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第 1 章 序論 

 

第 1 節 研究の背景と目的 

 

我が国は，防犯や交通安全等の日常の安全・安心について大きな課題を抱えており，まち

づくりの観点から，幅広い検討を進めていく必要があるとされている 1）． 

特に交通安全の分野に着目すると，交通事故の全体的な発生件数は減少しているが，道路

別死者数の推移より，幹線道路に比べて車道幅員 5.5m 未満の中央線のない道路において死

傷事故件数の減少割合が小さい 2）ことが明らかになっている．また，状態別交通事故死者

数に着目すると，歩行中・自転車乗車中が死者数全体の約半数を占めており，歩行中・自転

車乗車中の死者数の約半数が自宅から 500m 以内で発生していることなどから，住区内の幅

員の狭い道路における交通安全を確保することが 重要課題であることが明らかである． 

上記のような道路は「生活道路」と呼ばれるが，生活道路には明確な定義がないため，様々

な記述がみられる． 

そこでまず，国内外の道路の段階構成について述べ，そこから本研究の生活道路の定義を

定める． 

公益財団法人交通事故総合分析センターの「交通事故統計年報」3）や，内閣府の発行する

「交通安全白書」4）の中では，車道幅員 5.5m 未満の道路を生活道路として集計している．

中央線を引く基準は，片側 1 車線（幅員）の道路それぞれの車線幅員が 2.75m 以上あるとい

う基準であるため，車道幅員 5.5m というのは中央線のない狭幅員の道路を指している． 

生活道路は，どのような利用がされる道路であるかという部分については，交通工学研究

会 5）は『「生活道路」とは，地区に住む人が地区内の移動あるいは地区から幹線道路（主に

国道や県道などで通過交通を担う道路）に出るまでに利用する道路』としており，生活道路

におけるゾーン対策推進調査研究検討委員会 6）は『「生活道路」は，「主として地域住民の

日常生活に利用される道路で，自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先される

べき道路」としている． 

それぞれ記述は違うものの，一貫している点は以下のようにまとめられる． 

 地区の居住者の日常の移動に利用する 

 自動車の通行よりも歩行者や自転車の安全確保が優先されるべき 

 

そもそも都市道路の段階構成のあり方について， 初に科学的な検討及び提案を行った

のは，1963 年にイギリスで出版された”Traffic in towns”（日本語訳タイトル「都市の自動車

交通」）であり，一般的にブキャナンレポートと呼ばれている 7）8）．ブキャナンレポートで

は道路を 4 つに分類し，道路網のパターンを考慮しつつそれらを段階的に構成することを

提案している．図 1-1 に示しているように，都市の道路は 4 つに分類される．都市の骨格を

形成する道路である「幹線分散路」，都市内の各地区に交通を導き，その地区の外郭を形成
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する道路である「地区分散路」，地区分散路で囲まれた地区の骨格となる道路である「局地

分散路」，そして居住環境地区内にあって各戸へのアクセスを担う道路を意味する「地先道

路」である． 

また，新谷・原田ら 8)は都市交通計画（第 3 版）内で，道路の段階的機能分類を図 1-2 の

ように示している． 

道路は都市の骨格を形成するものと，地区の外郭を形成するものの 2 つに大きく分類さ

れ，都市の骨格を形成する道路には，トラフィック機能が卓越した道路「①自動車専用道路」

と，トラフィック機能が重視される一方で，一定のアクセス機能にも配慮する必要がある道

路「②主要幹線道路」が存在する．都市の骨格と地区の外郭を形成する道路として，「③幹

線道路」があり，これは都市内の道路網を形成する基本的な道路である．「④補助幹線道路」

は地区内への集散交通を担っており，通過目的の交通が地区内に入らないように，配置パタ

ーンを工夫することが望ましいとされている．補助幹線道路から各戸口へのアクセスを目

的とする道路として，「⑤区画道路（地区道路）」が位置付けられており，自動車のトリップ

交通量，及び速度のいずれについても，小さく抑えるべきとされている．これらの他に歩行

者や自転車のための専用道路が設けられており，「⑥特殊道路」とされている． 

「④補助幹線道路」がブキャナンレポート内では「局地分散路」，「⑤区画道路（地区道路）」

が「地先道路」にあたり，約 60 年前から自動車交通よりも居住環境や歩行者・自転車等を

優先する道路が存在することが読み取れる． 

 

図1-2 道路の段階的機能分類8） 

 

図1-1 ブキャナンレポートで提案された都市道路の段階構成8） 

道路 都市の骨格を形成する道路

地区の外郭を形成する道路

①自動車専用道路

②主要幹線道路

③幹線道路

④補助幹線道路

⑤区画道路（地区道路）

⑥特殊道路
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これらを踏まえて，本研究で扱う生活道路の定義を以下のように定める 

 車道幅員 5.5m 未満の道路 

 地区に住む人が地区内の移動あるいは地区から幹線道路に出るまでの道路 

 機能的には自動車交通よりも居住環境や歩行者・自転車等を優先するもの 

  

 前述したブキャナンレポートの道路の段階構成や，国内での道路の段階的機能分類より，

モータリゼーションが進むと自動車と人の共存のためにそれぞれの道路に役割を与え，交

通事故を削減する動きがあることが読み取れたため，ここから各国の代表的な生活道路の

交通に対する考えや安全対策についてまとめ，日本の生活道路の交通安全対策の動向を探

る． 

国外の居住区に関する代表的な考え方として，米国の社会学者であるクラレンス・A・ペ

リーが提唱した近隣住区論 9）が挙げられる．近隣住区論では規模，境界，オープン・スペー

ス，公共施設用地，地域の店舗，地区内街路体系について原則定められている．道路に関す

る記述としては，「住区は通過交通の迂回を促すのに十分な幅員をもつ幹線道路で取り囲ま

れなければいけない」という境界に関する原則や，「各幹線道路は予想発生交通量に見合っ

て作られ，次に，住区内は循環交通を促進し，通過交通を防ぐように，全体として設計され

た街路網であるべき」といった地区内街路体系の基準が存在する．通過交通抑制のための具

体的な施策として，ラドバーン方式が存在し，車道をクルドサック（袋小路）形式にして外

部からの通過交通を抑制し，歩行者専用道路も設けることで安全性を居住者の交通安全を

担保するといったものである． 

その他の国での生活道路の交通安全対策としての代表例は，ボンエルフ（オランダ語で生

活の庭という意味）が挙げられ，車道を蛇行させるなどして自動車の速度を下げさせ，歩行

者との共存を図る道路体系が存在する．これは，後に日本のコミュニティ道路に組み込まれ

ている概念である．また，さらに歩車共存のあり方を推し進めたものとしてシェアード・ス

ペースという考え方があり，物理的な安全施設に依存することなく，周辺環境を自覚的に認

識することを心理学に基づき，計画，実現過程を通じて体系化した．歩車道の区別をなくし

て単断面化し，舗装デザインを視覚的に明瞭にし，交通信号，ガードレール，ボラードなど

の安全施設，交通標識，道路標示を撤去したうえで，そこを通行する人の認識と行動に委ね

た 10）． 

このように海外の事例に目を向けると，古くから生活道路の歩車共存が目指されており，

物理的な安全施設の設置や計画的な街路デザインが推し進められていたことが把握できる． 

国内の生活道路の交通安全に関する取り組みに目を向けると，主な施策例として，コミュ

ニティ道路，コミュニティ・ゾーン形成事業，あんしん歩行エリア，ゾーン 30，3 省庁が連

携した交通安全対策の実行などが挙げられる 11)． 

昭和後期から平成初期にかけ，交通事故死者数が増加したことから，死者数を減少させる
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ことが喫緊の課題となり，様々な交通安全対策が導入された．その中で，生活道路における

コミュニティ道路等の面的な整備が目指された．1996 年に，「道路標識，区画線及び道路標

示に関する命令」が改正されたことに合わせ，住民参加を取り入れた「コミュニティ・ゾー

ン形成事業」が開始された．対象地区の設定条件は，住宅地域，商店街など日常生活が営ま

れる地域で，比較的交通量が多く，交通事故が多発，または快適な生活環境が著しく侵害さ

れ，早急に対策を講ずる必要がある地区である． 

続いて，2003 年には生活道路内の人優先の交通のために「あんしん歩行エリア」を指定

し，都道府県公安委員会と道路管理者が連携して，面的かつ総合的な事故対策を実施した． 

上記のような面的な対策を推進してきたが，より歩行者の交通を優先する地区は「ゾーン

30」と定め，様々な対策を取り入れている．具体的な対策としては，交通規制等のソフト的

手法として， 高速度 30km/h の区域規制や歩行者専用道路，路側帯の設置・拡幅，一時停

止規制があり，物理的デバイス設置によるハード的手法としては，ハンプや狭さく，シケイ

ンやライジングボラードなどが存在する． 

近年は，ETC2.0 により収集されるビッグデータを活用し，潜在的な危険箇所を特定する

ことにより，効果的，効率的な対策の立案や実施が可能となりつつある．ビッグデータの分

析結果の提供や，可搬型ハンプの貸出等により地方公共団体の取組を支援する「生活道路対

策エリア 10」による対策を推進している．さらに，技術基準に関しては，平成 13 年に，道

路構造令に凸部（ハンプ），狭さく部等を位置づけ，平成 27 年に凸部，狭窄部及び屈曲部の

設置に関する技術基準を策定し，要求される性能や標準的な構造等を明確にし，効果的な速

度低減策である凸部や狭窄などの設置を推進している． 

このように，我が国でも生活道路の交通安全対策に関する計画は進み，ビッグデータ等の

活用事例も多くみられるようになってきた．しかし，これまで述べた様に国外の計画は国内

の事例より早い段階で交通計画に盛り込まれており，歩車共存の考え方が根付いていると

いえるが，国内の事例は近年，物理的デバイスの基準が策定されたばかりで，国外の流れを

追随している形であり，生活道路の交通安全対策は十分に普及しているとはいえない． 

それに加え，筆者は歩行中の年齢別死傷者数の分布（図 1-3）より，“7 歳児の歩行中の交

通事故死傷者数”が際立って多いこと 12）に着目した．この要因として，小学校に通学する

にあたり子どものみで外出する機会が増加することが挙げられるが，歩行中の死者数を小

学校の学年別に見ると，低学年が概ね全体の 6 割を占めていることから，幼い小学生特有の

交通に関するヒューマンエラーが発生している可能性がある．交通に関する行動は，「認知，

判断，行動」の 3 段階に分けられ，子どもの交通行動に関する「判断，行動」の部分に関す

る研究は見受けられるものの，歩行中の事故が多い小学校低学年の子どもの「認知」に関す

る問題は明らかにされておらず，早急な調査・研究が必要である． 

 これまでの交通安全に関する国内の研究としては，1960 年代後半のモータリゼーション

の進展により自動車の安全に関連する研究が増加した．生活道路の交通安全に関する研究

としては，1980 年代頃から歩道の設計や整備に関する研究が多くみられ，1990 年代以降に
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は，交通弱者である子どもの歩行者行動に関する研究として，通学路の事故データや意識調

査から危険箇所の抽出をし，分析を進めたものなどが散見される．生活道路の交通安全対策

の提案に関する研究も近年では多くみられ，ドライバーや近隣住民の意識を基に研究を進

めているものが多い． 

このように生活道路の交通安全に関して，ドライバーや地域住民，子どもの歩行者に着目

して研究されたものは数多く見受けられるが，生活道路のドライバーや子どもの歩行者等，

多面的に生活道路をとらえ，両者の意識のみならず，生体反応に着目して交通安全対策提案

のための研究を進めているものはない． 

ドライバーと子どもの歩行者，両者の意識や生体反応を基に交通安全対策に関して調査

し，効果的な交通安全対策の設置に関する提案を行うことは，安全な生活道路の再構築に繋

がることが期待される． 

今後の自動車交通を見据えると，自動運転の技術の発展により，自動車の事故減少が期待

されているが，幅員が狭く比較的入り組んでいる生活道路での実証実験例は少なく，まだま

だ生活道路内ではドライバーの判断により駆動する自動車と歩行者の共存のための対策が

必要である． 

そこで本研究では，生活道路のドライバーと交通弱者である子どもの歩行者に着目し，意

識だけでなく，心拍や視線挙動等の生体反応を取り扱い，より安全な生活道路構築のための

交通安全対策の評価，提案を行うことを目的とする． 

 

第 2 節 本研究の構成 

 

本研究の構成を図 1-4 に示す． 

 第 2 章では，本研究に関連する，子どもの交通に関する危険と国内の対策の動向をまと

め，居住者，ドライバー，歩行者に着目し生活道路の交通安全に関する既存研究をレビュー

し， 後に本研究の特長を述べる． 

 本研究は，生活道路内で人身事故が発生した場合に加害者となる危険性の高い自動車の

ドライバーと，被害者になる危険性の高い交通弱者の歩行者，特に子どもの歩行者に着目し

 

図1-3 歩行中の交通事故 死傷者数（平成23～27年）12） 
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研究を進める．大きく分類すると，第 3 章，4 章ではドライバーに，第 5 章ではドライバー

と歩行者に，第 6，7 章では子どもの歩行者に着目している． 

第 3 章では，ドライバーの意識を司る生体反応に着目し，交通安全対策の評価・検討を行

う．第 4 章では，ドライバーを対象に行った意識調査より，有効な交通安全対策を検討す

る．第 5 章では，生活道路内での歩行者に対して，ドライバーがどのような印象を受け，ス

トレス意識・反応が発現するのかを把握する． 

第 6，7 章の子どもの歩行者視点の章では，まず子どもの歩行者の行動把握と，それらと

子どもの QOL との関連性を把握する．子どもの屋外での遊びの重要性が確認できたうえで，

子どもの歩行者に有効な交通安全対策の検討を，意識と眼球運動の生体反応を用いて行う．

後に第 8 章にて本研究で得られた知見についてまとめ，考察を行う． 
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第 2 章 本研究の位置づけ 

 

第 1 節 概説 

  

第 2 章では，まず，本研究の対象道路である生活道路において，交通弱者である幼い子ど

もの交通に関する危険な点とそれに対する交通安全対策の現状を述べる．次に第 3 節以降

で，国内の既存研究を中心に，地区関係者や地域住民に着目した研究，ドライバーに着目し

た研究，歩行者や自転車利用者に着目した研究の 3 つの観点でレビューをまとめ行い，第 5

節で本研究の特長・位置づけを述べる． 

 

第 2 節 生活道路内の幼い子どもの交通に関する危険と対策の動向 

 

