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1.

はじめに
超高齢社会となっているわが国では，65 歳未満
の非高齢者による交通事故件数は年々減少傾向にあ
るものの，65 歳以上の高齢者による交通事故件数
は微増傾向となっており，高齢者事故が社会問題と
なっている．近年では道路環境の改善や，自動ブレ
ーキシステムを始めとした自動車による運転支援シ
ステムが普及してきたことによって事故件数は減少
傾向にあるものの，依然として約 54 万件と高い水
準にある[1]．また，平成 27 年中の全交通事故の発
生原因を見てみると，運転者による安全運転義務違
反，すなわちヒューマンエラーが全体の 4 分の 3(構
成率 75.9%)となっている．従って，これまでの車
両改善や道路環境改善といったハード面からの安全
対策だけでなく，運転者の安全運転意識を高めると
いう「人」からの安全対策も必要だと考えられる．
さらに，運転者による安全運転義務違反が原因と
なる事故の中で最多のものは，運転者による安全不
確認によるものであり全事故原因の約 3 割を占めて
いる[1]．しかしながら，従来の運転支援システム
では運転者の安全確認行動を支援する試みはあまり
なされていない．
そこで筆者らは，事故原因で最多である運転者の
安全確認行動を装着型センサによって計測し，その
データと GPS 情報，および教習所指導員の知識情
報を併用することで運転者の技能を予防安全上の観
点から自動的に評価するシステム Objet を開発した
[2]．さらに，自動車教習所と共同で Objet を用いて
運転者一人ひとりの運転特性に合わせたアドバイス
を行う，個人適応型・安全運転講習の取り組みを進
めている．Objet は，装着型センサを用いるシステ
ムとして日本で初めて公安委員会から認定を受け，
70 歳以上の高齢者の免許更新時に義務付けられて
いる法定高齢者講習の同等講習(認定教育 3・6 号課
程)で用いられている．この講習はこれまでに 3,000
人以上の受講実績を積み重ねている．
しかし，この Objet を用いた講習では運転終了後
に評価結果の提示を行うため，受講者は自身の運転
とその状況を振り返るために記憶を辿る必要がある．
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そのため，講習において運転状況を想起させること
に困難が生じる場合がある．また，運転行動の改善
を図る上では，(1)問題点を指摘，(2)指摘に基づき
運転行動の改善を自分なりに試みる，(3)改善の試
みが適切か再度評価，という評価と改善のサイクル
を回すことが重要だが，講習時間の制約もあってこ
れまでの高齢者講習ではその実現が困難であった．
そこで筆者らはこれらの問題を解決すべく，従来
の Objet に加えて運転技能の評価結果をリアルタイ
ムに音声による安全アドバイスとして提供するシス
テムの提案・開発を行っている[3]．また，2016 年
7 月からは先の法定高齢者講習同等講習において，
本システムのプロトタイプ版を試験的に導入し運用
を開始している．
本稿では，リアルタイム安全アドバイス提供シス
テムの概要，ならびに本システムを法定高齢者講習
同等講習で使用した際の効果について報告する．
2. システム概要

2.1. システム構成
本システムは，小型の無線装着型ジャイロ／加速
度センサ 2 つと GPS 受信機，計測したデータに基
づいて運転技能を自動的に評価し安全運転アドバイ
スを音声によって提供するノート PC，およびスピ
ーカーからなる(図 1)．

図1

システムの概要図

2.2. システムによる評価方法
本システムでは，要注意地点に接近したことを
GPS によって検知すると，その地点毎に最低限行
うべき事故予防動作を(1)安全確認すべき方向(左
側・右側)，(2)安全確認の回数，(3)安全確認の深さ
(首振り角度)，(4)安全確認の持続時間，(5)安全確
認のタイミング，(6)車両通過速度，という 6 項目に
よって，予防安全上適切に行えているか評価を行う．
そして評価した結果，6 項目のうち 1 つでも改善す
べき点があった場合，その旨を音声による安全アド
バイスとしてリアルタイムに通知する．また，この
6 項目の点数を要注意地点毎に総合した，総合評価

