を集めており,日本語での会話も可能。 

・診断装置の情報等は不正改造の点で注意を要するが？ 

→ 違法書き換え等の管理はしっかりとやっているので問題はないと聞いている。 

87 



 
期  日 2008 年 7 月 15 日（火） 14：00～16：30  

スピーカ 永井幹事（東京農工大学大学院） 第 20 回 

テーマ 交通事故ゼロの社会を目指して (3) 

キーワード 交通事故低減 

 
 日本学術会議の総合工学委員会と機械工学委員会合同 工学システムに関する安全・

安心・リスク検討分科会 事故死傷者ゼロを目指すための科学的アプローチ検討小委

員会での審議結果を分科会で取り纏め、本年 6月 26 日に公表した提言書の内容を紹

介。 

話題提供 

または 

審議事項 

・“自動車事故は多いので、学問として取上げられていない”、“事故は減らすのでなく、

無くさないとダメ”が検討の原点 

・交通事故死傷者の数は、「10 年で 1/10 を目指す」という厳しい目標を設定 

・提言の内容は、 

  ①ドライブレコーダの活用強化 

  ②ヒューマンファクタ基礎研究の推進 

③予防安全の研究開発と普及の促進 

④道路交通構成員全体の意識向上・教育の徹底化 

・来期も新たな切り口でバージョンアップを図って行きたい。 

 

 
 ・我々(本委員会)の意見や論議した項目も、このような提言に取り入れて貰いたい。 
討議・審議

内容 
さらには，このような活動と何らかの形での連携が必要ではないか？ 

・科学的アプローチの結果、この提言が出たのか？ 

→ 科学的アプローチとは定量的に扱える技術、ドラレコで可視化して分析できるよう

になった点も挙げられる。安全を学問でやろうとすると、工学以外の教育や社会環 

境等を広くカバーしていかないと出来ない。今後は文科省等とも重点的にやってい 

きたい。 

・やっと安全安心の他の分野と横並びに土俵に乗せたところ、10 月以降も新たな切口

で進めて行きたい。  

・自動車の安全は５省庁に渡る、これを国家目標としようと言った政策提言を与えられ

る様な方向に持って行きたい。 

・ドライブレコーダで“自転車の無謀ぶり”を捕らえた画像を次回委員会でお見せした

い。 
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期  日 2008 年 9 月 11 日（木） 10：00～12：10  

中洲 啓太氏 （国交省 国総研 道路研究部） スピーカ 第 21 回 

テーマ 国総研における交通事故対策への取組みについて (1) 

キーワード 道路行政、交通事故対策、危険箇所抽出 

 
 １）国総研の紹介 
話題提供 

・道路空間を色々な面から考え、技術的な基準作り、課題への研究を実施。 
または 

２）道路行政の流れ 審議事項 

・対象療法から経験や知見を共有したデータによる目標の数値化。 

３）交通事故対策における課題 

・幹線道路；マニュアルやデータベースの現場での判り易さ、使い易さに課題。 

・生活道路；経験に頼らざるを得ないのが現実。 

４）国総研における主な研究テーマ 

 ・交通事故対策マネジメントの高度化 

・マネジメント支援ツールの活用方策 

ＤＳ(ドライビングシミュレータ)、ＤＲ(ドライブレコーダ)の活用 

５）事故対策の優先度明示方法 

 ・横軸に“課題箇所”、縦軸に“課題の大きさ”で棒グラフ化し優先箇所を明示。 

６）事故危険箇所のＰＤＣＡサイクル  

  ・危険箇所の抽出 → 対策の立案 → 対策の実施 → 対策の評価 → 対策の実施 

 

７）対策事例集を用いた対策の検討 

・事故多発地点 557 個所における要因分析結果や対策事例をベースに、現地状況に

応じた効果的な事故対策を実施。 

８）事故対策データベースの利用 

・事故現場の道路環境、事故原因、対策内容、効果評価等をデータベース化し、事

例検索機能により共有活用を実施。         

９）ＤＳの認知/判断/操作の再現性確認実験 

・再現性を確認するための指標を設定し、実走とＤＳの相互比較を実施。 

10）ＤＲの活用       

・ヒヤリ・ハット事例から危険箇所の抽出～対策の実施/評価を目的に検討開始。 

・今後は自技会とも連携し、ヒヤリ・ハットデータベースの道路環境への有効活用

を図っていきたい。 

11）まとめ 

・道路行政マネジメントの一環として、科学的データのニーズが高い。 

 ・事故要因が複雑な箇所、生活道路において、特にデータが必要。 

・新技術活用は、ニーズを受けた活用像を考えることが大事。 

（Ｃ） （Ｐ） （Ｄ） （Ａ）  
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 ・配布資料(3)②“「交通安全」に関するケーススタディ”についてご意見が有れば、メ

ールにて道路空間高度化研究室までお願いしたい。 
討議・審議

内容 
・自技会との関連まで説明して頂き、有り難い。（委員長） 

・整備局の“道路の走りやすさマップ”は逆に見れば走り難さに関係する、研究に活か

せるのではないか？ 

→ 事故危険箇所の対策にハードの組み合わせだけでなく、他の道路に移ってもらう

等、ソフト面との組み合わせで対策することも大切であると思っている。 

・道路の情報収集で利用者の声を吸い上げる手法や処理体制は作られているか？  

→ 整備局等で色々実施している。特に広報誌作り等の広報活動に力を入れているが、

イベント的になりすぎている面もあり、より有効な体制作りをしていきたい。 

・国総研と地方行政および民間との関係は？ 

→ 国総研でマニュアルを作って民間に従ってもらうやり方から、 近は、現場や民間

の知見を重要視して取り込み、対応している。 

・道路環境とエラーとの関係、つまりドライバの背後要因(注意散漫等)をどう抽出しど

う対応するのかも重要。 

→ 細かいところは現場担当者の力量にかかっている。表面的な所は分かり易いが、背

後要因の分かる様な例があれば、例えばドライブレコーダなどで例を示せば、現場

の視野を広められ、意識改革につながると思う。         

・事故対策の優先度は？ 

→ やろうとしており指標が大切。機械的に抽出するのではなく、より幅を広げて考え

ていくような事をやっていきたい。 

・ＤＲの連携だけでなく、人間ミスに関しても自技会と連携できないか？ 

また、技術情報交換の場を設けると良いのではないか？  

→ 情報の発信にも努力していきたい。連携すべきところ、提案があれば考えたい。 
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期  日 2008 年 9 月 11 日（木） 10：00～12：10  