 1 章で述べた様に，国内の生活道路における交通安全対策は，国外の様々な事例に追随

する形で発展途中であるといえる．しかし， も交通弱者であると考えられる幼い子ども

の歩行中の交通事故死傷者数は依然として多く，この問題の解決が急務である． 

 子どもの交通安全に関してこれまでに行われてきた主な対策は，大きく分けて 2 種類

で，「交通安全教育」と「通学路における交通安全の確保に向けた緊急合同点検」である

1)． 

 「交通安全教育」では，幼い子ども（主に幼児）に対して，交通ルールや交通マナー等

道路の安全な通行に必要な基本的知識・技能を習得させるため，幼稚園，保育所及び保護

者等と連携して紙芝居や視聴覚教材等を活用した交通安全教室等が実施されている．交通

安全教育をする母体としては，警察や日本交通安全教育普及協会，日本自動車連盟

（JAF）等が挙げられ，指導内容も様々である． 

 「通学路における交通安全の確保に向けた緊急合同点検」は，平成 24 年 4 月以降，登

下校中の児童等が死傷する交通事故が全国で連続して発生したことを受けて行われ始め

た． 

警察では，通学路の危険箇所に対する具体的な交通安全対策を講ずるため，教育委員

会，学校，道路管理者等と連携し，全国約 2 万校の公立小学校及び公立特別支援学校小学

部の通学路において，約 8 万箇所を対象とした緊急合同点検を実施し，交通安全対策を必

要とする箇所として約 7 万 5,000 箇所を抽出した（平成 25 年度現在）．そこから得られた

結果を用いて，警察の取組としては，道路交通環境の整備が挙げられ，信号機の設置や歩

車分離化，信号灯器の LED 化，横断歩道や路側帯の設置，通行禁止規制や一時停止規制

等の交通規制の実施，道路標識・標示の設置・更新等の対策を推進し，平成 25 年 3 月末

までに約 1 万 2,000 箇所の対策を完了した． 

生活道路における子どもの通学中の危険や交通事故を防ぐための様々な物理的デバイス

の導入が進んでいる状態であるが，自動車と子どもの歩行者の重大な事故は後を絶たな
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い．また，緊急合同点検が行われたが，通学以外の子どもの行動把握であったり，生活道

路上での子どもの行動や周囲の交通の認知に関して把握したりし，安全対策の提案に盛り

込んでいるわけではない．この部分について，交通弱者である子どもの視点からも生活道

路の交通安全対策を考えていく必要があるのではないかと考える． 

 

第 3 節 既存研究レビュー 

 

 本節では，生活道路の交通安全対策について，地区関係者や地域住民の意識や利用実態に

着目した研究，ドライバーの意識や生体反応，通行実態に着目した研究，交通弱者である歩

行者・自転車利用者の意識・生体反応，通行実態に着目した研究の 3 つの観点で既存の研究

をレビューする． 

 

第 1 項 地区関係者や地域住民に着目した交通安全対策の検討に関する研究論文 

 

生活道路は地域住民にとって重要な空間であることから，古くから地域住民の意識に着

目した研究が多くみられる． 

 特に，1970 年代後半頃から建築や土木の分野で，地域住民の意見を基にした計画策定の

ための研究が増えており，畑ら 2)は，アンケート調査法によって，地区居住者に住宅周辺の

居住生活のための環境を評価してもらうことで，防犯や災害，交通に関する居住者の評価を

明らかにしている．斎藤ら 3)は，車両通行禁止道路の沿道居住者が規制をどのように評価し

行動しているかについて明らかにしており，久保田ら，三谷ら 4-6)は，地区交通計画として

のコミュニティ・ゾーンの性格をめぐる計画論的課題「社会公平性」に着目し，地区交通計

画の課題を検討している．結果として，地区ごとに地区交通危険度を求めておき，住民が望

んだ際に直ちに事業化する方式を検討することが必要と述べている．また，市民参加につい

て，市民と行政とコンサルタントそれぞれの役割をしめし，交通まちづくりに適用される合

意形成手法については，神奈川県鎌倉市の今小路通りの歩行者尊重道路化実験をとりあげ，

ワークショップや広報活動の重要性等様々な意見をもつ人同士の直接の対話が重要だと示

した． 

このように，市民や居住者の意見を基に交通まちづくりに生かしている例は現在でも多

くみられ，橋本ら 7)は地域住民を対象に地域内の個々の道路について望ましい規制速度を

回答してもらい，その結果を用いることで地域内の居住者の意識をより適切に反映した規

制速度を決定する街路空間要素を明らかにした．結果として，中央線や歩車道の分離が規制

速度の決定に強く影響を及ぼすことが明らかになった．稲垣ら 8) 9)は抜け道利用者ではない

地区関係者の自動車走行速度に着目し，抜け道利用者の速度との傾向の違いについて明ら

かにした．また，アンケート調査により認識状況を確認し，ゾーン規制に対する受容性を評

価している．吉城ら 10)は，街路空間整備を通じた交通安全対策に関する地域住民の意識構
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造を明らかにし，ドライバー視点，歩行者視点より，出雲大社前の神門通りの空間整備に対

する意識構造を示した．吉田ら 11) は社会実験を通し，特定の地域の特性に注目した交通事

故要因の検証を行い，ハンプの有効性を明らかにした． 

三村ら 12)は，豊田市をケーススタディ地域として，安全・安心の担保が求められる周辺土

地利用施設との位置関係から生活道路の重要度を算定する指標を選定した．また，住民対象

のアンケートより，物理的デバイス導入よりもゾーン 30 の導入に対する賛成意見が倍近く

多いことが明らかになった． 

 

第 2 項 ドライバーに着目した交通安全対策の検討に関する研究論文 

 

 生活道路では抜け道として利用する自動車や，速度の高い自動車に関わる交通事故が

後を絶たないため，第 3 節に記載しているような様々な交通安全対策が広まり，基準化が

進んでいる．これらは主に自動車の速度抑制や通過交通排除を狙っているものであり，

様々な手法で研究が長きにわたり行われている． 

本項では，ドライバーに着目し研究しているものを取り上げ，手法や研究対象となる交

通安全対策に着目しレビューを行う． 

国内のドライバーに着目した研究は，1964 年の東京オリンピック前後のモータリゼー

ションの進展に伴い増加してきたが，初期の研究としては交通の円滑化のための幹線道

路部での研究が多くみられ，遅れて住宅地区内の交通安全に関する研究がみられる． 

青木ら 13)は，車の通行領域を蛇行もしくはジグザグ状に屈折させて自動車の走行速度

を抑制する方法であるシケインの導入可能性を明らかにした．シケインの 小寸法をシ

ミュレーションによって求め，走行実験を行ったところ速度抑制効果がみられた．山中ら

14)は，住宅地区内の自動車交通に着目し，観測された区間交通量を考慮しつつ交通量推計

モデルを開発した．久保田ら 15)- 18)は，1980 年代前半から国内で注目されているハンプに

関して，長年研究しており，まず生活道路でのハンプの長期設置による効果や副作用等を

確認した．実験中に交通事故は 1 つも発生せず，ハンプによる速度抑制効果が明らかにな

っており，短区間連続設置をした際の交通静音化の有効性，形状・構造の違いによる普及

可能性も確認した．ハンプに関しては現在も多くの研究者が調査・研究を進めており，手

法に関する基準の策定が進んでいる．他の物理的デバイスに関する研究として，谷本ら 19)

は欧州において普及している，抜け道車両の選択的排除が可能なライジングボラードが，

日本の生活道路に導入可能かどうか検討を行った．  

ソフト的な手法の代表ともいえるカラー舗装に関してもドライバーの視点から多くの

研究が進んでおり，橋本ら 20)は幅員の狭い生活道路での道路のカラー化における色と配

置の効果を明らかにしており，黄色やベンガラ色に塗ることや，より広く塗ることで速度

抑制効果があることが示された．また，吉城ら 21)は，全国に普及するカラー舗装を塗り直

すべき基準をドライバー視点から検討した．結果として，ドライバーの視認特性や意識調
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査結果から，「剥離率 40％」が塗りなおしの一つの判断基準になり得ることを明らかにし

ている．永見ら 22)は，遠近法によって三次元立体を平面上に再現する手法であるアナモ

ルフォーシスを用いた CG 走行実験・実走実験により効果を検証し，「止まれ」文字の横

表示ブロック案と「止まれ」の道路標識を表示した案は運転の障害になることなく止まる

意識を高めることができることを示した． 

嶋田ら 23) 24)は，都市部での道路交通混雑の回避等に伴う生活道路への通過交通抑制の

利用実態とそのメカニズムについて明らかにした．ドライバーの特性によって，生活道路

に対する意識に変化があること，物理的な街路空間要因が通行抵抗に影響していること

を把握した．清水ら 25)は，東京都のタクシープローブデータから生活道路の走行履歴デ

ータを抽出し，街路特性や沿道特性が走行速度に及ぼす影響を明らかにし，結果として，

平均速度を抑制する要素としてハンプ，交差密度であることが明らかになった．橋本ら 26)-   
28)は，ドライバーの意識構造に着目し，抜け道利用されにくい道路空間について検討，自

動車走行速度に影響を及ぼす街路空間について知見を示している．また，人々が生活道路

の規制速度に抱く意識を把握し，生活道路への規制速度決定の意義を示した．三村ら 29) 
30) は，生活道路の入口部における空間構成について，運転者の安全意識に与える影響の

視点から望ましいものを明らかにした．また，地区内の規制速度を 30km/h とする「ゾー

ン 30」の認知状況と安全運転行動の変化について意識と走行実態の両面から明らかにし

た．中山ら 31)は，国内における Shared Space の有効性を示し，歩車での道路空間上の会釈

やアイコンタクトといったコミュニケーションを誘発するとともに，車両の減速や停止

といった協調行動を誘発し，道路空間の魅力を向上させる傾向が高いことが明らかにな

った．井料 32)は，歩車道の分離状況や路面標示等の要素が異なる道路空間をバーチャル

リアリティ上で構築し，運転者が受ける意識の違いを，動画を用いた Web アンケートに

より調査したところ，より几帳面な 運転傾向の運転者には道路空間の要素ごとの影響が

大きく，せっかちで不安定な運転傾向の人は空間要素への感度が低いこと，中央線の除去

は運転スタイルに関わらず注意喚起や低速走行を促すのに有効であることなどを示した． 

このように自動車の挙動やドライバーの意識に着目し，生活道路の交通安全に関して

研究を進めてきたものが多く見受けられる． 

近年ではそれに加え，ドライバーの生体反応に着目した研究も見受けられる．荻野ら 33)

は路面のカラー舗装が運転者の視覚挙動に影響を与えるのかを，眼球運動測定装置を被

験者に装着させ注視点解析を行った．三村ら 34)は，生活道路における交差点のカラー舗

装化による運転者の眼球運動の特性から，注意喚起においてどのような特徴的傾向があ

るのかを定量的に分析している．対象としている街路は変わるが，土川ら 35)は，長距離ト

リップに伴うストレスを定量化する方法論を検討するために，心拍間隔を計測し，自律神

経の活動を把握することで，ストレス指標をしての有用性を示している． 
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第 3 項 歩行者・自転車に着目した交通安全対策の検討に関する研究論文 

 

第 1 項では地区関係者や地域住民に着目した研究を，第 2 項ではドライバーに着目した

生活道路の交通安全に関する研究をレビューしてきた．第 3 項では，このような空間で他

の交通から守られるべき交通弱者である歩行者や自転車に着目して生活道路の交通安全

対策を提案してきた研究をレビューする． 

 1980 年代頃から生活道路内の歩行者に関する研究が多くみられる．今野ら 36)は，市民

に も身近で人間的な空間は歩行空間であるとし，歩行空間の優位性を確立し，都市のデ

ザインの基調に歩行空間を据えることの重要性を説いている．この時期に歩行空間が重

視されはじめる傾向にあり，それに合わせて具体的な歩行空間の提案に関する研究が増

加してくることが読み取れる．土井ら 37)は，様々な歩行形態時の歩道の占有幅等から歩

道幅員の決定方法を実証的に研究しており，望ましい歩道の 小有効幅員は 2.25m であ

るという結論を見出している．また，塚口ら 38)も街路空間における各交通手段の空間占

有度を表すオキュパンシー指標を適用し，地区内街路の整備水準を検討する新しい評価

方法を提案した． 

 実際の歩行者の移動経路を把握し，歩行環境の改善を図る論文も多くみられ，歩行者の

歩行経路に関する研究としては，高辻ら 39)は，住宅地内の街路の機能である歩行者空間

の形成という立場から住宅地内の街路の計画要素を明らかにした．経路選択が街路環境

の影響をある程度受けることが示唆された．石田ら 40)は，歩専道が整備されている道を

対象に，歩専道の位置・形状等が人々の歩専道経路選択構造にどの様に影響をするか分析

している．外井ら 41) 42)は，散歩経路の実態把握と道路特性についてまとめ，歩行距離や

目的，どのような街路を好むのかを明らかにしている． 

 全体的な歩行空間の整備に関する研究とともに，生活道路内の歩行者の交通安全を確

保するための具体的な施策に関する研究も増加し，歩車共存道路の初期の研究として，久

保田ら 43)は住宅団地内に建設される歩車共存道路を対象として，居住者との関係からと

らえた歩車共存道路の類型方法を提案した．導入に際して，違法駐車対策や歩車道の境界

が重視されることが明らかになっている．また，日野ら 44)は，狭幅員道路での効果的な安

全対策を検討するために歩行者・自転車・自動車の錯綜状況や行動特性をまとめた．高山

ら 45)は，横断歩道外での高齢者の横断行動に着目し，横断判断と横断所要時間のずれを

明らかにした．小野ら 46)は高齢者が増加する背景より歩行性，走行性，視認性の観点から

隅角に関して研究を深めた．このように，その時代の背景に合わせて，歩行空間の研究は

進んできているといえる． 

本研究で着目する，生活道路内の交通弱者である幼い子どもの危険性に着目した研究

として，1980 年に小場瀬ら 47)は，歩行者の交通事故について，その事故発生箇所の道路・

交通環境について分析し，乳幼児～中学生に至る年齢階層では，7～9 割までが歩車道未

分離道路での事故であることが明らかになった．成人と子供の交通事故の要因分析も行
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っており，当時の子供の事故対策について整理している． 

子どもを対象とした交通安全教育に関する研究も多くみられ，松村ら 48)は，子どもを

対象とした体験型の交通学習のプログラムの実践と考察をまとめており，金井ら 49)は，

高校生を対象とした，交通事故リスクに対するハザードマップを作成した．中村ら 50)は，

歩行者ではないが自転車に関する交通安全教育の独自の手法を提案・実践し，各々の教材

が児童の自転車交通行動の意識変化や行動変化にどのように影響を及ぼすか測定した．

また，小竹ら 51)も，小学校～高校の学生の自転車での交通安全意識に関して分析を行い，

調査結果のフィードバックを行うことで研究と教育の連携アプローチが可能かつ効果的

であると結論付けた．藤本ら 52)は，通学路について子どもに意識調査を行い，理想の通学

路に関して考察している． 

子どもの交通安全に関する行動や実際の事故データに関する研究として，稲垣ら 53)は，

子どもの道路横断における判断特性に着目し，成人と比較した際の子供の横断判断の危

険性を示した．また，宮崎ら 54)は，通学路で発生した子供の交通事故の実態を明らかに

し，子供たちが日常的に利用する通学路の安全性を再検討している．また，村松ら 55)も，

児童が自身の判断をもとに自由に遊ぶことができ，かつ未熟な判断の誤りを許容するこ

とのできる通学路空間を明らかにしている． 

子どもの歩行者に関する研究は古くからされているものの，依然として事故が多く，

2012 年の自動車と通学中の児童との事故をきっかけに，より彼らの交通安全の確保に関

する研究が増加したといっても過言ではない． 

 国外の研究では，スウェーデンの研究者である S. Sandels 56)が，子どもの能力などを鑑

みて，子どもの特徴に合わせて環境を整備することが重要と指摘しており，子どもが理解

できる交通環境を整備することで子どもの危険な行動を防ぐ，もしくは危険な行動をし

てしまっても全体として安全を確保するような街路の構成が必要であると説いている． 

しかし，現在の日本では，「通学路における交通安全の確保に向けた緊急合同点検」が行

われるなど，幼い子どもの生活道路上での交通安全を狙う活動は見られるが実際の子ど

もの視点により交通安全対策の導入を検討したものは見受けられず，子どもの独自の危

険性に気付けていない危険性があると考える．そのため，子どもの視点を活用した生活道

路上の交通安全対策について検討することが急務だといえる． 
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第 4 節 本研究の特長 

