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1.	
 はじめに	
 
	
  わが国では，人口の高齢化が進行しており，2015
年現在で総人口に占める 65 歳以上の高齢者人口は
3,392 万人，高齢化率は 26.7%となっている．今後
も高齢化率は上昇を続け，2060 年には 39.9%に達し，
2.5 人に 1 人が高齢者になると予測されている[1]．	
 
	
  一方，交通事故件数に着目すると，65 歳未満の
年齢層では事故件数は 10 年前と比較して約 50%に
まで減少したものの，高齢者層による事故件数は横
ばいの状況が続いている．	
 
	
  このような状況のもと，わが国では 1998 年から，
70 歳以上の高齢者を対象として免許更新時に自動
車教習所で高齢者講習を受けることが義務付けられ
ている．法定高齢者講習では所内のコースを用いて，
そこでの運転行動を教習所の指導員が主観的に評価
し，その結果をもとに教育を行う．しかしながら，
法定高齢者講習を担当する指導員にヒアリングした
ところ，主観的な評価では高齢者が指摘された運転
行動上の改善すべき点についてなかなか納得しない
などの問題点が指摘された．高齢者による事故が減
少していないことからも，現状の法定高齢者講習は
十分な効果を上げているとは言い難い．	
 
	
  一方我々は，装着型センサを用いて運転中の行動
を計測し，その計測データに基づいて客観的な運転
評価を行うシステム Objet[2]を開発し高齢者講習の
現場に導入する試みを進めている．我々の講習では，
運転者各々の運転技能を客観的に評価してその結果
をフィードバックすることによって，高齢者に対し
て自身の運転のどこが悪いのかに関する気付きを促
す事を目的としている．講習を行った指導員へのヒ
アリングでは，「高齢者に対して運転行動の問題点
について説明しやすくなった」など好意的なコメン
トが得られている．しかしながら，指導によって，
高齢者の運転行動がどう改善したのか，またどのよ
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うな指導を行えば改善につながるのかなど，教育効
果の測定・検討はなされてこなかった．	
 
	
  そこで本研究では高齢者に対して Objet を用いた
教育を行い，教育前後の運転行動を比較する事によ
って，指摘した問題点がどれくらい改善されるのか，
逆に教育によって今までできていたことができなく
なる負の効果がないかなど，教育効果の検証を試み
る．これによって，より効果的な高齢者講習のあり
方を探ることを目的とする．	
 
2.	
 研究内容	
 
2.1.	
 実験概要	
 
	
  実験は高知県自動車学校において，平成 28 年 10
月 28 日から同年 11 月 3 日までの 7 日間実施した．
参加者は，一般募集した高齢者 40 人(男性 30 人，
女性 10 人，68 歳〜89 歳，平均年齢 76.9 歳)である．	
 
2.2.	
 運転行動の計測・評価手法	
 
	
  本研究では，Objet を利用して運転行動の計測・
解析・評価を行った．具体的には，ジャイロセンサ
と加速度センサを内蔵した装着型センサを，頭，右
足先，車のコンソールボックスに設置することで，
それぞれ左右確認時の首振りの角度，ブレーキのタ
イミングやアクセル操作といったペダル操作行動，
車両挙動を計測した．また，GPS 受信機を取り付け
ることで車両の位置情報も取得した．これらのセン
サ情報と GPS 情報を連動し事前に設定した評価対象
の交差点において，予防安全の観点から適切な安全
確認行動や速度コントロールが出来ていたかを評価
し得点化を行った．	
 
	
  また，後述する教育で用いるため，ドライビング
レコーダを使って参加者の運転中の様子と車両の前
方を撮影・記録した．	
 
2.3.	
 教育を行う交差点の選定	
 
	
  事故統計によると，安全確認不足による事故が約
30%を占めていることと，出会い頭事故が全事故の
約 24%を占めていることから[3]，十分な安全確認や
出会い頭の事故を避けるための一時停止が必要とな
る場面が教育に適していると考えた．そのため，後
述するコースの中で，一時停止規制がある，もしく
は見通しの悪い交差点での運転行動について教育を
行うこととした．	
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2.4.	
 実験手順	
 