大慈彌 委員（日本交通事故鑑識研究所） スピーカ 第 21 回 

テーマ ドライブレコーダが見た自転車のマナー（無謀自転車危険地帯） 
(2) 

キーワード ドライブレコーダ、自転車事故 

 
 ・フジテレビと共同取材し、フジテレビで放映された内容をビデオで紹介。 
話題提供 

・現在ＤＲは全国に 30 万台普及、その内大阪タクシー協会で 7,000 台搭載している。
または 

・今回は大阪国際タクシーのＤＲ搭載車のデータをベースに取材。 審議事項 

・対自転車によるヒヤリ・ハットの映像データ例を多数紹介。 

（一時停止しない、横断歩道で走行、信号無視、右側(歩道)走行、等々） 

・自転車事故は、 近 10 年間で 13 万→18 万件と 1.3 倍に増加。 

・自転車側の過失が 7割と多い。 

・生活道路(慣れている道)、自転車走行者にとって家に近いという安心感が災いの元。

 

 
 ・今回のタクシー映像は大阪の事例であり、東京とは違うとこもある。 
討議・審議

内容 
・ＤＲにより事故原因が明確になったことから、大阪共済では経費が年間で 5億円くら

い助かり、事故処理も楽になったとの情報もある。今まではタクシーが悪者にされて

いたが、 近では過失割合は 7：3から 5：5になったと言われている。 

・生活道路と一般道路では、自動車の優先度が異なるのではないか？ 

→ タクシー運転手は理解しており、生活道路では注意深く運転していると思うが、 

住民の場として、より優先度合いを強制していかねばならない。 

・個人のＤＲ情報を有効活用できないか？ 

→ ＤＲを使っているのは、営業車が殆ど、個人でＤＲを使っているのは全国で 1万台

に満たない。又、現状では個人のデータ回収は不可能である。 

 個人使用車のデータ活用のためには、何らかの仕組みを考える必要がある。 

 → 保険が安くなるなどの手はないか？ 

・バス会社(関東バス)に取材したことがあるが、路線バスの運転手の話では“自転車が

怖い”と言っている。同じ場所を走っているので飛び出しの多い道は注意している。

 が、乗客の安全上から急停車が出来ず、本当に困っている。 
近はバスカメラを車外と車内に付け始めた。 
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期  日 2008 年 9 月 11 日（木） 10：00～12：10  

スピーカ 横野 委員（JAF 交通環境部）  第 21 回 

テーマ シートベルトを締めないで安全な席はない！ (3) 

キーワード 後席シートベルト、装着率 

 
 ・後席シートベルトの使用率は 13％、およびチャイルドシートの使用率は 50.6％と  
話題提供 

  はかばかしくない状態。一方、事故の際にはかなりの確率で子供が障害を負う状況。
または 

JAF 作成の DVD より、後席シートベルト啓発編（一般向け）および（企業向け）にて審議事項 

 シートベルト着用の重要性を紹介。 

・後席シートベルトをしないと死傷率は 9.4 倍高い 

 ・後席者がシートベルトをしないと前席の乗員にも被害を与える 

 ・40 km/h での衝突は、 6 m の落下に相当  

 ・60 km/h での衝突は、14 m の落下に相当 

 

 
 

討議・審議

内容 

・アセスメントで後席の実験を始めようとしている（委員長） 

・DVD をテレビで流すと効果が大きいと思うが？ 

→ テレビ放映料は高いので、今はイベントでビデオを見せる活動が主体。 

・１つ前の話題提供にある大阪タクシーの場合、撮影は無料か？ 

 → Yes 

・エアバッグ展開時にシートベルトをしていないと頚椎骨折等で被害が大きくなる場合

もある。チャイルドシートの装着ミスも結構多い。 

・アセスメントでチャイルドシートベルトの使用性の評価をやっているが、この評価と

市場でのミスユースとの相関が分かれば，アセスメントによりミスユース評価が出来

るので，ミスユースの多い商品が減ることが期待できる。 

・国総研にアセスメントの委員になって頂けないか検討したい（委員長） 

 

啓 発

講 習
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期  日 2008 年 11 月 10 日（木） 13：00～15：00  

スピーカ 石川委員（科学警察研究所） 第 22 回 

テーマ 科警研のイベントデータレコーダ研究 (1) 

キーワード EDR,標準化、法規化、交通事故分析 

 
１）EDR とは  

話題提供 
・EDR はエアバッグ ECU の中に搭載 

または 
・衝突直前速度、衝突時のΔV など、事故再現に必要なデータを記録 審議事項 

・映像情報はなし 
２）EDR の標準化と法規化 
・米国では 2006 年 8 月に NHTSA が EDR の 終法規公示、08 年 1 月改訂版公示、

08 年 3 月改訂版発効、2012/9/1 生産モデルより適用 
・日本では 2006 年に国土交通省が検討開始、2007 年に EDR の標準化および活用構

想を纏め、2008 年 J-EDR 技術要件を策定 
３）EDR の記録項目 
・車両速度、エンジン回転、スロットル開度、ブレーキ有無、シートベルト有無、 
速度変化、その他 

・EDR データの読み取りは、① OBDⅡコネクタ接続、② EDR への直接接続の 
  2 通り。 

 
４）J-NCAP 試験からみた EDR の精度、信頼性 
  ・プリクラッシュ速度の精度、信頼性は高い 
  ・EDR は、 大デルタ V を低めに記録 
５）EDR の交通事故分析への活用 

①事故分析、事故捜査、②安全研究、③事故データベースへの活用が可能 
６）EDR データを基に、事故自動通報、傷害予測による救急医療ネットワークを期待
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７）EDR の課題 
  ①記録項目の標準化、法規化、データ読み取り装置の統一化、プライバシー 
  ②救急医療への活用 

 