 

 生活道路空間においてドライバーと歩行者それぞれの視点から有効な交通安全対策の

検討を行う 

 本研究では，未だ交通事故による死傷者数の多い生活道路空間において，人を傷つけ

る危険性の高い自動車のドライバーと，被害者になる危険性の高い歩行者の両者の視

点に着目し，より効果的な交通安全対策を検討する点に独自性があるといえる．両者の

特性を意識調査等で詳細に把握し，その上で両者に効果的な交通安全対策を検討し得

られた知見は，自動車と歩行者の共存が可能な生活道路の再構築に有益な材料となり

得るものである． 

 

 ドライバーや歩行者の意識のみならず，意識を司る心拍挙動や注視点等の生体反応を

扱う 

 本研究では，様々な既存研究同様，ドライバーや歩行者の交通安全対策評価や交通

安全意識等を用いて，統計的に有効な対策を提案することに加えて，意識を司る生体

反応を測定し，交通安全対策や交通事象に対する無意識の反応を扱う．無意識に注意

する点が明らかになることで，慣れによる交通安全対策の無効化を防ぐことが可能な

交通安全対策の提案が行える． 

 

 子どもの歩行者の視点を用いて，交通弱者に効果的な交通安全対策の提案を行う点 

 これまでの既存研究でも，生活道路内の居住者や地区関係者，ドライバー，歩行者

や自転車に着目した研究は多くみられたが，交通弱者である幼い子どもに着目し，統

計的に有効な交通安全対策を示しているものは見受けられない．子どもの交通安全意

識や歩行時の視線挙動を基に交通安全対策の提案が行える点は革新的であり，有益な

材料となり得るものである． 
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第 3 章 ドライバーの生体反応に着目した有効な交通安全対策の検討 1） 

 

第 1 節 概説  

 

 近年，生活道路内の「人」優先の対策が進んでおり，安心・安全な歩行空間の整備が推奨

されている．この流れを受けて，我が国では様々な交通安全対策が実施されており，また，

生活道路の交通安全の研究では，意識調査や実測調査が多くみられるが，近年では，意識面

からのみならず，自動車運転中や自転車乗車中の生体反応に着目した交通安全対策の研究

が進んでいる．しかし，実際に生活道路内を自動車走行する際に，ドライバーに過剰なスト

レスがかかっているのか明らかにした研究は見受けられない．また，生活道路内の自動車運

転がドライバーにストレスを与えるのか，どのような場合にストレスを感じるのかを明ら

かにしたものは見受けられない． 

医学系の知見では，心拍の変動が精神的な負荷状態を表す指標となることが明らかとな

っており，交通系の既存研究では自転車運転中の心理的・身体的負担を把握するため，ホル

ター心電計を装着し，心拍変動を表す RR 間隔（鼓動と鼓動の距離を示す指標）（単位：ｍ

秒）を計測し分析することで，ストレス度を明らかにしているものがある． 

生活道路内の状況や街路条件などがドライバーに過剰なストレスを与えるのかというこ

と検証することは，交通安全対策が自動車運転に影響しているか，交通安全対策が有効であ

るのかどうかを考える際にも有益な指標となると考えられる． 

そこで本章では，生活道路内を走行する際の，ドライバーにかかる過剰なストレスの要因

となる，状況や街路条件を明らかにすることを目的とする．手法としては，自動車走行実験

を行い，医学研究でも運用実績のあるホルター心電計（製品名：Carpod MEDILINK 社製）

を用い，運転時の心拍変動，ドライブレコーダーの映像により，生活道路内運転時のストレ

ス反応の要因について明らかにする． 

 

第 2 節 調査概要と使用データ  

 

  図 3-1 に本実験の 2 つの調査コースを示す．拠点地は岡山大学津島キャンパスとし，両

コースとも１周にかかる時間は 5 分程度，全長約 2.0km になるように設定しており，平均

年齢が同じになるように 2 つのグループに分け，また，グループ間で両コースの走行順を逆

にし，走行実験を行った．自動車走行時には，車内に前方映像を録画するドライブレコーダ

ー1 台，被験者の表情，速度メーター，足元の挙動を録画するビデオカメラを 3 台設置し，

運転の様子を記録した．また，自動車走行時に被験者にホルター心電計（Carpod）を装着し

生体反応の記録も行った． 

 次に，本実験の概要・被験者基本属性を表 3-1 に示す． 実験期間は約 1 ヶ月で，天候に

よる運転の差をなくすために，雨天中止とした．アンケート調査により得られたデータから，
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被験者の個人属性について把握する． 

被験者の年齢構成，性別，免許取得からの年数，運転年数のグラフを表 3-1 に示す．年齢

層に関して，20 代，60 代のサンプルが 40 代，50 代に比べ少なくなっている．このことは，

免許取得からの年数にも影響しており，グラフより免許取得からの年数が 20 年以上 40 年

未満のサンプルが多くなっている．性別については，回答者の男女比は 4：6 となっており，

若干女性のほうが多い傾向にある． 後に，被験者の運転頻度の構成割合である．本実験で

表 3-1 自動車走行実験概要と基礎集計結果 

 

 
図3-1 自動車走行実験コース図 

年齢（n=41) 性別（n=41)

免許取得からの年数（n=41） 運転頻度（n=41)

調査期間：平成27年11月26日～12月27日（雨天中止）

対象者：20～60代の男女41人

調査方法：各被験者にホルター心電計（Carpod)を装着し，対象とする道路を自動車で走行。

　　　　　2つのコースを5周ずつ走行。

　　　　　1周目はテスト走行、2～5周のうち2周で速度指示、あとの2周は速度指示なしで走行。
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は，日常的に運転しているドライバーを調査対象としており，全員が週 3 日以上運転をして

いる．また，被験者は，実験コース付近に居住しておらず，土地勘のある者はいない． 

 

第 3 節 対向車・路上駐停車・交通安全対策に対するストレス反応に関する分析 

 

 本節では，まず生活道路内走行時のドライバーのストレス値として，心拍の RR 間隔が妥

当であるか検証を行う．次に，幅員に差がある 2 つの通りについて，対向車・路上駐停車と

すれ違う際に，過剰なストレスを受けるかどうかについて検証を行う．また，生活道路の交

通安全対策である，ハンプ走行時のストレス値と自動車の挙動データである自動車速度の

関係性について明らかにする． 

  

第 1 項 ストレス指標としての RR 間隔の信頼性の検討 

 

医学系の知見より，RR 間隔の顕著な低下は緊張状態を示すことが明らかとなっている．

また，交通に関しても，自転車運転の心理的負担を把握するため，RR 間隔を解析している

ものが見受けられる．本研究に先立ち，心拍データの RR 間隔が運転中の刺激に対して反応

しているかを確認するため，運転中進行方向に対向車を視認した前後でドライバーの RR 間

隔に変化があるのかを比較することで検証を行った． 

RR 間隔には個体差があり，被験者間での比較は困難であるため，各個人での RR 間隔の

変動により検証する．また，RR 間隔に基準値というものがないため，今回は対向車を視認

するまでの各個人の RR 間隔の平均値と対向車を視認直後の RR 間隔の 低値を統計的に比

較した．図 3-2 はその一例である．また，対象とする通りの地図，通りの街路状況，確認さ

れた対向車の写真を図 3-3 に示す．このように，対向車の視認前後で RR 間隔の値に変動が

見られた．心拍数の低下には迷走神経反射と自律神経反射があり，迷走神経反射は，車や歩

 
図3-2 対向車視認時のRR間隔の値の推移 
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行者の飛び出しなどの急激な刺激に対して出るストレス反応であり，自律神経反射は，対向

車や路上駐停車など急ではない刺激に対して起こるストレス反応である．すべての実験に

同乗し，かつ映像を記録しているが，今回の実験に迷走神経反射にあたる事態は見られなか

った．よって，今回取り扱うストレス反応は自律神経反射だと考えられる．本研究において

も RR 間隔がドライバーの運転時のストレスを読み取れる指標だと見なし，生活道路走行時

のストレスについて分析を進めることとした． 

なお，ストレス反応が見られたかどうかを判断する基準として，本研究では以下のように

z 得点を用いることとした． 

今回の調査データを分析すると，外部からの刺激に対して 10 秒以内にストレス反応（RR

間隔の変動）が出ていたため，本研究では，ドライブレコーダーの前方映像に映り込んだ時

を「対向車を視認する時点」とし，対向車を視認してからすれ違い後 10 秒間での RR 間隔

の 小値を，対向車の影響を受けた RR 間隔の値として用いた．図 3-2 の網掛け部分が対向

車視認後を示している．通りに侵入してから対向車を視認するまでの RR 間隔の平均値と標

準偏差をもとに，対向車に対する RR 間隔の 小値を z 得点として示した．今回取り扱うデ

ータには，通りに侵入してから対向車を視認するまでの 低秒数が 6 秒であり，また，ドラ

イブレコーダーの前方映像より急激な変動は観測されていない．このことから，今回扱うデ

ータは，交感神経を経由するストレス反応だと考えられる．z 得点について片側検定 5％有

意水準を用い，値が-1.65 より小さくなると，この RR 間隔の値が十分小さく，強いストレ

スを受けた反応であると判断した．図 3-2 の例では，z 得点が-3.76 となり，対向車により，

 

図3-3 RR間隔検証街路の概要 
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ドライバーが強いストレスを感じたことが示されている． 

 

第 2 項 対向車によるストレス反応の比較 

 ここでは，車道幅員の異なる 2 つの街路での対向車によるストレス反応を比較した．対象

とした街路は図 3-4 に示した車道幅員約 5ｍ，規制速度 30km/h，時間交通量約 200 台/h（運

動公園南コース）と車道幅員 2.7ｍ，規制速度 30km/h，時間交通量約 200 台/h（津島コース）

の 2 路線である． 

 

路上駐停車や歩行者・自転車などの影響を受けていないサンプルのみを取り扱うことと

し，対向車による RR 間隔変化のｚ得点をまとめたものが表 3-2 である．ｚ得点が-1.65 未

満の値に網掛けをしている．運動公園南コースと津島コースで各被験者のｚ得点の比較を

すると，被験者 No.6，31，の人に関してはどちらの通りでも対向車に対してストレスを強

く感じたことが示唆される．被験者 No.16，24，29，30，32，36，37，38，39 の人に関して

は，津島コースでの z 得点が比較的低いことから，津島コースでの対向車により強くストレ

スを感じる傾向にあることが示された．被験者 No.26 の人に関しては，運動公園南コースで

 

図3-4 ストレス値検証対象街路の概要 
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の対向車により強くストレスを感じる傾向にあることが示された． 

それぞれの通りでの対向車とのすれ違い回数，z 得点の関係をまとめたものが表 3-3 であ

る．対向車の視認回数に差はあるものの，各平均値を見ると津島コースでの値が低く，また

ｚ得点が-1.65 未満となっている割合も高くなっており，車道幅員の狭い津島コースでの対

向車視認が，運動公園南コースでの対向車視認よりも強くストレスを感じているというこ

とが示された． 

  

表 3-2 対向車すれ違いによる RR 間隔変化から算出されたｚ得点表 

 

表 3-3 対向車すれ違い回数とｚ得点の関係 

 

運動公園
南コース

津島コース
運動公園
南コース

津島コース

被験者No. z得点 z得点 被験者No. z得点 z得点

-5.321 -4.730 -0.454 -2.263

― -3.760 -2.563 -3.408

― -2.817 0.092 -0.145

― -1.340 0.253 -1.874

― -0.423 -1.422 0.744

16 2.698 -3.446 0.431 -1.412

0.852 -7.222 -0.701 -2.480

-0.361 ― -0.981 -7.127

-3.565 -0.312 ― -0.799

-0.410 ― -0.909 -4.309

-1.579 -2.709 ― -0.462

― -2.335 0.019 -2.436

― -4.691 ― -4.328

-0.850 -1.975 -1.129 -2.044

― -1.363 -1.375 -1.925

― -3.225 z得点<-1.65

― -1.019

30

39

6
31

32

24

36

26

37

29
38

回数
ｚ得点
平均値

ｚ得点-1.65
未満の割合

20 -0.864 15%
30 -2.521 67%津島コース

運動公園南コース
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第 3 項 路上駐停車によるストレス反応の比較 

 

次に車道幅員の異なる 2 つの街路での路上駐停車によるストレス反応を比較した．対象

とした街路は図 3-4 である．対向車や歩行者・自転車などの影響を受けていないサンプルの

みを取り扱うこととし，路上駐停車による RR 間隔変化のｚ得点をまとめたものが表 3-4 で

ある．z 得点が-1.65 より小さい数値に網掛けをしている．運動公園南コースと津島コースで

各被験者のｚ得点の比較をすると，被験者 No.2， 15，26，39 の人は，津島コースのみでｚ

得点が-1.65 未満となっており，より強いストレスを感じたということが示された． 

対向車の分析と同様に，それぞれの通りでの路上駐停車の位置別に，路上駐停車視認回数

表 3-4 路上駐停車すれ違いによる RR 間隔変化から算出されたｚ得点表 

 

被験者
No.