4-407

Copyright 2017 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 79 回全国大会

得点の算出も行う．
3. 検証・考察
本実験では，本システムを法定高齢者講習同等講
習において使用し，運転者の安全運転意識への効果
検証を行った．講習において，本システムを用いた
場合を実験群，従来の Objet を用いた場合を対照群
とし，両群における運転技能評価結果の比較・検討
を行った．
被験者は，70 歳～74 歳の日常的に運転している
高齢者 72 名である．被験者 72 名から無作為に選ん
だ 36 名を実験群，残りの 36 名を対照群とし，それ
ぞれ高齢者講習を受講してもらった．講習では，各
被験者は京都府南部の公道上に設定したコース
（2.9km）を 1 回ずつ走行する．実験群では，コー
ス中に設定した 4 箇所の要注意地点を通過する際に
リアルタイムで安全アドバイスを提供し，対照群で
はリアルタイムの安全アドバイスは提供しなかった．
また，公道上での走行終了後，実験群の被験者
36 人に対して本システムに関するアンケートを行
い，その結果についても考察を行った．

に寄与するのかどうかを調べた．調査は，両群の被
験者の運転技能評価結果における「総合評価得点」
「左側安全確認」「右側安全確認」の平均得点を比
較することで行った．図 2 は両システムによって評
価した，両群の左右安全確認得点，および総合評価
得点における平均得点(100 点満点)を比較したもの
である．なお，両システムの評価基準，アルゴリズ
ムは全く同一のものである．

図2

運転者の各行動における平均得点

それぞれの平均得点を見てみると，左側安全確認
では実験群が 76.47 点(S.D. 22.37)，対照群が 63.43
3.1. 被験者アンケート結果
点(S.D. 16.93)，右側安全確認では実験群が 75.67
点，対照群が
64.57 点(S.D. 17.39)，総合評価では
まず，走行終了後に実施したシステムに関するア
実験群が
64.08
点(S.D. 15.22)，対照群が 49.02 点
ンケート結果を検討する．表 1 は走行中にリアルタ
(
S.D.
16.70)となり，すべてにおいて有意差が認め
イムに提供される安全アドバイス情報に関するアン
られた(p .01)．
ケート結果である．
従って，リアルタイムに安全アドバイスを提供す
表 1 アドバイス情報に対するアンケート結果
ることが，運転者の運転行動をある程度改善するこ
はい
いいえ
とにつながることがわかった．
提供された安全アドバイス情報に
35人
1人
気づきましたか？
4. まとめ
安全アドバイス情報提供の音声は
本稿では，法定高齢者講習同等講習においてリア
34人
2人
聞き取れましたか？
ルタイム安全アドバイス提供システムを導入する試
提供された情報内容は
33人
3人
理解できましたか？
みについて報告した．要注意地点においてリアルタ
イムに安全アドバイスを提供することによって，高
表 1 のように実験群 36 人のうち 30 人以上が，提
齢運転者の安全運転意識の向上に一定の効果がある
供されたアドバイスに気づいた上で，アドバイス音
とともに実際の行動においても改善効果が見られた．
声を聞き取ることができ，提供された情報内容が理
しかしながら，リアルタイムに音声でアドバイス
解できたと回答した．また，本システムについての
提供を行う際，「情報提供に少しびっくりした」と
アンケートでは，同 36 人のうち約 7 割(25 人)がリ
いう声があったため，高齢運転者が情報提供に驚く
アルタイムにアドバイスを受けることによって「注
意しようとする気持ちになった」と回答した．また， ことのないアドバイスの提供方法について検討する
ことが今後の課題としてあげられる．
「このシステムによる情報は安全運転に有用か」を
謝辞
5 件法(5.0：最良～1.0：最悪)で問うたところ，平
均点は 4.6 点であった．従って，リアルタイムにア
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ドバイスを提供することで，運転者の安全運転の意
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