 
 ・非常に興味深い中身であった。 
討議・審議

内容 
・ドライブレコーダとの関係は？ 

→ EDR は画像が無い、ドライブレコーダも積んで試験をしている。 

・救急医療への活用として、他の同じようなシステムは？ 

→ 米国の“ONSTAR”、日本の“HELPNET”、欧州の“E-call”等がある。 

・ 大ΔVの誤差が 10％程度とは、ある意味画期的なことである。 

・傷害予測に EDR データが使える。 ΔVだけでも、かなり役立つ。 

・EDR データを自動で医療機関に送信できれば救急医療に非常に役に立つ。 

・EDR データの所有権は誰のものか？ 

→ アメリカでは車の使用者。日本では車の所有者か、現状は事故時等に警察に任意で

提出してもらう場合が多い。 

・エアバッグが開かないレベルの事故データは記録されないのか？ 

→ エアバッグが開かなくても、既定のトリガーを超えたデータは記録される。 

・データの読取装置が普及しない理由は？ 

→ 通信データがメーカ統一されていない、また不特定多数の人が使うとなるとメーカ

側も慎重に対応せざるを得ない。 

→ 現状ではデータ読み取りはメーカに依頼するしかない。 
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期  日 2008 年 11 月 10 日（木） 13：00～15：00  

スピーカ 清水委員、西尾氏（自動車事故対策機構） 第 22 回 

テーマ インターネット適性診断システム (2) 

キーワード 運転適正診断、インターネット、ドライバ教育 

 
 ＜ナスバネットと CG シミュレーションを用いた模擬運転診断の紹介＞ 
話題提供 

・自動車事故対策機構（略称：ナスバ）が運送事業者に対する事故防止サービスとして
または 

提供する、新たな運転適性診断サービス“ナスバネット”を開発 審議事項 

・事業者の事業所に設置されたパソコンからインターネットを介して受診 

・現場管理者の指導、ドライバの教育に使える 

・24 時間 365 日、利用が可能 

・全国で 200 社が導入済み。（日通、佐川急便等） 

・CG シミュレーションによる模擬走行（実写画面を動かして臨場感を出した）で、 

適性を診断 

・診断項目は ①安全エコ運転度診断、②先急ぎ運転度診断、③予防安全運転度診断、

④思いやり運転度診断、の４つ 

・パソコンその他、事業所で必要な機器類は 20 万円くらいで揃えられる 

・PC による視覚機能測定の追加、スポーツ用をドライバ用にアレンジ 

①横方向動体視力（遠近方向より、横方向が重要）、②眼球運動、③周辺視野 

・その他測定の追加、 

①疲労蓄積度測定、②SAS(睡眠時無呼吸症候群)測定、③企業安全風土に関する測定

 
 ・適性診断票にはどんなコメントが出るのか？ 
討議・審議

内容 
→ 心理適性診断結果から優れた点や注意したい点をコンピュータが選んで表示。 

・診断結果の点数から、どういう事故を起し易いか分かるか？ 

→ 今後集まったデータを無事故・無違反のグループと事故者グループとに分け、比

較・分析をすることによって傾向は判ると思う。尚、個人個人のデータは個人情報

の観点から表面に出さない。 

・診断シナリオが固定だと、2度目にやる時は前の診断を意識して操作が出来てしまう

のではないか？ 

→ 診断効果の履歴を見るには固定が良いが、色々な場面の用意も検討したい。 

・評価を定量化するための規範的運転が在って、それをベースに点数付けするのか？ 

→ Yes. 

・危険感受性診断は業態別や実画像化し実態に即したものに改良した。 

・プロドライバー以外の教育に使われる例もあるのか？ 

→ このシステムにより、企業内で業務上運転許可証を出しているところもある。 

また、色々な場所、場面でのイベントでも診断を実施している。 

・診断コストは？ → 一般診断（受診者負担は 2,200 円）。 
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期  日 2009 年 1 月 19 日（木）13：30～15：30  

手操委員（デンソー） スピーカ 第 23 回 

テーマ 自動車の安全とエレクトロニクス技術 
(1) 

キーワード 予防安全、エレクトロニクス、運転支援、先進安全システム 

 
 1）自動車の安全とは 
話題提供 

・自律システムによる予防安全や衝突安全等、車で出来る事は大体補完できている。 
または 

近では情報・通信技術の融合によるインフラ協調システム等の研究が盛んである。審議事項 

2）自動車の安全分野と製品群  

・運転シナリオ毎に安全対策、システムが検討され、それを構成する多くの製品群が

開発されてきている。 

3）人間-自動車-運転システムの関係 

・ドライバの認知，判断，操作による自動車への直接入力と、運転支援システムの 

認知，判断，操作によるドライバ支援、およびコントローラ経由での自動車への 

入力を併用、将来的には自動運転につながっていく。 

4）自動車部品技術の特徴 

・高い信頼性（広い温度/電圧範囲、高い耐久性）、高い性能、低価格/軽量化。 

5）衝突安全（エアバッグの例） 

 ＊エアバッグの効果と副作用 

・米国の 2001/01 現在の累計データでは、エアバッグにより助かった人＝6,377 人 

エアバッグの副作用で死亡した人＝170 人(大人 63,幼児 18,助手席男 82,女性 7) 

但し、現在では日，米，欧とも、副作用での死亡は殆ど無し。 

 ＊レーティング圧力（EuroNCAP）により新しいモデルほど、優秀な成績。 

 ＊より厳しい評価試験の導入 

・従来評価 JNCAP → 03 年～SUV 側突試験導入 → 斜めポール衝突試験導入検討中。

・各部品、製造方法の信頼度向上・冗長設計・自己診断機能・FMEA、FTA による検証。

6）予防安全（Active Safety） 

・タイヤと路面の摩擦 → 車として(走る、曲がる、止まる)の限界を超えない制御。

＊予防安全装置の進化（シャシー制御） 

・ABS→TRC（エンジンも制御）→VSC（Vehicle Stability Control） 

＊車両制御とネットワークの進化、今後は、社会との強調制御。 

7）運転支援 

＊運転支援とヒューマンモデル：ラスムッセンの SRK モデル（Skill，Rule，Knowledge）

＊視覚支援システムの例：AFS，Night View（近赤外線使用） 

8）運転支援･先進安全システム 

＊ACC（車間制御），LKAS（車線維持）の作動イメージ。 

＊レーダー（ミリ波レーダー）、Vision Sensor 技術。 

9）将来の安全： 
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＊人(HMI)、車(ASAV,ACC・・)、道路(AHS,ETC,VICS)のインタラクション協調。 