駐停車位置 ｚ得点 駐停車位置 ｚ得点

2 右 -0.994 右 -4.127
2 左 -1.113 左 -2.130
4 右 -1.796 左 -0.851
4 右 -2.055 ― ―
4 右 0.520 ― ―
4 右 -0.805 ― ―
4 右 -1.100 ― ―
5 右 -1.308 左 -0.809
5 右 -1.531 左 -2.629
5 右 -3.418 左 -1.350
5 右 -0.745 左 -0.084
5 ― ― 左 -6.730
7 右 0.147 右 0.011
15 右 -0.969 左 -1.671
15 ― ― 左 -1.798
16 左 -5.569 右 -2.469
16 左 -0.674 ― ―
16 右 0.362 ― ―
16 左 -0.878 ― ―
16 左 -1.720 ― ―
26 右 -0.368 左 -3.466
39 右 -1.371 左 -2.108
39 ― ― 左 -2.904
40 右 0.130 右 0.376
40 右 -0.467 ― ―
40 右 -1.506 ― ―
40 右 -0.243 ― ―
41 右 -3.072 右 -2.084
41 右 -2.807 ― ―
41 右 -0.688 ― ―

z得点<-1.65

運動公園南コース 津島コース
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と z 得点の関係をまとめたものが表 3-5 である．両コースともに駐車位置が左側の時により

強いストレスを感じる傾向が示されており，コース間を比較した場合，車道幅員が狭い津島

コースの方が，より強いストレスを受けていることが示されている． 

 

第 4 項 ハンプ走行時のストレス反応に関する分析 

ハンプは生活道路において，歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために，車道に設

置される凸部のことで，平成 28 年 3 月末に，ハンプに関する技術基準が制定されるなど，

国内で生活道路内の安全施策として注目を集めている．ここでは，ハンプでのストレス反応

を検証した． 

今回対象としたハンプは，運動公園南コースに設置されており，その様子を図 3-5 に示

す．今回の対象地では，ハンプ走行後に右カーブがあり，さらにカーブの始点に横断歩道が

設置されている． 

 

ハンプがドライブレコーダーで確認できるのが，ハンプに車体が乗り上げる約 10 秒前で

あり，それ以降にハンプ視認による影響が考えられる．また，ハンプ通過時にストレスを受

ける場合，10 秒程度でストレス反応が現れるため，合計ハンプ走行前後 20 秒間での RR 間

隔の 小値を，それ以前の区間内の RR 間隔をもとにｚ得点化し，ハンプに対してドライバ

ーが強くストレスを感じるかを検証する．ハンプのみの影響を見るため，対向車，路上駐停

車，歩道以外にいる歩行者・自転車，道路横断者などの影響を受けていないサンプルのみを

表 3-5 路上駐停車すれ違い回数とｚ得点の関係 

 

 

図3-5 運動公園南コースのハンプ 

回数
ｚ得点
平均値

ｚ得点-1.65
未満の割合

右 22 -1.095 23%
左 5 -1.991 40%
右 5 -1.659 60%
左 12 -2.211 67%

運動公園南コース

津島コース
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取り扱うこととした．表 3-6 に今回の調査で計測された RR 間隔の z 得点及び，ハンプ前後

での走行速度の変化を示した．速度に関しては，すべての被験者同一のドライブレコーダー

によって観測された速度の値を使用している．また速度観測は，ハンプまでの直線区間及び，

ハンプ走行後の右カーブ直前までの区間で計測した．表 4-6 から，ハンプ直前までにすべて

のサンプルで速度が低下していることがわかる．ｚ得点に着目すると，ハンプを通行する際

に強いストレスが観測されたのは 1 サンプルのみとなっている．ドライバーが強いストレ

スを受けて走行すると，運転操作ミスを引き起こす可能性があることを考慮すると，ハンプ

は自動車の走行速度が下がったうえで，ドライバーにも過剰なストレスがかかりにくい有

効な交通安全対策となりうることが示唆された．8 サンプル中 6 サンプルではブレーキを踏

んで速度を落としている．被験者に着目すると，被験者 No.9，33 の人は数回通った後でも

ハンプに対してブレーキを踏んでいるが，被験者 No.13 の人に関しては，3 周目でも 5 周目

でも踏んでいないため，同じハンプを通り，速度を落としていても，ブレーキを踏むことに

は個人差が大きく影響していることが示唆される． 

次に，速度の増減と街路状況を図 3-6 に示す．全体的にカーブ終わりから「凹凸あり」と

いう路面標示までで加速し， 高速度を記録している．「凹凸あり」という路面標示からハ

ンプまでの間に減速が見られ，ハンプ直後に 低速度を記録するものが多い．図 3-7 にはハ

ンプ後に加速した 2 サンプルを示している．この結果から，この 2 サンプルはこの通りを

走行する際，ハンプに対して速度を落とし，ハンプ通過後アクセルを踏み速度を上げている

ことが示された．次に，図 3-8 にハンプ後も速度減少が見られるサンプルを示している．ハ

ンプに対しても速度を落とす傾向がみられるが，ハンプ後のカーブに対しても減速してい

ると示唆される． 

 

 

 

 

 

表 3-6 ハンプ走行時のストレス値と自動車速度の比較表 

 

被験者
No.

周回数 ｚ得点
ブレーキの有無
（ハンプ直前）

高速度
（km/h)

低速度
（km/h)

減少率

ハンプ直前
の速度
（km/h)

ハンプ直前まで
の減少率

9 2 -1.42 有 33 18 45% 26 21%
9 5 -1.34 有 37 18 51% 22 41%
13 3 -1.19 無 35 27 23% 30 14%
13 5 -0.48 無 29 24 17% 25 14%
20 5 -1.09 有 36 16 56% 32 11%
33 2 -1.36 有 34 12 65% 30 12%
33 3 -1.81 有 35 22 37% 30 14%
33 5 -1.35 有 33 23 30% 30 9%

z得点＜-1.65
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図3-6 自動車の速度の増減と街路状況 

 

図3-7 ハンプ走行直後に加速したサンプル 

 

図3-8 ハンプ走行直後も減速しているサンプル 
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第 4 節 本章のまとめ 

 

 本章では，ホルター心電計を用いドライバーの生体反応を観測することで，生活道内走行

時の対向車・路上駐停車とのすれ違いや，生活道路内に設置したハンプ走行時のドライバー

の過剰なストレスの有無について明らかにした．具体的には以下に示すような知見が得ら

れた． 

1. ストレス指標としての RR 間隔の信頼性の検討を行ったところ，狭幅員の生活道内で対

向車・歩行者とすれ違った際に心拍の RR 間隔の減少が見られた． 

2. RR 間隔の変化から z 得点を算出し，対向車とすれ違う際の過剰なストレス反応の分析

を運動公園南コースと津島コースで比較を行ったところ，車道幅員の狭い津島コース

の方が，過剰なストレス反応が計測された． 

3. 路上駐停車視認について，運動公園南コースと津島コースで比較を行った．その結果，

両コースともに駐車位置に関しては左側の時に過剰なストレス反応が表れる傾向が示

され，コース間比較では，車道幅員が狭い津島コースの方が，過剰なストレス反応が計

測された． 

4. 交通安全対策である「ハンプ」走行時の過剰なストレス反応と，自動車の速度比較分析

において，すべてのサンプルで走行速度が低減していることが確認できた．一方でスト

レス反応に関しては，過剰なストレス反応を示したサンプルは 1 つのみであり，ハンプ

が有効な交通安全対策になりうることが示された． 

5. 「ハンプ」走行時の街路状況と速度を比較してみると，ハンプに対して減速することが

分かったが，ハンプ後のカーブや横断歩道に対しても減速し続けるサンプルも見受け

られた． 

 

＜参考文献＞ 

 

1） 橋本 成仁・海野 遥香(2016)，「RR 間隔を用いた生活道路内走行時のドライバーのスト
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第 4 章 ドライバーの意識に着目した有効な交通安全対策の検討 1）2） 

 

第 1 節 概説  

 

前章でも述べている通り，我が国における交通事故の発生件数は減少しているが，依然と

して自動車の交通安全対策が必要である．事実を受け，我が国では様々な交通安全対策の実

施や，自動ブレーキシステムの導入が進んでおり，ドライバーの意識に着目した研究も多く

みられる．また，国外の研究でも危険度の高いドライバーを効率的に割り出す仕組みを作成

するための研究や，性別などの個人属性に着目し，交通事故との関連を分析している研究な

どがみられる．しかし，より有用な交通安全対策を考えるうえでも，個人属性や運転経験，

運転の個人特性に加え，個人の性格を表す指標や社会的な繋がりを示す指標などとの関連

も把握することが重要だと考えた． 

そこで本章では，まず，ドライバーの意識，運転経験や個人の特性，ソーシャル・キャピ

タル（社会的な繋がりを示す指標）による安全意識の差異を把握することを目的とする． 

それに加えて，生活道路交差点における交通安全対策のドライバーに対する効果を明ら

かにすることで，対策を導入する際に 大限効果が現れる 適な組み合わせを検討する材

料となると考えられる． 

 

第 2 節 ドライバーの運転意識調査概要と使用データ  

 

 本分析では，全国を対象として Web 調査を実施した． 

アンケート調査の概要を表 4-1 に示す．調査モニタにアンケート配信を依頼しているため，

調査期間は短い．回答希望数を 500 と設定し，年齢別構成比は日本の普通車以上の免許保有

率を反映した．正確に運転意識の傾向を把握するために，自動車運転を「ほぼしない」と回

答したサンプルを除外し，338 サンプルを分析対象サンプルとした．対象者は 20～50 代の

男女で，60 代以上は年齢による要因が生まれることを考慮し，対象としていない．主な調

査項目は，自動車運転に関する意識，運転経験・運転経歴，個人属性となっている． 

 

表 4-1 アンケート調査概要 

 

調査名
ドライバーの自動車運転マナーと

意識に関するアンケート

調査期間 2017年4月7日
回答数 449

分析対象サンプル数 338
形式 Web調査

対象 20代～50代の普通車以上の運転免許所有者

主な調査項目
自動車運転に関する意識・経験・経歴

個人属性
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第 3 節 ドライバーの自動車運転意識の傾向把握  

 

本節では，まず，回答者にどのような自動車運転意識の傾向があるのかを把握し，因子分

析，クラスター分析により運転意識の傾向による個人の類型化を行う． 

 

第 1 項 運転中の意識に関する集計結果 

 

 自動車運転中の意識に関する問の集計結果をまとめたものを図 4-1 に示す．「止まれで必

ず一時停止する」に「当てはまる」と回答した人が 40％を超えている．「当てはまる・やや

当てはまる」に着目すると，「安定した運転を心がけている」「緊急時以外急ブレーキを踏ま

ないように心がけている」などの項目で 80％を超えているが，「規制速度をいつも守ってい

る」や，「黄色信号で止まる」「道路標識の意味はすべて覚えている」に「当てはまる・やや

当てはまる」と回答した人は 50％程度であるという結果が示された． 

 

  

 

図4-1 運転中の意識に関する集計結果 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

速度規制をいつも守っている

速度メーターを常時確認しつつ運転する

安定した運転を心がけている

緊急時以外急ブレーキを

踏まないように心がけている

「止まれ」で必ず一時停止する

道路横断者がいたら必ず一時停止する

歩行者、自転車優先の運転を心がけている

歩行者、自転車を追い抜く際、徐行をする

黄色信号で止まる

発進する際、左右前後確認をする

路側帯にできるだけ進入しない

前方の車との車間距離は十分に保つ

対向車に道を譲る

道路標識の意味は全て覚えている

当てはまる やや当てはまる どちらともいえない あまり当てはまらない 当てはまらない

速度規制をいつも守っている

速度メーターを常時確認しつつ運転する

安定した運転を心がけている

緊急時以外急ブレーキを
踏まないように心がけている

「止まれ」で必ず一時停止する

道路横断者がいたら必ず一時停止する

歩行者、自転車優先の運転を心がけている

歩行者、自転車を追い抜く際、徐行をする

黄色信号で止まる

発進する際、左右前後確認をする

路側帯にできるだけ進入しない

前方の車との車間距離は十分に保つ

対向車に道を譲る

道路標識の意味は全て覚えている

当てはまる やや当てはまる どちらともいえない あまり当てはまらない 当てはまらない （N=338)

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

●当てはまる●やや当てはまる●どちらともいえない●あまり当てはまらない●当てはまらない
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第 2 項 運転意識の傾向による個人の類型化 

 

 普段の運転に関する質問項目より，運転意識の傾向を把握し，その構造を把握するため，

因子分析を行った． 

普段の運転に関する質問項目と，その因子分析の結果を表 4-2 に示す．因子は，固有値が 1

以上となるものを取り上げた．また，質問項目間のクロンバックの α係数は 0.8786 であり，

信頼性の高いアンケートデータであるといえる． 

 

第 1 因子は歩行者・自転車・自動車，また，街路状況や速度の項目で因子負荷量が高いこ

とから，「総合的注意軸」とした．第 2 因子は速度に注意をし，安定した走行を心がけてい

ることから，「速度注意軸」とし，第 3 因子は歩行者・自転車に注意をしていることが読み

取れるため，「歩行者・自転車注意軸」とした． 

続いて，表4-2に示した運転に関する項目によって得られた第1～3因子の因子得点を用い，

クラスター分析を行い，個人の類型化をした．クラスターの階層化は Ward 法，グループ間

の距離は平方ユークリッド距離を用い，個人を 4 クラスターに分類した．各クラスターの因

子得点の平均値および特徴を表 4-3 に示す． 

表 4-3 より，1 つ目のクラスターでは，すべての因子得点の平均値が高いことから，安全

運転を意識する群だということが読み取れる．2 つ目のクラスターでは速度注意軸の因子得

点平均値が高いことから，「速度重視型運転傾向」と名付け，3 つ目のクラスターでは，2 つ

表 4-2 運転意識傾向の因子分析結果 

 

第1因子 第2因子 第3因子

総合的
注意軸

速度注
意軸

歩行者・
自転車
注意軸

速度規制をいつも守っている 0.4474 0.2322 -0.0508

速度メーターを常時確認しつつ運転する -0.0401 1.0263 -0.0258

安定した運転を心がけている 0.2721 0.3904 0.1584

緊急時以外急ブレーキを踏まないように心がけている 0.1643 0.3006 0.0935

道路横断者がいたら必ず一時停止する 0.3382 0.0411 0.4427

歩行者、自転車優先の運転を心がけている -0.0012 0.0077 0.9979

歩行者、自転車を追い抜く際、徐行をする 0.5131 0.0754 0.2460

黄色信号で止まる 0.4300 0.1037 0.0959

発進する際、左右前後確認をする 0.5311 0.1520 0.0052

路側帯にできるだけ進入しない 0.5102 0.0161 0.1810

前方の車との車間距離は十分に保つ 0.8245 -0.0372 -0.0314

対向車に道を譲る 0.5806 0.0416 0.1813

道路標識の意味は全て覚えている 0.2913 -0.0153 0.1283

固有値 3.4807 1.4850 1.4568

寄与率 26.77% 11.42% 11.21%

累積寄与率 26.77% 38.20% 49.40%

調査項目
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目と違い，速度ではなく歩行者・自転車に注意していることが読み取れるため，「歩行者・

自転車注視型運転傾向」とした．4 つ目のクラスターは，すべての因子得点の平均値が低い

ため，「危険運転傾向」とした．これらの４つのクラスターは意識調査結果を用いて個人を

4 分類したため，「運転意識の傾向クラスター」とする． 

次に，クラスターの妥当性検討を行った．一元配置分散分析によって等分散性の検定を行

ったところ，等分散性の過程が棄却されたため，Kruskal-Wallis 検定により平均値の差の検

定を行ったところ，有意水準 1％で有意差が認められた．これにより，クラスターの妥当性

が示せた． 

次に，運転意識の傾向クラスターと，実際の運転に関連があるかどうかについて，検証を

行った．検証結果を図 4-2 に示す． 

独立性の検定の結果，P 値 0.0472 であり，有意水準 5％で統計的に有意な差があることが示

された．図 4-2 より，「危険運転傾向」クラスターは「１年以内に運転中に同乗者から注意

を受けたことがある」と答えている人が多く，「安全運転傾向」クラスターは「１年以内に

 
図4-2 運転意識の傾向と自動車運転中の同乗者からの注意の有無の関係 

表 4-3 運転意識傾向クラスター別因子得点平均値 

 

No.1 No.2 No.3

ｎ
総合的
注意軸

速度注
意軸

歩行
者・自
転車
注意軸

1 安全運転傾向 81 0.977 0.815 1.247
2 速度重視型運転傾向 119 -0.051 0.380 -0.019
3 歩行者・自転車注視型運転傾向 55 -0.148 -1.319 0.356
4 危険運転傾向 83 -0.782 -0.466 -1.426

因子

クラスター

青スケール：因子得点平均値（高)、赤スケール：因子得点平均値（低）
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運転中に同乗者から注意を受けたことがない」と答えている人が多いことが明らかとなっ

た．この結果より，実際の運転と運転意識に関連があるとし，運転意識の傾向予測モデル分

析を行うことを本章の目的とする． 

 

第 4 節 自動車運転意識傾向の予測モデル分析 

 

 本章では，第 3 節で類型化した「自動車運転意識の傾向」と，個人の性格を表す，「個人

志向性」，また，人の社会的な繋がりや，それに基づく住民相互の信頼関係，社会活動の社

会資本を捉えた指標である「ソーシャル・キャピタル」などとの関連を把握する．そしてそ

れらの結果を用いて，「自動車運転意識の傾向」にどのような要因が影響しているのかを把

握する． 

 

第 1 項 自動車運転意識の傾向と個人志向性の関連把握 

 