点 4，5 では教育前後で評価点が有意に上昇した(交
実験では法定高齢者講習で用いられるのと同一の
差点 4:教育前平均 77.6 点，教育後平均 84.7，
教習所内のコースを利用して，①事前走行(外周を
t(39)=1.80，p<.1，交差点 5:教育前平均 37.0 点，
回る練習走行 1 回と，コースを 1 周回る本走行 2
教育後平均 50.9 点，t(39)=4.93，p<.01)．一方で，
回)，②事前走行の評価結果をもとにした教育，③
教育に用いなかった交差点では，教育前後で評価点
事後走行(事前走行と同様)	
 という手順で実施した．	
 	
 に有意な差は認められなかった．逆に，交差点 2 に
本実験では，コース内の 6 箇所の交差点(以降，
おいては教育前後で評価点が有意に下がる傾向が認
交差点 1〜交差点 6 とする)を評価対象として設定
められた(教育前平均 78.6 点，教育後平均 72.1 点，
し，各交差点における運転行動を計測・評価した．	
 
t(39)=1.90，p<.1)．	
 
各交差点の特徴としては，交差点 1 と交差点 3 は
	
  このことから高齢者は教育を受けた交差点につい
進行方向左側に道路のない両側一車線または片側一
ては運転行動の改善が認められるものの，教育内容
車線の丁字路を右折する場面，交差点 2 は狭い路地
を他の交差点における運転行動の改善にうまく適用
から片側一車線の道路を横切って直進する場面，交
できていないことが示唆される．ゆえに高齢者に対
差点 4 と交差点 6 は片側二車線の道路から左折また
して教育を行う場合は，抽象的な教育を行うのでは
は右折する場面，交差点 5 は一時停止を要する左折
なく，高齢者がよく使う道路を教育教材に用いるな
する場面となっている．また，交差点 1，交差点 4， ど，具体的な場所を例示して教育することが必要で
交差点 6 は見通しの悪い交差点となっている．	
 
あると考えられる．	
 
まず参加者には，装着型センサを取り付けた上で，
事前走行として練習走行の後にコースを 2 周しても
らった．	
 
事前走行の後，Objet による評価結果を用いて指
導員に教育を行ってもらった．教育は交差点 4 と交
差点 5 を教育対象の交差点とし，図 1 のような
Objet の評価結果や同交差点におけるドライビング
レコーダの映像を使って行った．図 1 のグラフは横
軸が時間，縦軸が安全確認時の首振り角度，または
車両速度を示す．これを用いながら，交差点のどの
地点でどれくらい速度が出ているか，またはどのよ
	
 
うな安全確認を行っていたのか，そしてそれが十分
であったかについて教育を行った．指導員には参加
者に対しての教育の後，指導内容を別紙の調査票に
記入してもらった．	
 
教育後，参加者には再度事前走行と同じ要領で走
行を行ってもらい，教育前後の評価結果を計測・比
較した．	
 

図 2 各交差点における評価平均点

4.	
 まとめ	
 
	
  本研究では，高齢者講習での教育の効果を，教育
前後の運転行動の変化を比較することで検証した．
その結果，教育を受けた交差点では改善が見られた
ものの，教育を受けなかった交差点では改善がみら
れなかった．そのため高齢者講習における教育は，
高齢者の生活エリア内における危険地点を例示しな
がら教育を行うことが重要であると考えられる．	
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図	
 1	
 評価に用いるグラフ(左:良い例，右:悪い例)	
 

3.	
 結果・考察	
 
	
  6 箇所の交差点での評価結果をまとめた総合評価
点を教育前後で比較すると，教育前は 61.8 点に対
し教育後は 65.2 点となり，有意な差は認められな
かった(t(39)=1.40，n.s.)．次に各交差点における
教育前後の評価平均点を見ると，教育を行った交差
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