＊システムアーキテクチェアの例 

・沢山のセンサやアプリケーションにより ECU の数は 60～70 個もあり、間もなく 100

個に達すると予想される。 

＊AUTOSAR の紹介 

・コアパートナーやプレミアムメンバー共同でパソコンの世界をモデルに ECU ソフト

をアプリケーションソフトとプラットフォームソフトに区分し各ソフトや開発ツー

ルを開発/共有するワーキング。 

＊ナビ協調システム 

・ナビの誤差やナビでは見えないものをレーダーやカメラで支援。 

＊路車間、車々間通信システム  

・日米で路車間/車々間通信の本格的実用化に向けた動きが加速、2010 年以降に本格

展開の方針。 

＊インテリジェントウォーニングシステム 

 
 ・将来色々なセンサ、アクチュエータを付けて更に安全な車になっていくと思うが、エ

ネルギーのマネジメントは、どう関わっているか？ 
討議・審議

内容 
→ 車両制御の電動化が進んでいる中で、緊急時にあらかじめセンサが危ないと判断し

た時に、例えばエアコンの電源を OFF にするようなマネジメント構想がある。 

・エレクトロニクスの全体的コストは車全体の何パーセントくらいか？ 

→ 価格はカーメーカの範疇なので判らないが、新たなシステムは安くならないと普及

しない。例えばエアバッグシステムで 3万円位になってから普及した。 

・視覚支援はわずらわしい面もあり、必要でない時は無い方が良いのでは、人間との調

和が必要と思われる。 

→ 例えば、ドライバモニタで監視しドライバが余所見をしている場合のみ支援するな

ど、また、ドライバの癖や道路状況等を総合して判断する等がある、将来課題。 

・信頼度設計で、“安全な状態に維持”の“安全な状態”とは？ 

→ セーフィングセンサにより、故障状態を見て、 適な処置をする。 

・信頼度の目標値は？ → シャシーメーカより提示される。 

・故障診断の警報はドライバにはストレスを与えるのでは、また、故障時に整備工場に

持って行っても解析力が無く、警告灯さえ消せない場合もある。将来的にどう考えて

いるのか？ 

→ 確かにそのような問題が多発している。サービスツールの普及や、将来的にはセン

ターから故障箇所/修理指示が可能なシステムを検討している。 

→ 同問題は国交省の安全 OBD 検討会で検討を開始している。 

・故障した場合、ソフトウエアをオンラインで変えるようなことは考えているか？ 

→ 欧米では既にやっており、日本では将来リモートプローブなどを考えている。 

→ リコール処置等も含め、制度としてそのような方式も考えられるのではないか。 
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期  日 2009 年 1 月 19 日（木）13：30～15：30  

スピーカ 春日委員（芝浦工大） 第 23 回 

テーマ 交通安全に関わる運転心理検討委員会のプロジェクト計画に関する

報告 

(2) 

キーワード 運転心理、不安全行動、ドライブレコーダ、ヒヤリ・ハット 

 
 

話題提供 

または 

審議事項 

背 1）背景：自動車事故のほとんどはドライバのミス、その背景にある人間要因の中で心

理的要因によるものも多い。この辺がまだ十分に探求されてないため当委員会で取

り上げた。 

2）研究目的：ドライバの心理的要因と不安全行動との関係を解明し、その結果を余り

教育がされていない一般ドライバを対象とした教育システムを作り上げる。 

3）研究概要：主要ツールはドライブレコーダ。取得データはヒヤリ・ハット時の表情

や音声、運転行動等と日常のストレスとの関係。 

4）研究組織：カーメーカ、交通研、東京都トラ協、クラリオン(ドライブレコーダ）。

5）研究の流れ： 

  ＊測定項目の作成 

   ・測定項目はドライバの心理状態/不安全な運転操作/ストレス状態の３点。  

  ・データ分類は DR で把握可能/DR と聞き取り調査/聞き取り調査とし、各データに

カテゴリー変数を与え、評価指標とする。 

  ・ストレス状態は慢性と急性ストレスの両方を調べる。 

  ・測定項目は心理状態や行動がドライバの顔画像で或る程度分かるもの、画像だけ

では困難なものに分け、分からないものはアンケートや聞き取り調査を行う。  

＊測定項目の指標化 

   ・漫然状態/低覚醒/苛立ち/焦り/心配事/他のことに気をとられた等について DR で

読み取り、合わせて聞き取り調査も実施。 

＊予備実験 

・被験者(約 20 名)の車に高性能 DR(常時記録型)を装着し一定期間データを取得。 

また、ヒヤリ・ハット時の心理状態の聞き取り調査を実施。 

・必要なドライブレコーダは、鮮明な顔画像(夜間鮮明)、音声付、常時記録とトリ

ガー前 15 分記録併用型、前方画像(広角 180 度)     

  ＊画像データの分析 

  ・ヒヤリ・ハット画像を見てドライバの表情や動作から心理状態を得点化し、ヒヤ

リ・ハット前の不安全行動と心理状態との関係を類型化する。 

   ・分析マンパワーをどう確保するのか、ここが当プロジェクトで も難題。 

＊心理的要因の分析 

   ・日常ストレスのデータと運転中の心理状態、不安全行動との関係を分析し、それ

らの関係を類型化する。  

  ・上記結果に対し相関係数等を使用して重み付けを行い、データベース化する。 
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＊Web システムの構築 