 本調査では個人の性格を表す指標として，「個人志向性・社会志向性 N 尺度」64）を用い

た．表 4-4 に個人志向性を判断する 6 項目を示しており，「あてはまる・ややあてはまる・

どちらともいえない・あまりあてはまらない・あてはまらない」の 5 段階で回答する項目で

ある．本調査での，この 6 項目間のクロンバックの α 係数は 0.7824 であり，信頼性の高い

アンケートデータであるといえる．この結果より，個人志向性が高いグループと低いグルー

プの 2 つに分けたものと，運転意識の傾向クラスターとの関係を図 4-3 に示す． 

 

図4-3 運転意識傾向と個人志向性の関係 
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 独立性の検定の結果，P 値 0.0344 であり，有意水準 5％で統計的に有意な差があることが

示された．図 4-3 より，個人志向性が高いグループは危険運転傾向の割合が高く，個人志向

性が低いグループは危険運転傾向の割合が低いことが示された． 

 

第 2 項 自動車運転意識の傾向とソーシャル・キャピタルの関連把握 

 

 本調査では，ソーシャル・キャピタル（以下 SC）を用い，社会的な繋がりや，それに基

づく信頼関係，社会活動を評価している．回答者の SC 構造を把握するため，因子分析を行

った． 

SC の調査項目と，その因子分析の結果を表 4-5 に示す．因子は累積寄与率が 50％以上と

なるように取り上げた．また，SC 質問項目間のクロンバックの α係数は 0.8053 であり，信

頼性の高いアンケートデータであるといえる． 

 第 1 因子は信頼に関する項目で特に因子負荷量が高いことから，「信頼軸」とした．第 2

因子は「地域のボランティア活動に参加している」という項目が特に高いことから，「社会

参加軸」とし，第 3 因子は「地域の清掃活動に参加している」という項目が特に高いことか

ら，「交流軸」とした． 

 

表 4-4 個人志向性項目 

 

表 4-5 SC 因子分析結果 

 

項目

周りのことを考えず、自分の思ったままに行動することがある
自分の性格は、わがままだと思う
個性が強すぎて、人とよくぶつかる
何ごとも独断で決めることが多い
自分中心に考えることが多い
人に合わせるよりは、たとえ孤独であっても自由なほうがよい

第1因子 第2因子 第3因子

信頼軸
社会参加

軸
交流軸

地域内に友人や親類がいる 0.3476 -0.0319 0.0750

隣人や地域住民とあいさつをする 0.5150 -0.1184 0.1868

地域の歴史や文化に関心がある 0.6121 0.0619 -0.0131

地域の行政を信頼している 0.6705 0.0771 0.0091

地域の住民を信頼している 0.8253 0.0609 -0.0229

地域内での生活に満足している 0.7173 -0.0277 -0.0474

地域の清掃活動に参加している 0.0474 0.0834 0.9313

地域のボランティア活動に参加している -0.0197 0.9717 0.0631

固有値 2.0271 0.6539 1.8616

寄与率 25.34% 8.17% 23.27%

累積寄与率 25.34% 33.51% 56.78%

調査項目
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 続いて，表 4-5 に示した SC 因子分析結果によって得られた第 1～3 因子の因子得点を用

い，クラスター分析を行い，個人の類型化をした．クラスターの階層化は Ward 法，グルー

プ間の距離は平方ユークリッド距離を用い，個人を 4 クラスターに分類した．各クラスター

の因子得点の平均値および特徴を表 4-6 に示す． 

 表 4-6 より，1 つ目のクラスターでは，すべての因子得点の平均値が高いことから，SC が

高いことが読み取れる．2 つ目のクラスターでは社会参加軸・交流軸の因子得点平均値が高

いことから，「社会参加・交流（高）」と名付け，3 つ目のクラスターは，「社会参加・交流

（低）」とした． 後のクラスターは，全因子得点の平均値が低いため，「SC（低）」とした． 

 次に，クラスターの妥当性検討を行った．一元配置分散分析によって等分散性の検定を行

ったところ，等分散性の過程が棄却されたため，Kruskal-Wallis 検定により平均値の差の検

定を行ったところ，有意水準 1％で有意差が認められた．これにより，クラスターの妥当性

が示せた． 

次に，自動車運転意識の傾向と SC の関係を図 4-4 に示す．独立性の検定の結果，P 値

0.0000 であり，統計的に有意な差があることが示された．図 4-4 より，SC が高いグループ

は安全運転傾向の割合が高く，また，危険運転傾向の割合が低いことが示された．また，図

表 4-6 SC クラスター別因子得点平均値 

 

 
図4-4 運転意識の傾向とSCの関係 

No.1 No.2 No.3

ｎ 信頼軸
社会参加

軸
交流軸

1 SC（高） 51 0.835 0.644 1.599
2 社会参加・交流（高） 97 0.202 1.017 0.396
3 社会参加・交流（低） 107 0.157 -0.523 -0.306
4 SC（低） 83 -0.951 -0.909 -1.052

因子

クラスター

青スケール：因子得点平均値（高)、赤スケール：因子得点平均値（低）
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4-4 の右側に各クラスター間の独立性の検定結果を記している．これより，SC が高い人と

他のクラスターとの間に有意差があり，他のクラスター間には有意な差がないということ

が明らかとなった． 

以下の分析では，SC を「SC（高）」クラスターと他のクラスターで有意差があることが示

されているため，「社会参加・交流（高）」「社会参加・交流（低）」「SC（低）」を「SC（低）」

にまとめ，「SC（高）」「SC（低）」の 2 分類としている．また，目的変数である運転意識の

傾向は，4 クラスターのうちの 2 つ「速度重視型運転傾向」と「歩行者・自転車注視型運転

傾向」を「注意型運転傾向」にまとめ，「危険運転傾向」「注意型運転傾向」「安全運転傾向」

の 3 分類を用いた． 

 

第 3 項 数量化理論を用いた自動車運転意識の傾向の予測モデル分析 

 

 この節では，自動車運転意識の傾向にどのような要因が影響しているのかを把握する．具

体的には，個人属性，自動車運転に関する経験・経歴，また，前項までで関連が把握された

「個人志向性」と「SC」を説明変数とし，第 3 節で類型化した「自動車運転意識の傾向」を

表 4-7 目的変数と説明変数の残差分析結果 

 

安全運転
傾向

注意型運転
傾向

危険運転
傾向

性別

男性（n=200） 17.0% 53.0% 30.0%
女性（n=138） 34.1% 49.3% 16.7%

免許取得年数

１０年以内（n=63） 27.0% 36.5% 36.5%
１１年以上（n=275） 23.3% 54.9% 21.8%

運転頻度

ほぼ毎日（n=171） 18.1% 55.0% 26.9%
週２-３回以下（n=167） 29.9% 47.9% 22.2%
ヒヤリハットの回数（１年以内）

３回以上（n=92） 14.1% 58.7% 27.2%
２回以下（n=246） 27.6% 48.8% 23.6%
SC
SC（低）（n=287） 19.9% 52.6% 27.5%
SC（高）（n=51） 47.1% 45.1% 7.8%

個人志向性

個人志向性（高）（n=151） 19.9% 48.3% 31.8%
個人志向性（低）（n=187） 27.3% 54.0% 18.7%

ボールド ：1%有意

**

*0.0162

自動車運転傾向

0.0000 **

*0.0168

0.0385 *

*0.0345

0.0000

クロス集計表の残差分析

独立性の検定 **：1%有意,*：5%有意

：5%有意

青字：割合が高い　赤字：割合が低い

P値
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目的変数として，数量化Ⅱ類を用いた分析を行った． 

表 4-7 に目的変数である「自動車運転意識の傾向」と説明変数間の独立性の検定・残差分

析結果をまとめたものを示す．表より，数量化Ⅱ類に用いる目的変数と 6 つの説明変数の独

立性の結果より，P 値はそれぞれ 5％有意，1％有意を示しており，有意差が確認された．ま

た，説明変数間の相関に関しては，多重共線性を考慮し相関係数が 0.45 を超えるものを除

外して分析を行っている． 

 図 4-5 に自動車運転傾向の予測モデル分析結果を示す．運転意識の傾向には，性別，1 年

以内のヒヤリハットの回数，SC といった要因が大きく影響することが明らかとなった．ア

イテムレンジに着目すると，性別は女性よりも男性の方が危険運転意識の傾向にあり，運転

頻度は「ほぼ毎日」と答えている人の方が「週 2-3 日以下」と答えている人より危険運転意

識の傾向にあることが読み取れる．1 年以内にヒヤリハットの回数が 3 回以上あった人は，

危険運転意識の傾向が強いことが明らかとなった．また，「SC（高）」のグループは，安全運

転意識が強いことが読み取れる．この理由としては，社会的なつながりや人との信頼関係を

強く持っている人は，運転する際，他車や歩行者など相手のことを常に気遣っていることが

考えられる．個人志向性では，個人志向性の高い人が危険運転意識の傾向にあることが明ら

かとなった． 

 

図4-5 自動車運転意識傾向の予測モデル分析 

-1.0000 -0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000

男性

女性

10年以内

11年以上

ほぼ毎日

週2-3回以下

3回以上

2回以下

SC（低）

SC（高）

個人志向性（高）

個人志向性（低）

的中率：49.41％
相関比：0.1405

＜軸の重心＞
危険運転：-0.4381
注意型運転：-0.0762
安全運転：0.6126

性別

危険運転 安全運転

1.0461

0.0121

0.4338

1.8099

運転頻度

SC

個人
志向性

0.6375

ヒヤリハットの回数
（1年以内）

0.5530

免許取得
年数

アイテムレンジ

男性

女性

１０年以内

１１年以上

ほぼ毎日

週2-3回以下

3回以上

2回以下

SC（低）

SC（高）

個人志向性（高）

個人志向性（低）
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第 5 節 交差点での止まる意識に関する調査概要と使用データ 

 

 本研究では，全国を対象として Web アンケート調査を実施した．アンケート調査の概要

を表 4-8 に示す．この調査会社では，回答者の年齢及び性別といった個人属性を事前に把握

している．回答者の年齢別構成比は日本における普通車以上の免許保有率を反映した．運転

意識の傾向及び事故経験の正確なデータを得るため，免許保有の有無に関する質問を行い，

質問に関して「持っていない」かつ事故経験に関して「答えたくない」と回答したサンプル

を除外し，450 サンプルを分析対象サンプルとした． 

 また，アンケートに用いた街路は，幅員が 5m の車道，両側に幅員 1m の路側帯を配置し

た．車道幅員は，警察庁による生活道路の定義として車道幅員が 5.5m 未満であること，ま

た路側帯は道路交通法の基準を参考にして幅員を設定した．街路の状況としては，生活道路

同士の一時停止規制のある交差点において，非優先道路側を運転して交差点に進入する状

況を再現した街路図（静止画）を用いて調査を行った． 

 

第 6 節 交通安全対策の「止まる」意識への効果に関する分析 

 

第 1 項 交通安全対策の組み合わせパターンによる順位評価に基づいた分析 

 

 本節では，交差点に施された安全対策の一時停止意識に対する効果について分析を行っ

た．実験計画法に基づき作成した 8 種類の安全対策の組み合わせパターンの異なる街路図

を用いて，より止まろうと感じられる街路の順番を尋ね，コンジョイント分析を行った．作

成した街路の参考例を図 4-6 に示す． 

表 4-8 アンケート調査概要 

 

調査名
生活道路交差点での

出会い頭事故防止対策に関するアンケート

調査期間 2020年1月14日-15日

回答数 564

分析対象サンプル数 450

形式 Web調査

対象 20代～50代の普通自動車以上の運転免許保有者

主な調査項目

【問1】運転免許保有の有無
【問2】生活道路での事故経験の有無
【問3】交差点における止まる意識（運転者視点）
【問4】生活道路での経験・意識に関して
       意識項目：とてもそう思う ～ 全くそう思わない（5件法）
【問5】運転時の経験・意識に関して
   　  意識項目：とても当てはまる ～ 全く当てはまらない（5件法）
【問6】公共の場での行動基準に関して
       よく当てはまる ～ 全く当てはまらない（5件法）
【問7】個人属性
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 本調査では，生活道路において導入が比較的簡単である，ソフト面での交通安全対策を主

に対象とした．ここで，生活道路交差点での安全対策として交差点カラー舗装，止まれ標示

の強調，ボラードの設置，クロスマーク，道路外側線の延長（ドットライン），路側帯カラ

ー舗装の 6 つの対策に着目し，運転者の一時停止意識への効果について分析する． 

調査に用いた安全対策の組み合わせパターン別の街路図とその構成要素，コンジョイント

分析により得られた平均得点を表 4-9 に示す．街路図ごとの平均得点を見ると一番高い値

となったのは画像Aであり，これは因子に用いた対策全てが導入された条件のものである． 

 

 

 

表 4-9 交通安全対策組み合わせパターンの構成別街路図一覧 

 

 
図4-6 作成した街路図の参考例 
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コンジョイント分析結果より得られた各水準の部分効用値とアイテムレンジを図 4-7 に

示す．因子ごとの部分効用値を見ると，交差点カラー舗装を施すことが運転者の止まる意識

に も効果的であることが示された．その次に路側帯カラー舗装，止まれ標示の強調施策を

行うことが効果的であることが明らかになった．対して，ボラード，ドットライン及びクロ

スマークはアイテムレンジの値が他の対策に比べ小さく，あまり効果的ではないことが明

らかになった．部分効用値を見るといずれの因子においても水準が「あり」であることが止

まる意識を高める方向に相関があり，本研究で取り上げた安全対策を交差点に導入するこ

とが運転者の止まる意識に効果があることが示された． 

本調査の注意点として，VR 作成ソフトで作成された街路図を用いてアンケート調査を行

っており，実際に運転者が街路を通行した際の結果ではないことが留意すべき点として挙

げられる． 

  

 

図4-7 各水準の部分効用値及びアイテムレンジ 
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第 7 節 「止まる」意識に影響を及ぼす個人の特性に関する分析 

 

第 1 項 一時停止意識による回答者の分類 

 

 普段の運転意識の中で，止まる意識が低い人の特性を明らかにするため，『「止まれ」で必

ず一時停止する』項目の回答を用いた類型化を行った．図 4-8 に示す基礎集計結果を踏ま

え，「とても当てはまる」と回答した人を「一時停止意識（高）」，「やや当てはまる」と回答

した人を「一時停止意識（中）」，「どちらともいえない」以下と回答した人を「一時停止意

識（低）」として，個人を一時停止意識により 3 グループに類型化した．今回のアンケート

調査は運転行動ではなくあくまで運転意識について尋ねており，この結果が実際に個人の

一時停止行動を反映したものではないことは留意すべき点である． 

 

第 2 項 一時停止意識と個人の特性との関連分析 

 

 第 1 項で分類された回答者の特性を把握するため，一時停止意識と他の調査項目との関

連をクロス集計により分析した．これ以降の分析では，生活道路に対する意識及び運転意識

項目に対する回答に関して，「とても当てはまる」と「やや当てはまる」を合わせて「当て

はまる」，「あまり当てはまらない」と「全く当てはまらない」を合わせて「当てはまらない」，

「どちらともいえない」「あまり当てはまらない」及び「全く当てはまらない」を合わせて

「どちらともいえない以下」と表記する． 

個人属性項目及び事故経験との関連を表 4-10 に示す．個人属性項目において，性別及び

免許取得年数との関連が見られた．性別に関しては，一時停止意識が低い人は女性に比べ男

性の方が多い傾向が見られた．免許取得年数に関しては，一時停止意識の高い人ほど運転歴

 