   ・ヒヤリ・ハットの分析項目に添った質問から不安全行動の得点化や心理状態やス

トレスの解説、ストレス管理のカウンセリングを行う。    

＊実用化と評価 

   ・自技会 HP 上で一般公開。 

・個人が気楽にアクセスし安全運転カウンセリングを受けられる事が 大の特徴。

・東京都トラック協会の組織的結果との相互比較を行いながら評価を実施。 

 ＊研究計画 

  ・4 ヵ年計画とし今期は計画段階、来期が予備実験、３期目が本実験と解析、 終

年から実際の運用を予定している。 

 6）Web システムのデザイン 

  ・画像データ分析からヒヤリ・ハット時の不安全行動と心理状態との関係を類型化

し、それにタイプ名を付ける。 

  ・不安全性の点数付けや、特徴、順位付け、点数の変遷等、アクセス者へのアウト

プットとして色々案があり、更に今後詰めていく。 

  ・質問内容は選択式とし、データは定期的に分析しアフター教育等に役立てる。 

 
 ・自車のＤＲ取り付け結果では、例えば前日のストレスがどうだったかよりも、その時

の周りの状況の方が大きく影響する気がするが・・・。 
討議・審議

内容 
 → 統計的データから、前の日や当日朝の心理的ストレスも非常に大きく影響する。 

ただし、本研究はストレスだけに焦点を当てている訳でない。その時の周りの環境

等による心理状況(イライラ等)や不安全運転操作も見ていく。 

・不安全行動を定量化することは非常に意義が大きい、将来的には車の中で教育するの

が一番と思われる。デンソー等と一緒になって、システムを作ってはどうか？ 

→ ドライブレコーダが普及し、顔画像の解析精度が良くなれば可能性が出てくる。 

・自分が意識せずに周りの人の運転に悪影響を与えている様な人に対し、危険であると

気付かせる旨い方法が無いか？  

→どうしてその様な運転をするのか、意図的な場合や無意識の場合もあり、そのつも

りの研究をしないと難しい。  

・車は運転者の心理状態を増幅するアンプのようなもの。小さなストレスが事故につな

がる場合もあり、この様な教育へのアクセス者を増やし、更に研究を深めて欲しい。

・現場を持っている企業は、定期的に安全教育をしている、そんな企業に沢山アクセス

してもらいデータを有効活用すれば、企業の管理者も沢山利用するのではないか。 

→ 分析マンパワーが 大の問題。その他に色々な使い方が考えられる。 

・JR の脱線事故も、日勤表のストレスが事故につながった。 

・来期以降の研究費用の件は、この委員会でははっきりした事はいえないが、何らかの

形で手が差し伸べる所があれば協力していきたい。 
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期  日 2009 年 3 月 9日（月） 13：30～15：30  

スピーカ 高橋委員 （自工会 安全部会） 第 24 回 

テーマ 高齢者の安全への取り組み (1) 

キーワード 高齢者、事故分析、視認性調査、事故対策 

 
 ・自工会における、安全への取り組みの中から高齢者対応について紹介。 
話題提供 

・内容としては多岐にわたる高齢者の問題について、整理の方法論についてまとめた。
または 

1）自工会の取り組み領域 審議事項 

・事故調査分析を含む安全基盤技術開発については、自工会として取り組み。 

個別安全技術開発の競争領域については、各社ベースで取り組み。     

・2004 年に今後 10 年間の交通安全重点課題として 8つの積極的展開項目を公表。 

  その中の 1つに高齢者対策を取り上げている。 

・高齢者対応としては、人体 FEM モデル開発、高齢者乗員への予防安全技術の有効性、

高齢者乗員傷害の評価手法確立等について、担当分科会にて組み中。 

2）事故統計から 

・死亡・重傷事故における高齢者層の占める割合は大きく、近年は他の層は年々減少 

傾向にあるが、高齢者層(65 歳以上)は減少幅が非常に小さい。 

・高齢者を前期・後期高齢者に分けた場合、後期高齢者は歩行中の比率が高く、また 

近年、乗車中の事故が増加している。（高齢運転免許保有者の増加によると推定。） 

3）高齢者事故の分析と課題 

・高齢ドライバの事故形態は、出合い頭事故の構成率が高い。 

・他車両などは居るはずがないと思い込みあえて見ようとしないことが多い。 

また、信号無視や指定場所一時不停止などの法令違反に至ることが多い。 

・回避行動が遅れる及び回避行動がとれないことが多く、特にハンドル回避が少ない。

・緊急時に充分にブレーキを踏めない高齢者が多い（ブレーキ踏力が小さい）。 

4）高齢者の視認性調査と課題 

・夜間運転時、“対向車が眩しい”、“近くが眩しく遠くが見えない”といった不満あり。

・高齢者は視線方向変化数が少ない。但し、これが安全へ及ぼす影響については不明。

5）高齢者の衝突時保護 

・死亡・重傷者とも高齢者は胸部の受傷が増える。 

・高齢になると骨密度が低下、特に女性に顕著。 

6）人体 FEM 

・評価手法の更なる進化と精度向上、次ステップの安全対策研究活用を目指し取組中。

・体格や年齢のスケーリング（年齢による骨密度低下や、骨格形状変化）の検討。 

7）交通安全トレーニング～いきいき運転講座 

・高齢者同士の話し合いや脳トレにより、交通安全力を高める（2004 年～）。 
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 ・高齢者は自分の能力が衰えているのはよく判っているはず、それでも事故が増加して

いる原因として免許証保有率の増加があるのではないか？  
討議・審議

内容 
→ Ｙes，モータリゼーションで増加した免許保有者が高齢化したことによる。 

・しかしながら高齢になっても車に乗らなければいけない環境状況もあり、自工会とし

てその辺も含め対応を考えて貰えると有り難い。 

→ その辺について自工会としてまだ十分な議論が出来ていないが、他に交通手段のな

い田舎では生活する上で車を使わざるを得ず、その辺の対応が必要と考えている。 

・都会においても公共交通に期待するのはマチガイ。高齢者が車を使わないとならない

場合も多い。 

・年寄りが車を使う理由は通院が多いが、東京都でもそれ等に対応する NPO が出来たと

聞いている。都会も田舎も共通の問題として捉えたほうが良い。 

・女性の高齢運転者はまだ少ないが、今後は増えていくと推定され、その対応も必要で

はないか？ 

→ 確かに女性高齢運転者の増加についても今後は対応策を考えて行く必要がある。 

・高齢者用の車を作っても、それが必要な高齢者には中々乗ってもらえない。運転に対

し自信過剰な高齢者が多いと感じる。 

・自工会の試験で、高齢者の被験者 40 名はどうやって集めたのか？ 

→ JARI に依頼し探してもらった。 

→ 一般の人を被験者として集めるのは大変。人材派遣会社やメーカ OB に依頼すると

優秀な人が集ってしまい、データが偏ってしまう。中々実態に即した研究がやり難い。

・スライド図中の、“乗用”と“乗車”の区別は？ 

→“乗用”は自転車乗車、“乗車”は自動車乗車。 

・後期高齢者の歩行中死者が他の３倍くらいあるが、自工会として対応を考えている

か？ 

→ 歩行者対策は重点アイテムであるが、高齢、非高齢を分けての技術的対応は未対応。

→ 生活道路と主要道路では対応が異なると思われ、その辺の層別も必要と考える。 

・2008 年度死者数は 5,200 名弱まで減少した。これは過去のポテンシャルレベルから

各種対策によりここに至ったが、これからは今のポテンシャルレベルを基に、新しい

時代に合った対応を皆でしていくことが必要である。（委員長）。 
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期  日 2009 年 3 月 9日（月） 13：30～15：30  

スピーカ 永井幹事（東京農工大学大学院） 第 24 回 

テーマ ヒヤリ・ハットＤＢ活用の現状報告 (2) 

キーワード ヒヤリ・ハット、データベース、事故分析、交通安全対策 

 
 ・将来の交通・安全委員会の子委員会である「ヒヤリ・ハットＤＢ活用委員会」が 3年

間の活動を終え、3月にて終了する。今回はその活動結果を中心にまとめた結果と今

後の方針について報告する。 

話題提供 

または 

審議事項 

1）ヒヤリ・ハットデータベース(ＤＢ)の登録状況 

・ドライブレコーダを東京・静岡のタクシー125 台に装着し、ヒヤリ・ハットデータを

収集。 

・収集データは、自技会のヒヤリ・ハットＤＢに登録。（2006 年以降、約 3万件登録済

み。） 

・画像から状況を分類・入力し、要因分析等が出来るようにしている。 

 

2）マクロ分析の事例 

・ヒヤリ・ハットＤＢの事故類型別件数比率を警察庁のものと比較したが、ほぼ似たよ

うな傾向になることを確認。 

・参考として対象(人,自転車,車,他)ごとにヒヤリ・ハット類型の発生割合の分析事例

を示す。 

・ＤＢ化してあるので各種統計、分析処理が簡単に可能。 

・動画の紹介（ヒヤリ・ハット事例、事故事例を各 3件紹介） 

　　ヒヤリハット事例入力件数 実績と今後の計画 　 社）自動車技術会 2008/12/7

　         2006年 　          2007年 　          2008年 　　　　　　2009年

　 　旧型DR（35台）　　　

   山三交通 　旧型DRをどら猫に交換（55台）
1 　（都内）
カ 　どら猫新規取り付け（50台）　　
メ
ラ

　
  千代田タクシー 　どら猫新規取り付け（20台）　　
　（静岡市内）

　　　30,000件 　　35,000件

　　ヒヤリハット事例 　　　　　7,800件 　　　18,600件 2,800 5,000

　　　入力件数（累計） 　　　　　　　　　　3,700件

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

27,200 30,000

　 　旧型２カメラ 山三交通（８台）
　　　　

参    山三交通（都内） 　旧型２カメラ 葵交通(５台）
考       及び葵交通（札幌市）

2 　
カ 　　　　　　　　　
メ 　　ヒヤリハット事例 120件(どら猫のみ） 　　　　　　820件 　　　1,520件

ラ 　　　収集件数（累計）

  　　　　

２カメラどら猫 山三交通取り付け(10台）

(計算前提条件 ;　ヒヤリハット事例入力件数 ；1,000件/月・2人）
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3）ヒヤリ・ハットＤＢを活用した事例研究の紹介 

・ヒヤリ・ハットＤＢ活動員ＷＧの事例、メーカ研究の事例、大学研究の事例等を紹介。

・省エネルギーセンター、国交省、警察庁等の外部との連携の研究も始まっている。 

4）今後の展開 

・交通安全対策への科学的アプローチ、ひと・くるま・みちの 3要素全体での検討、行

政と連携した取り組みでやっていきたい。 

 

 
 ・データの取りっ放しが多い中で、ＤＢ化して有効活用出来ていることは素晴らしい。
討議・審議

内容 
・個々の件についてどのくらい、時間をかけて整理しているか？ 

 → 1 事例につき 10 分、約 100 項目のデータを入力。膨大な入力時間を費やしている。

・データ収集はどのようにやっているのか？ 

 → タクシー会社と契約して、定期的にデータを回収。学術的な事に利用するというこ

とで了解してもらっている。従ってデータの扱いには注意を払っている。 

・将来、どういうふうに管理していく？ 

 → 今までは、ＤＢは自技会で管理。但し活動委員のみハードディスクを貸与し、使用

条件付きで可としている。（外には出さない、学会等への発表は委員会の了解必要、

等）。また、画像の個人を特定出来るものにはボカシを入れ、個人情報に配慮してい

る。 将来については、今後の動きの中で検討していく。 

・研究事例でノーズビュー効果の有効性が記されているがそのような事例は多いのか。

→ スピードの低い、出会い頭のヒヤリ・ハットが結構多く、有効性が期待される。 

・ドライブレコーダのデータの活用方法が見えるようになった。外部への公開は？ 

・注目されるＤＢであり、フォーラムについては学会だけでなく、“こういう発表をや

りますよ”というアナウンスを広範囲に出した方が良いのでは？ 

→ 他には無いデータベースであり大会前にプレス発表をしてはどうか？  

→ 検討する。（＊2009/3/31 にプレス発表実施） 

・有効活用としてデータを売ることも考えたらどうか？ 

→ 個人情報をしっかりクリアしないといけない。その為に更に手を入れる必要あり。

 → ＤＢの使用権、肖像権などの問題もきちんとしておく必要あり。 

 → ビジネスとしてオープンにした時には、変な使われ方をされないよう対応が必要。
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５．今後の課題 
交通事故死傷者ゼロを目指す Foresight Zero Programme として委員会活動を行っ