図4-8 質問項目『「止まれ」で必ず一時停止する』の基礎集計 

245 140 56 8 1
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(n=450)
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が長いことが伺えた．事故経験との関連より，一時停止意識が低い人ほど事故経験が多くな

る傾向が見られた． 

 

生活道路に対する意識とのクロス集計結果を表 4-11，運転意識とのクロス集計結果を表

4-12 に示す．生活道路に対する意識に関して，一時停止意識の高い人は，各項目に対して

全体的に肯定的な回答をしている割合が高く，反対に一時停止意識の低い人は否定的な回

答をしている割合が高いことが示された．これより，一時停止意識が低くなるにつれ生活道

路を居住者の生活空間として捉えている割合が減少することが示された．運転意識に関し

ても生活道路に対する意識項目での結果と同様に，一時停止意識の高い人は全体的に肯定

的な回答をしている割合が高く，一時停止意識の低い人は否定的な回答をしている割合が

高いことが示された．従って，一時停止意識の低い人は一時停止意識の高い人に比べて安全

に運転する意識が低いことが伺える． 

  

表 4-10 一時停止意識と個人属性及び事故経験との関連 

 

独立性の検定 **：1%有意，*：5%有意クロス集計の残差分析

：1%有意 青字：割合が高い

：5%有意 赤字：割合が低い

ボールド

高 中 低

n=245 n=140 n=65

男性 (n=246) 52.2% 51.4% 70.8%
女性 (n=204) 47.8% 48.6% 29.2%

ある (n=33) 4.1% 8.6% 16.9%
ない (n=417) 95.9% 91.9% 83.1%

免許取得年数 n=241 n=136 n=63
10年未満 (n=85) 14.9% 24.3% 25.4%
10年以上20年未満 (n=94) 20.7% 18.4% 30.2%
20年以上 (n=261) 64.3% 57.4% 44.4%

0.0200 *

性別

0.0186 *

事故経験

0.0016 **

一時停止意識

P値
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表 4-11 一時停止意識と生活道路に対する意識との関連 

 

独立性の検定 **：1%有意，*：5%有意クロス集計の残差分析

：1%有意 青字：割合が高い

：5%有意 赤字：割合が低い

ボールド

高 中 低
n=245 n=140 n=65

とてもそう思う (n=106) 33.5% 10.7% 13.8%
ややそう思う (n=197) 41.2% 57.1% 24.6%
どちらともいえない (n=123) 21.6% 26.4% 50.8%
そう思わない (n=24) 3.7% 5.7% 10.8%

とてもそう思う (n=149) 44.1% 23.6% 12.3%
ややそう思う (n=169) 32.7% 52.9% 23.1%
どちらともいえない (n=110) 19.2% 18.6% 56.9%
そう思わない (n=22) 4.1% 5.0% 7.7%

とてもそう思う (n=115) 35.5% 15.0% 10.8%
ややそう思う (n=193) 39.6% 55.7% 27.7%
どちらともいえない (n=126) 23.3% 25.7% 50.8%
そう思わない (n=16) 1.6% 3.6% 10.8%

とてもそう思う (n=81) 26.5% 8.6% 6.2%
ややそう思う (n=129) 24.1% 37.9% 26.2%
どちらともいえない (n=180) 34.7% 40.7% 58.5%
そう思わない (n=60) 14.7% 12.9% 9.2%

一時停止意識
P値

生活道路は，自動車よりも歩行者や自転車が優先されるべき。

P<0.001 **

生活道路は，その地域の居住者の生活空間である。

P<0.001 **

生活道路は，抜け道として自動車で利用すべきではない。

P<0.001 **

生活道路は，自動車の円滑な移動よりもその地域の居住者の生活環境とし
ての機能が優先されるべき。

P<0.001 **
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表 4-12 一時停止意識と運転意識との関連 

 

独立性の検定 **：1%有意，*：5%有意クロス集計の残差分析

：1%有意 青字：割合が高い

：5%有意 赤字：割合が低い

ボールド

高 中 低
n=245 n=140 n=65

とても当てはまる (n=76) 29.0% 3.6% 0.0%
やや当てはまる (n=187) 42.9% 47.9% 23.1%
どちらともいえない (n=135) 17.6% 40.0% 55.4%
当てはまらない (n=52) 10.6% 8.6% 21.5%

とても当てはまる (n=119) 41.6% 11.4% 1.5%
やや当てはまる (n=218) 44.9% 64.3% 27.7%
どちらともいえない (n=96) 11.0% 20.0% 63.1%
当てはまらない (n=17) 2.4% 4.3% 7.7%

とても当てはまる (n=174) 57.1% 22.1% 4.6%
やや当てはまる (n=212) 38.4% 68.6% 33.8%
どちらともいえない (n=57) 4.5% 7.1% 55.4%
当てはまらない (n=7) 0.0% 2.1% 6.2%

とても当てはまる (n=179) 58.8% 20.0% 10.8%
やや当てはまる (n=173) 29.8% 57.1% 30.8%
どちらともいえない (n=71) 6.5% 15.0% 52.3%
当てはまらない (n=27) 4.9% 7.9% 6.2%

とても当てはまる (n=145) 48.2% 17.1% 4.6%
やや当てはまる (n=178) 33.5% 59.3% 20.0%
どちらともいえない (n=101) 12.7% 19.3% 66.2%
当てはまらない (n=26) 5.7% 4.3% 9.2%

とても当てはまる (n=138) 51.0% 7.9% 3.1%
やや当てはまる (n=204) 39.2% 64.3% 27.7%
どちらともいえない (n=96) 7.8% 25.7% 63.1%
当てはまらない (n=12) 2.0% 2.1% 6.2%

とても当てはまる (n=174) 56.3% 22.9% 6.2%
やや当てはまる (n=183) 34.7% 58.6% 24.6%
どちらともいえない (n=76) 7.8% 15.0% 55.4%
当てはまらない (n=17) 1.2% 3.6% 13.8%

とても当てはまる (n=66) 23.3% 5.0% 3.1%
やや当てはまる (n=156) 38.8% 37.9% 12.3%
どちらともいえない (n=185) 29.0% 47.9% 72.3%
当てはまらない (n=43) 9.0% 9.3% 12.3%

とても当てはまる (n=176) 61.6% 16.4% 3.1%
やや当てはまる (n=174) 29.8% 60.0% 26.2%
どちらともいえない (n=85) 6.5% 21.4% 60.0%
当てはまらない (n=15) 2.0% 2.1% 10.8%

とても当てはまる (n=168) 55.9% 17.9% 9.2%
やや当てはまる (n=201) 37.1% 65.7% 27.7%
どちらともいえない (n=68) 4.9% 15.7% 52.3%
当てはまらない (n=13) 2.0% 0.7% 10.8%

とても当てはまる (n=165) 56.3% 18.6% 1.5%
やや当てはまる (n=200) 38.4% 60.7% 32.3%
どちらともいえない以下 (n=85) 5.3% 20.7% 66.2%

とても当てはまる (n=83) 28.6% 9.3% 0.0%
やや当てはまる (n=210) 44.9% 57.1% 30.8%
どちらともいえない (n=141) 24.9% 28.6% 61.5%
当てはまらない (n=16) 1.6% 5.0% 7.7%

とても当てはまる (n=37) 14.7% 0.7% 0.0%
やや当てはまる (n=153) 35.5% 38.6% 18.5%
どちらともいえない (n=171) 29.4% 41.4% 63.1%
あまり当てはまらない(n=74) 16.7% 17.1% 13.8%
全く当てはまらない(n=15) 3.7% 2.1% 4.6%

速度規制をいつも守っている。

P<0.001 **

一時停止意識
P値

速度メーターを常時確認しつつ運転する。

安定した運転を心掛けている。

P<0.001 **

緊急時以外急ブレーキは踏まないよう心掛けている。

P<0.001 **

路側帯にはできるだけ進入しない。

対向車に道を譲る。

道路標識の意味はすべて覚えている。

道路横断者がいたら必ず一時停止意識する。

歩行者、自転車優先の運転を心掛けている。

歩道のない道路で歩行者・自転車を追い抜く際は徐行する。

前方の車との車間距離は十分に保つ。

P<0.001 **

P<0.001 **

P<0.001 **

P<0.001 **

P<0.001 **

P<0.001 **

P<0.001

黄色信号で止まる。

発進する際、前後左右確認をする。

**

P<0.001 **

P<0.001 **

P<0.001 **
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第 3 項 行動基準尺度と関連分析 

 

 本調査では，個人の行動基準を測定するため，行動基準尺度 3)と呼ばれる心理測定尺度を

用いた．この尺度は心理学分野の文献で多用されており，例えば菅原ら 4) 5)の研究では，公

共場面において迷惑・非行行為を行いがちな個人の傾向を行動基準という観点から明らか

にしている．また，尺度が適用できる対象年齢が，本アンケート調査の対象者年齢層と適合

していたため，本研究での行動基準を測定する尺度として行動基準尺度を使用した． 

本章の目的は一時停止意識によって類型化された個人の特性を把握することであり，行

動基準尺度に基づいて表される「自分本位」「仲間的セケン」「地域的セケン」「他者配慮」

「公共利益」といった個人差により，交通安全に関する行動に差異が見られるのではないか

と仮説を立て，アンケート調査を行った． 

行動基準尺度の全調査項目を表 4-13 に示す．各項目は「よく当てはまる（5 点）」から「全

く当てはまらない（1 点）」の 5 件法で尋ねており，個人を分類するため各下位尺度を因子

として合計得点を算出し，クラスター分析を行った．クラスターの階層化は Ward 法，グル

ープ間の距離は平方ユークリッド距離を用いて，個人を 3 グループに分類した．各グループ

の因子得点を表 4-14 に示す．分析結果より，グループ 1 では「自分本位」軸において平均

点が他のグループに比べ も高く，また「仲間的セケン」の平均点も高いため「自分本位・

仲間意識型」とした．グループ 2 では全ての因子軸において平均点が高くなっているため

「全体意識型」とした．グループ 3 では「地域的セケン」軸，「他者配慮」軸，「公共利益」

軸において平均点が高い値であるため「地域・他者・公共意識型」とした．  

各クラスターで正規性の検定を行ったところ正規性が確認されなかったため，Kruskal-

表 4-13 一時停止意識と運転意識との関連 

 

下位尺度 調査内容
お金さえはらえば何をしても許される
法律に違反さえしなければ、後は個人の自由だ
人に怒られなければ何をしてもよいと思う
何をしようが自分の勝手だと思う
何か問題を起こして近所の噂になるのは嫌だ
周りから変な人と思われないように気を付けている
警察につかまったら、恥ずかしくて世の中に顔向けできない
世間から笑われるようなことだけはしたくない
友だちのみんながやっていることに乗り遅れたくない
友だちがみんなで悪いことをしているのに自分だけ裏切れない
悪いことでもみんなで一緒にやれば平気でできてしまう
仲間がみんなやっているのに自分だけやらないのは恥ずかしい
自分が誰かの迷惑になっていないか常に気を遣う
見知らぬ人に対してでも相手の立場になって考える
他人に迷惑がかかりそうなら身勝手な行動は慎む
大勢の人がいる場所ではお互い同士もっと気を遣うべき
みんなで話し合って決めたことは守らなければならない
どんな人に対しても、人権を尊重する
仲間と考えが違っても、それぞれの意見を大切にする
多数の人の意見だけでなく、少数の意見にも耳をかたむけるべき

自分本位

地域的セケン

仲間的セケン

他者配慮

公共利益
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Wallis 検定によりクラスター間の因子得点の平均値の差の検定を行った．その結果，1%有

意水準で統計的な差が示された．また，Steel-Dwass 検定による多重比較を行った結果，全

ての対照群同士において 1%有意水準で統計的な差が見られたため，クラスターの妥当性が

示された． 

停止意識と行動基準尺度により分類されたグループとの関連を図 4-9 に示す．一時停止

意識が高い人は地域・他者・公共意識型が有意に多く，また自分本位・仲間意識型が有意に

少ないことが分かった．反対に，一時停止意識が低い人は自分本位・仲間意識型が有意に多

く，全体意識型が有意に少ないことが示された． 

 

第 4 項 一時停止意識と個人の特性との関係性 

 

 本項では第 2 項，第 3 項で明らかにした個人の特性を踏まえ，数量化理論を基にした数

量化モデルを作成し，各特性と一時停止意識との相関関係を分析した． 

目的変数を一時停止意識とし，説明変数を個人属性項目の中から事故経験，生活道路に対

表 4-14 行動基準尺度クラスター別因子得点の平均値 

 

 

図4-9 一時停止意識と行動基準尺度との関連 

自分
本位

地域的
セケン

仲間的
セケン

他者
配慮

公共
利益

1 自分・仲間意識型 107 11.682 12.093 11.636 12.131 12.308

2 全体意識型 122 10.172 17.443 12.066 16.721 16.418

3 地域・他者・公共意識型 221 7.312 15.000 7.448 15.597 15.213

グループ
No.

クラスター名 n
因子

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一時停止意識

（高）(n=245)

一時停止意識

（中）(n=140)

一時停止意識

（低）(n=65)

自分・仲間意識型

全体意識型

地域・他者・公共意識型

独立性の検定 P値：0.0000 1%有意

クロス集計の残差分析 **1%有意 *5%有意

(+)割合が高い (-)低い

**(+)

**(+) *(-)

**(-)
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する意識及び運転意識，行動基準尺度に基づいて分けられたクラスターとして数量化Ⅱ類に

より分析を行った．分析結果として，アイテムレンジ，カテゴリ数量，相関比等を図 4-10

に示す． 

分析の結果，アイテムレンジより運転意識に関する項目が一時停止意識に大きく関係し

ていることが分かった．中でも，安定した運転を心掛けていることが一時停止意識を高める

方向に も高い相関が見られた．従って，一時停止意識の低い個人の特筆すべき特性として，

安全に運転する意識が低いということが明らかになった．運転意識項目に次いで，行動基準

尺度のアイテムレンジの値が大きくなっている．ここでは地域・他者・公共意識型であるこ

とが一時停止意識を高める方向に，対して自分本位・仲間意識型であることが一時停止意識

を低下させる方向に相関が見られた． 

 
図4-10 一時停止意識に関する数量化モデル 

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

ある

ない

自分本位・仲間意識型

全体意識型

地域・他者・公共意識型

当てはまらない

どちらともいえない

やや当てはまる

とても当てはまる

当てはまらない

どちらともいえない

やや当てはまる

とても当てはまる

どちらともいえない以下

やや当てはまる

とても当てはまる

そう思わない

どちらともいえない

ややそう思う

とてもそう思う

事
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。

事故経験

安定した運転を
心掛けている

速度規制を
いつも

守っている

行動基準
尺度

0.3280

0.5507

1.3151

1.2181

高
一時停止意識

アイテムレンジ 低

精度
相関比η2：0.4589

0.5650

前方の車との
車間距離は十
分に保つ

生活道路は
その地域の居住
者の生活空間で

ある

0.2958

(n=450) 各群の重心
一時停止意識（高）： 0.4900
一時停止意識（中）：-0.1682
一時停止意識（低）：-1.4847

判別的中率
一時停止意識（高）：66.53%
一時停止意識（中）：73.75%
一時停止意識（低）：70.77%

全体 ：69.33%
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数量化モデルの結果を踏まえ，一時停止意識を低める方向に相関が見られた特性のある

個人に効果的な対策を行うことが，生活道路における安全対策として重要であるといえる． 

 