てきた。ゼロ化という目標は、遠い目標であるが、それに向けてのアクションは積

極的に行っていくべきであり、今後取り組むべきいくつかの課題を以下に記す。 
 

○総合的な取組みの継続 
事故防止は、単に自動車技術からのアプローチだけでは達成できるものでなく、

人や道といった側面からの取組みとの連携をさらに強化していく必要がある。 
これまでも、委員会での話題提供、ドライブレコーダによるヒヤリ・ハットデー

タの提供、救急救命などで、国交省道路局、警察庁、医学界等との関係ができつつ

あるが、それをさらに強化していく必要がある。 
○施策につながる議論 
交通安全基本計画の次期のものが２０１１年に予定されており、そこへ盛り込む

べき内容を、本委員会等での議論の成果を踏まえて提案していくことを考えたい。 
永井幹事・鎌田幹事らが中心となって、日本学術会議でも「事故死傷者ゼロに向

けた科学的アプローチ検討小委員会」が開催されており、２０期の成果は提言にま

とめられ、２１期には行政担当者も交えて次期の基本計画に向けての議論を行って

いる。このようなところとの連携をはかり、提案を具体化していく必要がある。 
○新たな課題 

HV 車の普及により、エンジン音がしないため接近に気づかなくて危険であると

いった新たな話題が出てきている。事故統計に顕著に現れているわけではないが、

安心安全という面からは何らかの対応が必要で、国交省の委員会で検討が始まって

いる。 
また、政権が変り、高速道路無料化の施策が実行されると、これまで高速道路を

利用しない層が走行することにより、新たなトラブルが発生することも予想される。 
このような、新しい課題についても、議論をしていく必要がある。 

○今後の社会構造、新しいモビリティ 
高齢化率が現在 21％であるが、2030 年には 3 割を超えるとの予測である。高齢

者が増えてくると、彼らのモビリティをどう確保するかが重要な課題である。 
高齢ドライバの事故の増加が予測される一方、運転断念は自立生活の放棄にもつ

ながるので、公共交通の整備等とあわせて、安全と利便性の面から検討していく必

要がある。また、パーソナルモビリティといった新たな移動具の提案も色々ある。

安全に配慮しつつ、そのようなものをどのように社会へ受け入れていくかといった

議論も必要であろう。 
○ヒューマンファクタ研究 
交通事故のかなりの部分がヒューマンエラーによるとされている。人間の特性は、

その属性や生活履歴等によって様々であり、十分理解されているとは言えない。 
またこれまでの取組みでは、テストコースやドライビングシミュレータ等による
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検討が多く、リアルワールドにおける特性はドライブレコーダなどの活用により、

ようやく議論がはじまったばかりである。運転支援といった技術も、強制介入でな

い限り、ドライバがリアルワールドにおいてちゃんと対応してくれなければ意味が

無いばかりか、支援情報により混乱を招いてしまうという恐れもあるので、ヒュー

マンファクタの研究をさらに推進していく必要がある。 
○オールジャパンでの取り組みに向けて 
ドライブレコーダのデータを全国的に集める体制を作るとか、リアルワールドに

おける人間特性の研究などは、各組織でバラバラに行うのではなく、オールジャパ

ンでの体制を構築して、精力的に取り組むべきである。 
それに向けても、自動車技術会の本委員会および関連委員会での活動実績はその

核となるべきものであろう。他分野との連携をさらに強化して、そのような体制の

早期実現を目指したい。 
 
6．あとがき 
本報告書では、自動車技術会の将来の交通・安全委員会の第 2 次の活動内容につ

いて、示してきた。 
本委員会の掲げる事故死傷者ゼロという目標は、極めて高い目標であり、当初は

できるはずがない、半減くらいにすべきである、といった指摘を多く受けてきたが、

衝突安全技術の浸透などにより交通事故死者数が減少傾向にある中、政府の目標で

も半減という言葉が語られ、また死者数だけでなく負傷者数の削減目標が出される

ようになってきた。 
交通事故による経済損失は膨大なものであるので、事故を無くすことに向けての

努力を継続的にすべきである。欧州のビジョン・ゼロの話がでてから、日本のカー

メーカでもゼロ化に向けた検討が積極的になされるようになってきている。事故に

遭遇すると運が悪かったと考えるのではなく、2 度と起こさないようにするにはど

うするかといった防止の観点からの考えが少しずつ浸透している感がある。 
本委員会での総合的な取組み、関連委員会での、ヒヤリ・ハットのデータベース

構築と活用、心理面からの検討、人体傷害の面の検討、予防安全シミュレーション

の検討などは、事故防止に向けた先駆的な取組みとして、諸外国からも注目されて

いる。 
このような活動がきっかけとなり、様々なところで事故ゼロに向けた動きが活性

化されれば、関係しているメンバー一同のこの上ない喜びである。本委員会はリニ

ューアルをはかって、第 3 次の活動を今後開始していく。様々な立場からの積極的

な参画を期待し、 終目標である事故死傷者ゼロに向けての動きを加速化していき

たい。 
末筆ながら、委員会活動に協力してくださった話題提供の方々、委員の方々に深

甚なる謝意を表し、今後の継続的なご協力をお願い申し上げる。 
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7．参考資料 
７.１ 交通事故死傷者ゼロを目指した調査研究課題  
本委員会の主旨は 1.まえがきに記されているように「将来の交通安全を技術に偏

することなく幅広く論議し、交通事故死傷者の低減を早期に実現するために実行さ

れるべき諸施策を総合的に体系化し、広く外部に提案する」ことにある。 
その実現のために本委員会で実施すべき課題ととして２００５年３月に包括的な

交通事故死傷者ゼロを目指した調査研究課題をまとめ、その課題に沿った話題提供

と討議を行ってきた。 
以下に調査研究課題の骨子について参考資料として付記した。  
 
＜交通事故死傷者ゼロを目指した調査研究課題＞      

1 交通事故の調査・分析 
 1.1  交通事故記録の調査・分析 
    (1)  事故統計データの定量的解析 
    ① 類型別事故調査（人 vs 車、車両相互、単独等） 
    ② 状態別事故調査（車運転中、自転車乗車中、歩行中等） 
    ③ 第一当事車別事故調査（自家用乗用車、営業用貨物車等） 
    ④ 第一当事者特性別事故調査（性別、年齢、運転暦等） 
    ⑤ 道路環境別事故調査（国道、農道、道路線形別、幅員別、交差点等） 
    ⑥ 発生環境別事故調査（月・曜日・時間、天候別等） 
    ⑦ 安全装置別事故調査（シートベルト、チャイルドシート、エアバック等） 

(2) データ間の関連性解析 
（特に軽量車 vs 重量車、車 vs 自転車/歩行者等コンパティビリティ関連調査） 

1.2 交通事故原因の調査・分析 
(1) 重大事故（死亡・重傷）に関する深層原因調査・分析 
(2) 事故多発地点での個別調査（交通パラメータと事故との関連性） 
(3) 交通インシデント・データの収集・解析 

① ドライブレコーダ等のインシデント記録装置に関する現状と技術可能性調査 
② ドライブレコーダ等のインシデント記録装置の受容可能性に関する調査、及

びドライブレコーダの標準化 
③ インシデント記録と事故との関連性に関する調査・分析 

(4) 事故再現技法の調査・研究 
① 衝突時の力学的解析法、人間工学的分析法の調査･研究 
② 衝突実験用ダミーの調査（特に老人/幼児ダミーおよび歩行者ダミー） 
③ 計算機シミュレーション技法の調査・研究 
④ ドライビングシミュレータの適用可能性調査･研究 
⑤ NCAP の現状とハーモナイゼーション動向調査 
⑥ 交通安全対策効果の評価に関する調査･研究 
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2 安全に関する車両技術、先進技術の調査 
 2.1  衝突安全技術の普及率、使用実態と事故防止効果との関連性に関する調査 

2.2 予防安全技術（含む運転支援システム）の普及率、使用実態と事故防止効果との関

連性に関する調査 
2.3 車載情報機器の普及率、使用実態と交通事故との関連性（防止、軽減、誘引効果等）

に関する調査 
 2.4 先進ワイヤレス（路車間通信、車車間通信等）技術の実現可能性と事故防止効果に

関する調査 
 
3  事故当事者の人間特性調査 

3.1 運転者の属性と運転能力との関連性調査・分析（高齢者、身障者、運転初心者、車

椅子使用者等） 
3.2 運転者の生理的レベル低下と事故誘引影響調査 
3.3 生体工学的特性調査 

(1) 人体の衝撃傷害発生メカニズムの調査・解明 
(2) 衝撃緩和装置・保護具等の効果に関する調査・分析 
(3) 人体モデル（FE モデル等）に関する研究調査 

3.4 交通心理学的特性調査 
(1) ドライバのワークロード実験調査･分析 
(2) 運転ミスのヒューマンファクタ調査・分析 
(3) 異常事態時における人間反応調査･分析 
(4) ヒヤリ・ハット地図と事故多発点の関係調査・分析 
(5) 運転者の性格と事故・違反との相関性調査･分析 
(6) 車運転におけるリスク・ホメオスタシス作用に関する調査・分析 

3.5 社会心理学的特性調査 
(1)  運転者・歩行者の安全教育・啓蒙活動の必要性と効果調査 
(2)  事業用自動車の運転者に対する安全教育・管理の実態調査 
(3)  プライバシー意識と新たなる交通安全遵守要請との相克に関する調査 
(4)  技術進歩と人間の適応追従能力の関連性調査 

 
4 交通空間・環境に関する調査 
 4.1  道路構造と交通安全に関する調査 

(1) 道路幾何構造と安全性の関連調査 
(2) 機能分担された道路の事故低減効果に関する調査 
(3) 道路交通安全施設の事故低減効果に関する調査・評価 

① 道路照明  
② 視線誘導標  
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③ 眩光防止施設 
④ 路面湿潤対策   
⑤ 防護柵 
⑥ 道路標識・情報板   
⑦ トンネル内安全設備 
⑧ 反射板配置 

(4) 新たな交差点信号システムと交通安全に関する調査・評価 
① 歩車分離式信号システム   
② 追突事故防止信号制御方式 
③ 歩行者行動原理準拠信号サイクル 

(5) 道路安全監査制度の実態と適用発展性に関する調査 
(6) 路側空間・工作物と事故との関連性調査 

 4.2  都市計画と交通安全に関する調査 
(1) コミュニティ・ゾーン形成と地区統合交通マネジメントの事故低減効果に関する

調査及び生活者のモビリティ手段の調査 
(2) 物流システムの道路空間使用実態と交通安全との関連性調査 

① 貨物自動車の事故リスク調査 
② 都市物流システムと駐車対策に関する調査   
③ JIT 物流方式の道路空間使用実態、事故との関連性調査 
④ 夜間物流施策による交通円滑化と交通安全への影響効果に関する調査 

(3) 新たな交通運用施策と交通安全との関連性調査 
① 交通静穏化対策   
② 交通需要マネジメント   
③ ロードプライシング（シンガポール、ロンドン・ケース等） 
④ 都市内 LRT との共存共栄 
⑤ 電子ナンバプレートと物流タグ 
 

5   救助・救急システムに関する調査・分析 
5.1 救助救急センター配置の現状と適正配置計画に関する調査・分析 
5.2 ドクターカー、ドクターヘリの救命、傷害値改善効果に関する調査 
5.3 現場での救急医療活動の可能性、発展性に関する調査・分析 
5.4 既存技術との組み合わせによる救急通報方式の普及に関する調査 
5.5 ITS 技術（GPS 等）との組み合わせによる救急通報・救助方式の可能性調査 

 
６ 交通事故および安全対策の社会的・経済的損失の研究調査 

6.1 交通事故の社会的・経済的損失額算定・分析 
 6.2  交通事故対策投資の費用効果比等、政策判断に関する研究調査 
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（1） 道路等走行環境技術における安全対策投資に関する費用効果等の研究調査 

   （2） 交通事故対策投資の総合的費用効果分析と重点・傾斜投資の可能性研究調査 
 
７ 法・基準等による事故防止・抑制効果に関する調査 

7.1 国家基準の事故防止・抑制効果に関する調査 
7.2 安全対策の適正な使用促進キャンペーンの効果に関する調査・分析 
7.3 消費者情報提供による事故防止・抑制効果に関する調査 
7.4 業界自主基準の事故防止・抑制効果に関する調査 

 
８ 取締りとインセンティブによる事故防止効果に関する調査 

8.1 取締り 
① 速度超過            
② 駐車違反   
③ 酒酔い・ドラッグ    
④ 無免許・免許不適格 

8.2 インセンティブ（優遇制度） 
① 免許システム       
② 保険料 
③ 税金 

 
９ 交通安全対策についてのベスト・プラクティスの調査 

9.1 海外における交通安全政策動向調査（eSafety、SAFETEA 等） 
9.2 内外の先駆的、成功例調査 

 
10 交通事故予測システムの研究 
 
11 車両整備、メンテナンス  
 

109 