第 5 項 一時停止意識による安全対策の効果の変化 

 

 本節では，一時停止意識により類型化された個人に着目し，コンジョイント分析を行った．

その結果を全体での分析結果と比較することで，一時停止意識の低い人に対してより効果

的である対策を分析した． 

 コンジョイント分析により得られた各対策のアイテムレンジ，決定係数等を一時停止意

識のグループごとに比較したものを表 4-14 にまとめる．比較結果より，全体的に止まる意

識に も影響を及ぼすのは交差点カラー舗装であることが示された．その次に影響力が大

きいのは，全体及び一時停止意識（高），一時停止意識（中）においては路側帯カラー舗装

であるのに対し，一時停止意識（低）では止まれ標示の強調が位置している．これより，一

時停止意識の低い個人に対しては，路側帯カラー舗装よりも止まれ標示の強調施策を行う

ことが止まる意識を高めることに効果的であるといえる． 

  

表 4-14 一時停止意識による個人ごとのアイテムレンジ 

 

高 中 低

施策 交差点カラー舗装 交差点カラー舗装 交差点カラー舗装 交差点カラー舗装

アイテムレンジ 2.178 2.084 2.311 2.246

施策 路側帯カラー舗装 路側帯カラー舗装 路側帯カラー舗装 止まれ標示

アイテムレンジ 1.734 1.933 1.704 1.415

施策 止まれ標示 止まれ標示 止まれ標示 路側帯カラー舗装

アイテムレンジ 1.333 1.363 1.243 1.054

施策 ボラード ボラード ボラード ボラード

アイテムレンジ 0.429 0.471 0.418 0.292

施策 ドットライン ドットライン ドットライン ドットライン

アイテムレンジ 0.232 0.194 0.325 0.177

施策 クロスマーク クロスマーク クロスマーク クロスマーク

アイテムレンジ 0.039 0.029 0.086 0.023

決定係数 0.465 0.486 0.480 0.394

単相関係数 0.682 0.697 0.693 0.628

n 450 245 140 65

4位

5位

6位

精度

全体
一時停止意識

1位

2位

3位
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第 8 節 止まれ標示の強調方法による効果の違いに関する分析 

 

第 1 項 止まれ標示の強調方法による止まる意識への効果 

 

 第 7 節では，一時停止意識による個人の分類を行い，意識の低い人の特徴を明らかにし，

そうした意識の低い人の止まる意識に対してより効果的な安全対策を明らかにした．その

結果，一時停止意識（高）及び一時停止意識（中）の人に比べ，一時停止意識意識（低）の

人は止まれ標示の強調施策を行うことが，路側帯カラー舗装よりも効果的であることが示

唆された．前節での分析では，実験計画法に基づいた安全対策の組合せパターンの制限から，

1 種類のみの強調方法で調査を行った．しかし，より効果的な強調方法は何かを模索するた

め，本節では，止まれ標示の強調方法に着目し，強調方法の違いによる運転者の止まる意識

への効果の違いを検討する． 

 カラー舗装と強調線の組合せによる 3 種類の強調パターンを施した街路図と，止まれ標

示のみの街路図を用いて調査を行った．調査に用いた街路図を図 4-11 に示す．今回の調査

で用いた止まれ標示の強調方法は，一般的に見られる強調線に加え，止まれの効果をより高

めるために用いられているカラー舗装の 2 種類とした．止まれ標示の強調方法が異なる各

道路を自動車で運転する場合に，止まろうとより強く思うものに対して得点（1~10 点）で

評価してもらった． 

 

各道路の平均得点に違いがあるかを把握するため，平均値の差の検定を行った．各道路に

おける得点間で正規性の検定を行ったところ正規性が確認されなかったため，Friedman 検

定により各道路間の平均値の差の検定を行った．その結果を図 4-12 に示す．ここで，本調

査では各道路を全て違う得点で評価してもらうよう尋ねたため，2 種類以上の道路に対し同

じ得点を付けたデータは除外した．従って，分析対象としたサンプル数は 272 サンプルとな

 
図4-11 止まれ標示の強調方法の異なる街路図 
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っている． 

 止まれ標示のみの道路と止まれ標示の強調を行った他の 2 種類の道路の平均得点を比較

した結果，強調を施した全ての道路において，平均得点が止まれ標示のみの道路よりも高く，

また有意水準 1%で統計的に差があることが示された．また多重比較の結果，全ての道路組

合せにおいて，1%有意で平均得点に統計的な差があることが示された． 

 

第 2 項 止まれ標示の強調方法による止まる意識への効果 

  

本節では，個人の特性ごとに平均得点の差を把握し，強調方法による効果の違いを検討し

た． 

第 7 節において，一時停止意識の低い人は安全に運転する意識が低いという事が特筆す

べき特徴であるということが明らかになったため，運転意識に関する項目に対する回答ご

とに平均値の差の検定を行った．また，個人属性項目である運転頻度や事故経験に加え，子

供の有無といった家族構成によって運転時に気を付ける対象が変化しうる可能性を考慮し，

同様に平均値の差の検定を行った．個人属性項目による検定結果を表 4-15，運転意識項目

による検定結果を表 4-16 にまとめる．強調方法ごとに見た得点の平均値の傾向としては，

表 4-15 及び表 4-16 に示す全項目において，図 4-14 に示したように全体での結果と同様の

傾向が見られた．従って，止まれ標示ごとに比較した場合に平均値の高かった方の水準を色

 
図4-12 強調方法の違いによる平均値の差 
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付けで示している． 

個人属性項目に関しては，多くの組合せにおいて有意水準 1%で平均値に統計的な差が見

られたが，運転頻度が月に 1～3 日の人，事故経験がある人，小学生の子供を持つ人は，①

止まれ標示のみと④強調線のみの組合せにおいて，平均値に統計的な差が示されなかった． 

また，運転頻度が月に 1～3 日程度の人，事故経験がある人，小学生未満及び小学生の子

供を持つ人は，③カラー舗装のみと④強調線のみの組合せにおいても平均値に統計的な差

が示されなかった．運転意識項目に関して，どちらともいえない以下又は当てはまらないと

いった否定的な回答をした人は，②カラー舗装と強調線と③カラー舗装のみ，③カラー舗装

のみと④強調線のみの組合せにおいて平均値に統計的な差が示されなかった． 

以上の結果より，②カラー舗装と強調線及び③カラー舗装のみの強調方法に関しては，全

ての場合において①止まれ標示のみと平均値を比較した際に有意水準 1％で統計的な差が

示され，かつ平均得点が高いことが明らかになった．従って，上記の強調施策は個人特性に

よる影響を受けず，今回調査したアンケートの回答者全員の止まる意識に対して効果的で

あることが示された．対して④強調線のみの強調方法は，特定の個人特性において，①止ま

れ標示のみの道路に対する点数評価との平均値に統計的な差が示されない場合があった．

そのため，④強調線のみの強調施策は個人特性による影響を受け，止まる意識に対する効果

表 4-16 運転意識項目項目ごとの平均値の差の検定結果 

 

表 4-15 一時停止意識による個人ごとのアイテムレンジ 

 

：1%有意

：5%有意

：平均値の高い水準

当てはまる
どちらとも
いえない

当てはまら
ない

当てはまる
どちらともい
えない以下

当てはまる
どちらとも
いえない

当てはまる
どちらとも
いえない

n=163 n=77 n=32 n=220 n=52 n=237 n=35 n=229 n=43

①止まれ標示のみ ②カラー舗装と強調線 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001

①止まれ標示のみ ③カラー舗装のみ P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001

①止まれ標示のみ ④強調線のみ P<0.001 P<0.001 0.0328 P<0.001 P<0.001 P<0.001 0.0269 P<0.001 0.0134

②カラー舗装と強調線 ③カラー舗装のみ P<0.001 P<0.001 0.0856 P<0.001 P<0.001 P<0.001 0.0158 P<0.001 0.0134

②カラー舗装と強調線 ④強調線のみ P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001

③カラー舗装のみ ④強調線のみ P<0.001 P<0.001 0.0479 P<0.001 0.0509 P<0.001 0.2799 P<0.001 0.0347

安定した運転を心掛け
ている

前方の車との車間距
離は十分に保つ

水準1 水準2

速度規制をいつも守っている
緊急時以外急ブレーキは
踏まないよう心掛けている

：1%有意

：5%有意

ほぼ毎
日

週に1~3
日程度

月に1~3
日程度

ほぼ運
転しない

ある ない いない いる いない いる

n=103 n=73 n=28 n=68 n=16 n=256 n=37 n=235 n=29 n=243

①止まれ標示のみ ②カラー舗装と強調線 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001

①止まれ標示のみ ③カラー舗装のみ P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 0.0041 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001

①止まれ標示のみ ④強調線のみ P<0.001 P<0.001 0.1036 P<0.001 0.4373 P<0.001 P<0.001 0.0215 P<0.001 0.1096

②カラー舗装と強調線 ③カラー舗装のみ P<0.001 P<0.001 0.0219 P<0.001 0.2362 P<0.001 P<0.001 0.0215 P<0.001 0.1096

②カラー舗装と強調線 ④強調線のみ P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001

③カラー舗装のみ ④強調線のみ P<0.001 P<0.001 0.0822 P<0.001 0.2651 P<0.001 P<0.001 0.1389 P<0.001 0.1357

小学生の子供

水準1 水準2

運転頻度 事故経験 小学生未満の子供

：平均値の高い水準
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にばらつきがみられることが示された． 

 

第 9 節 本章のまとめ 

 本章では，ドライバーの意識，運転経験や個人の特性，ソーシャル・キャピタル（社会的

な繋がりを示す指標）による安全意識の差異を把握した． 

それに加えて，生活道路交差点における交通安全対策のドライバーに対する効果，ドライ

バーの特性に合わせた交通安全対策の検討を行った．以下に得られた知見を示す． 

1. 自動車運転中の意識に関する問の集計結果より，「安全運転傾向」「速度重視型運転傾向」

「歩行者・自転車注視型運転傾向」「危険運転傾向」の 4 つの運転意識の傾向を示すク

ラスターに分類し，運転経験や個人の特性，ソーシャル・キャピタル（社会的な繋がり

を示す指標）等との関連を把握した． 

2. 自動車運転意識傾向クラスターの予測モデル分析を行った結果，性別，1 年以内のヒヤ

リハットの回数，SC といった変数との関連が強くみられた． 

3. 自動車運転者に対して，交差点カラー舗装を施すことが止まる意識に も効果的であ

り，その次に路側帯カラー舗装，止まれ標示の強調を行うことが効果的であることが明

らかになった． 

4. 一時停止意識の低い個人の特性として，意識の低い人は性別では女性より男性，また事

故経験が多く，生活道路に対する意識が低いことが示された． 

5. 一時停止意識と個人の特性との関係性を分析した結果，運転意識に関する項目が一時

停止意識に対する影響力が も大きく，一時停止意識の低い人は安全に運転する意識

が低いことが明らかになった． 

6. 一時停止意識の低い個人に対しては，意識の高い人に比べて路側帯カラー舗装の効果

が小さく，代わりに止まれ標示の強調施策がより効果的であることが示された． 

7. 止まれ標示の強調方法ごとの止まる意識に対する効果として，カラー舗装及び強調線

の両方を施すこと，またはカラー舗装のみの方法であれば個人特性による影響を受け

ず，アンケート調査の回答者全員に効果的であることが示された．一方で，強調線のみ

の場合，個人特性により止まる意識に対する効果にばらつきがみられることが示され

た． 
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第 5 章 歩行者に対するドライバーのストレス反応・意識分析 1）2）3） 

 

第 1 節 概説  

 

本章では，第 3 章同様に，心拍の変動が精神的な負荷状態を表すストレス指標となること

を用いて，ドライバーの過剰なストレス反応を分析する．ドライバーの生体反応である心拍

挙動に着目し，生活道路内で歩行者とすれ違う際の，ドライバーにかかる過剰なストレスの

要因となる状況や街路条件を明らかにすることを目的とする．手法としては，自動車走行実

験を行い，医学研究でも運用実績のあるホルター心電計（Carpod：MEDILINK 社製）を用

い，運転時の心拍変動，ドライブレコーダーの映像により，生活道路内運転時のストレス反

応の要因について明らかにする． 

また，小学校低学年の幼い子どもの歩行中の交通事故での死傷者数が成人の約 2.5 倍であ

る事実を受けて 4），生活道路内の幼い子どもの歩行中の交通安全を確保することが重要な課

題となっていることがわかる．第 2 章の既存研究レビューより，生活道路の交通安全に関し

て研究が進められていること，ドライバーや地域住民の意識調査などにより安全対策につ

いて言及されていること，また，子どもの交通安全に関して挙動やデータにより研究が進め

られていることなどが読みとれる． 

しかし，子どもの歩行者を傷つける危険性のあるドライバーのストレス意識に着目し，子

どもの歩行者の交通安全を研究しているものを多くは見受けられない． 

本章の後半では，運転中に感じるリスクに対する意識を「ストレス意識」とし，子どもの

歩行者を生活道路内で視認した際のドライバーのストレス意識について検討を行う．また，

そのドライバーの基本属性や生活道路に対する意識，運転に関する意識の項目との関連に

ついて明らかにする． 

 

第 2 節 歩行者に対するストレス反応に関する分析 

  

本章で扱うドライバーの過剰なストレス反応は，第 3 章の実験と同様のデータを用いて

分析を行うため，説明を割愛する（実験の概要は第 3 章第 2 節参照）．本節では，生活道路

内走行時に歩行者とすれ違った事象に着目し，歩行者すれ違い時にドライバーに過剰なス

トレスがかかっているのか検証を行う．次に，過剰なストレスを与える予測モデル分析を行

う． 

 

第 1 項 歩行者すれ違い時のストレス指標の設定方法 

 

 図 5-1 に歩行者すれ違い時の RR 間隔の推移をグラフにあらわしたものを示す．グラフよ

り，歩行者を視認してから急激に RR 間隔の値が下がっていることが読み取れる．そこで本
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研究においても，RR 間隔がドライバーの運転時のストレスを読み取れる指標だと見なし，

ストレス反応について分析を進めることとした．なお，ストレス反応が見られたかどうかを

判断する基準として，本研究では以下のように z 得点を用いることとした． 

 医学系の知見として，心拍数の変化は刺激を受けてから交感神経を経由せずに 2 秒ほど

で起こるものと，交感神経を経由し 10 秒程度で現れるものの 2 種類があることが明らかに

なっている．今回の実験のデータより，歩行者を視認することでストレスを受けるのか，す

れ違うことでストレスを受けるのかを読み取ることが困難だったため，視認からすれ違い

終わるまでのどこかの時点でストレスを受けているとした．具体的には図 5-1 に示すよう

な値の取り方をしている．また，その時のコースの地図，すれ違い時の歩行者の様子も示し

ている．「歩行者視認～すれ違い終わるまで」と，「すれ違い後約 15 秒間」を合わせた時間

での RR 間隔の 小値を，歩行者の影響を受けた RR 間隔の値として用いた．歩行者により

ストレスを受けたとみられる RR 間隔の値と，歩行者を視認する前 15 秒間の RR 間隔の値

の平均値と標準偏差より z 得点を算出する．図 5-1 の時の特徴としては，高齢者が前を低速

で歩いており，幅員も狭いため追い抜くことができず被験者の車も低速で進むという状況

であった．z 得点は-5.353 を示しており，ストレスが高いことが読み取れる． 

  

第 2 項 歩行者すれ違い時の過剰なストレスの定義 

  

 自動車走行実験のドライブレコーダーの映像より，生活道路走行時に歩行者とのすれ違

いが見られたのは 84 サンプルあった．今回，アイマークカメラなどを使用しておらず，ド

ライバーが歩行者を視認したタイミングが明確に判定できないため，ドライブレコーダー

  

図5-1 歩行者すれ違い時の街路状況とRR間隔の変動 
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に歩行者が映り込んだタイミングを「歩行者を視認」したとみなした．歩行者に対しての正

確なストレスを把握するため，歩行者を視認してからすれ違い終わるまでに自転車，対向車，

路上駐停車などの要因が見られたサンプルは除外している．前述の算出方法で z 得点を算

出し，ヒストグラムにしたものを図 5-2 に示す．図の矢印に示す通り，値が小さくなるほど

過度なストレスがかかっていることを示す．信頼度 95％で母平均の推定を行い，下限値が-

2.3383 となった．今回の研究では，下限値以下の z 得点を示したサンプルを過度なストレス

を受けたサンプルとした． 

 

第 3 項 歩行者すれ違い時の過剰なストレス要因について 

  

 街路状況や歩行者の特徴，自動車の速度などが，過度なストレスを示したサンプルに大き

く影響していると考え，運転中の映像よりストレス要因となり得るものを列挙した．図 5-3

に，歩行者すれ違い時のドライブレコーダーのキャプチャ画像と，その画像から読み取れる

ドライバーのストレスとなり得る要因を示す．有効幅員は写真に示すように，車道幅員から

歩行者幅を引いて算出しており，この画像だと 2.9m である． 

これらのデータと z 得点の関連を見るために，図 5-4 に有効幅員と z 得点の関係を散布図

にしたもの示す．このグラフより，有効幅員が狭くなると若干ストレスが高くなるような傾

向がみられるが，今回のデータからは統計学的に有意な差は見られなかった． 

  

 
図5-2 歩行者すれ違いによるｚ得点のヒストグラム 
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図5-4 有効幅員とｚ得点の関係 

 
図5-3 歩行者すれ違い時画像 
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第 4 項 歩行者すれ違い時の過剰なストレス要因モデル 

  

歩行者すれ違い時のストレス予測モデル分析の変数を表 5-1 のように設定をし，ストレ

ス有無を目的変数，表 5-1 の要因だと考えられるものを説明変数とし，2 項ロジスティック

回帰分析を行った．なお，多重共線性を考慮して，説明変数同士の相関が絶対値 0.45 以上

の変数では一方を除いて分析を行っている．その結果を表 5-2 に示す． 

2 項ロジスティック回帰分析の結果，「老人を含むダミー」が も高いオッズ比 7.660 を示

しているため，生活道路内で歩行者とすれ違う際，歩行者が高齢者であると過度なストレス

を受けることが示された．また，今回のデータからは有効幅員がストレスに直接関係がある

とは言えなかったが，歩行者幅を元の車道幅員で割って算出した幅員減少率を用いると，

「幅員減少率 10％未満ダミー」でのオッズ比が 6.457 と高くなっている．これより，過剰な

ストレスには，歩行者による有効幅員の減少幅よりも，街路幅員に対しての幅員減少率が大

きく影響を及ぼしているということが明らかとなった．また，歩行者の位置の 3 ダミーの中

で「両側・横断ダミー」が高いオッズ比を示しており，ドライバーから見て歩行者が，「道

路の両側にいることや横断をしていること＞道路の左側にいること＞道路の右側にいるこ

と」の順に過剰なストレスの要因となったことが示された．今回の分析における判別的中率

は 80.95％であった． 

表 5-2 歩行者すれ違い時のストレス予測モデル分析（2 項ロジスティック回帰分析） 

 

表 5-1 歩行者すれ違い時のストレス予測モデル分析の変数 

 

偏回帰係数 オッズ比 P　値 判定

幅員減少率10%未満ダミー 1.865 6.457 0.010 ***

視認時速度25km以上ダミー 1.596 4.932 0.021 **

両側・横断ダミー 1.897 6.667 0.085 *

視認方向左側ダミー 1.615 5.026 0.020 **

路側帯外ダミー 1.786 5.967 0.024 **

老人を含むダミー 2.036 7.660 0.002 ***

-4.926 0.007 0.000 ***

R2乗 Cox-Snell Nagelkerke

0.261 0.273 0.387

*：P値＜0.10　**：P値＜0.05　***：P値＜0.01

説明変数

定数項

決定係数

回帰式の有意性 P＜0.001

判別的中率 80.95%

要因

幅員減少率 幅員減少率10%未満ダミー 幅員減少率10％以上ダミー

視認時速度 視認時速度25km以上ダミー 視認時速度25km未満ダミー

歩行者の位置 両側・横断ダミー 視認方向左側ダミー 視認方向右側ダミー

路側帯内・外 路側帯外ダミー 路側帯・歩道内ダミー

歩行者年代 老人を含むダミー 子供・成人ダミー

ストレス要因分析に用いた変数
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第 3 節 生活道路内走行時のドライバーのストレス意識に関する分析概要 

  

 前節までの分析で，歩行者に対するドライバーの過剰なストレス要因について知見を得

ることができた．しかし，自動車走行実験の際に被験者 41 人に自動車運転に関するアンケ

ートを行ったが，少サンプルであったために生活道路内運転時の意識と生体反応を元とし

たストレス反応との関係性は統計的には見られなかった．生活道路内運転時のドライバー

の意識と，生体反応を元としたストレス反応との関係性を明らかにすることは，生活道路内

の交通安全を考えるうえで有益である． 

そこで本章では，ドライバーを対象とした，生活道路走行に関するアンケート結果と，第

4 項で得られた，歩行者すれ違い時の過剰なストレス予測モデル分析結果との比較を行うこ

とで，より生活道路走行時のドライバーのストレスを明らかにすることを目的とする． 

 

第 4 節 生活道路内走行時のドライバーのストレス意識に関する調査概要と使用データ 

  

 本研究では，全国を対象として Web 調査を実施した． 

 アンケート調査の概要を表 5-3 に示す．調査モニタにアンケート配信を依頼しているた

め，調査期間は短い．回答希望数を 700 と設定し，年齢別構成比は日本の普通車以上の免許

保有率を反映した．正確に運転意識の傾向を把握するために，自動車運転を「ほぼしない」

と回答したサンプルを除外し，428 サンプルを分析対象サンプルとした．対象者は 20～50

代の男女で，60 代以上は年齢による要因が生まれることを考慮し，対象としていない．主

な調査項目は，生活道路に対する意識，生活道路内での歩行者に対するストレス度，運転経

歴，ソーシャル・キャピタルなどとなっている． 

 

第 5 節 使用データの信頼性の検討 

  

 まず，本調査のデータの信頼性を検討するために，図 5-5 に示した 6 枚の画像を用いて，

それぞれの道路を自動車で走行するとき，何 km/h で走行するかという問いに対する，回答

表 5-3 ドライバーの生活道路走行時ストレスアンケート概要 

 

調査名 ドライバーの生活道路走行時ストレスアンケート

調査期間 2018年1月17、18日

回答数 776

分析対象サンプル 428

形式 Web調査

対象
20～50代の普通車以上の運転免許所有者

月に１回以上運転している回答者

主な調査項目

生活道路に対する意識
生活道路内での歩行者に対するストレス度

運転経歴・SCなど
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者の傾向をみる．各道路に対する回答者の走行速度についてフリードマン検定を行った結

果を図 5-6 に示す． 

この結果より，「路側帯なし生活道路」，「路側帯あり生活道路」「歩道あり生活道路」に対

する回答者の平均走行速度は 40km/h 以下であり，「歩道あり中央線あり（片側一車線）」，

「歩道あり中央線あり（片側二車線）」，「歩道あり中央分離帯道路（片側二車線）」の道路に

 

図5-5 速度に関する意識調査に使用した画像 

 

図5-6 走行速度の平均値 
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対する回答者の平均速度が 40～50km/h となっている．これらの結果より，幅員の狭い街路

に対して回答者は走行速度が遅くなると答えていることが分かり，アンケートの回答が妥

当だといえる． 

また，同様に，図 5-5 を用いて，それぞれの道路の妥当な規制速度はどれくらいかという

問の結果を図 5-7 に示す． 

走行速度の問と同様に「路側帯なし生活道路」，「路側帯あり生活道路」「歩道あり生活道

路」に対する回答者の妥当な規制速度の平均が低く，「歩道あり中央線あり（片側一車線）」，

「歩道あり中央線あり（片側二車線）」，「歩道あり中央分離帯道路（片側二車線）」の道路に

対する回答者の妥当な規制速度の平均が高くなっていることから，アンケートの回答が妥

当だといえる． 

 

 

第 6 節 歩行者すれ違い時のストレス意識に関する分析 

 

 第 2 節では，生活道路内走行時のドライバーの過剰なストレス反応について，生体反応を

用いて分析を行い，対向車や路上駐停車，交通安全対策である「ハンプ」，歩行者に対する

ドライバーの過剰なストレス要因について知見を得ることができた．歩行者に対するスト

レス度の分析では，歩行者の歩き方や街路パターンによってストレス値に変化があること

がモデル化によって証明されている． 

 

図5-7 妥当な規制速度の平均値 

0

10

20

30

40

50

60

70

路
側
帯
な
し
生
活
道
路

路
側
帯
あ
り
生
活
道
路

歩
道
あ
り
生
活
道
路

歩
道
あ
り
中
央
線
あ
り
道
路

（
片
側
一
車
線
）

歩
道
あ
り
中
央
線
あ
り
道
路

（
片
側
二
車
線
）

歩
道
あ
り
中
央
分
離
帯
あ
り
道
路

（
片
側
二
車
線
）

31.028 33.855 35.234 41.145 46.659 50.070

平均値

(km/h)

実線：P<0.01
破線：P<0.05



67 
 

そこで，本節では，生活道路内で歩行者がいる際に，どのような因子がドライバーのスト

レス意識に影響を及ぼしているのかを明らかにする． 

まず，コンジョイント分析により，ドライバーのストレス意識が高くなる歩行者の歩行パ

ターンや街路パターンを検討する． 

 表 5-4 に，歩行者に対するストレス意識分析に用いる因子とその水準を示す．第 2 節の歩

行者すれ違い時の過剰なストレスに関する分析の際の用いた因子をもとに作成し，実験計

画法により 16 種類の街路図を作成し，ストレス度が高くなる順番を尋ねてコンジョイント 

分析を行った． 

 

 表 5-5 に 16 種類の街路図の水準組み合わせと画像を示す． 

コンジョイント分析により示された各水準の部分効用値を図 5-8，コンジョイント分析に

よって得られた全ての歩行者の歩行パターンや街路パターンの街路図における全体効用値

を表 5-6 に示す． 

各因子の水準を見ると，ドライバーから見て歩行者が左側（同一車線側）にいるときに

効果が大きいことから，ストレス意識が高いことがわかる．次に，「歩道あり」，「路側帯

あり」，「歩道・路側帯なし」のアイテムレンジが大きく，物理的に歩車分離がされていな

い街路を走行する際に歩行者がいるとストレス意識が高いことが分かった．また，歩行者

の歩行方向に関しては，横断・飛び出しに対する効果が大きいことから，「横断・飛び出

し」＞「対向方向」＞「進行方向」の順にストレス意識が高いことが分かった．また，歩

道や路側帯内に歩行者がいる場合と，歩道や路側帯外に歩行者がいる場合とでは，歩道や

路側帯外に歩行者がいるときのほうが，部分効用値が高くストレスが高いことが明らかと

なった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-4 歩行者に対するストレス意識分析に用いた因子とその水準 

 

カテゴリ

歩道・路側帯 歩道あり 路側帯あり 歩道・路側帯なし

歩行者位置① 左側（同一車線側） 右側（対向車線側）

歩行者位置② 内 外

歩行者年代 子ども 成人 老人

歩行方向 進行方向 対向方向 横断・飛び出し

水準
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表5-5 全街路図の水準組み合わせ 
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図5-8 各水準の部分効用値 

表 5-6 全体効用値
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カード

No.
歩行者位置① 歩行者位置② 歩道 歩行者年代 歩行方向 全体効用値

1 左側（同一車線側） 内 歩道あり 子ども 進行方向 8.137

2 左側（同一車線側） 内 歩道あり 老人 対向方向 6.430

3 左側（同一車線側） 内 路側帯あり 子ども 横断・飛び出し 11.425

4 左側（同一車線側） 内 なし 成人 進行方向 10.749

5 左側（同一車線側） 外 歩道あり 子ども 対向方向 9.841

6 左側（同一車線側） 外 歩道あり 成人 進行方向 10.560

7 左側（同一車線側） 外 路側帯あり 子ども 進行方向 11.658

8 左側（同一車線側） 外 なし 老人 横断・飛び出し 12.705

9 右側（対向車線側） 内 歩道あり 子ども 横断・飛び出し 6.533

10 右側（対向車線側） 内 歩道あり 老人 進行方向 3.356

11 右側（対向車線側） 内 路側帯あり 成人 対向方向 6.392

12 右側（対向車線側） 内 なし 子ども 進行方向 6.955

13 右側（対向車線側） 外 歩道あり 子ども 進行方向 6.766

14 右側（対向車線側） 外 歩道あり 成人 横断・飛び出し 8.956

15 右側（対向車線側） 外 路側帯あり 老人 進行方向 6.878

16 右側（対向車線側） 外 なし 子ども 対向方向 8.659
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第 7 節 歩行者すれ違い時のストレス反応とストレス意識の比較  

  

第 2 節 4 項で得られた，歩行者に対する過剰なストレス反応のモデル結果表 5-2（再掲）

と，ストレス意識調査結果の部分効用値の結果（図 5-8）を比較する． 

 歩行者に対する過剰なストレス反応の分析結果より，歩行者の年代が もオッズ比が

高く，ストレス反応に影響した結果が得られていたが，ストレス意識の結果では，「子ども

（小学生以下）」や「成人」のほうが，部分効用値が高く，ストレスが高いという結果とな

っている．これは，「歩行者の年代」とひとくくりにしても，画像では歩行者の歩行の様子

やスピードを表すことができないため，過剰なストレス反応の際に分析対象となった歩行

者と，ストレス意識の際モデルとした歩行者の身体的な差や歩行の様子が，分析結果の違い

に現れたと考えられる．ストレス反応の結果で，「幅員減少率 10％未満ダミー」のオッズ比

が 2 番目に高く，歩行者によって幅員が減少することよりも，もともと狭幅員であることが

過剰なストレスをドライバーに与えるということが明らかになっていた．ストレス意識の

部分効用値の結果にある，「歩道・路側帯なし」＞「路側帯あり」＞「歩道あり」の順にス

トレス意識が高いという結果と，歩道や路側帯外に歩行者がいるときにストレス意識が高

いという結果を合わせて考察すると，歩道や路側帯の設置がない全体の幅員が狭い生活道

路においてストレスが高いということが示唆される．過剰なストレス反応の分析結果で高

いオッズ比を示している「両側・横断ダミー」に関しても，ストレス意識因子の「横断・飛

び出し」の部分効用値と整合性の取れた結果が得られている． 

 

  

表 5-2（再掲） 歩行者すれ違い時のストレス予測モデル分析（2 項ロジスティック回帰分析） 

 

偏回帰係数 オッズ比 P　値 判定

幅員減少率10%未満ダミー 1.865 6.457 0.010 ***

視認時速度25km以上ダミー 1.596 4.932 0.021 **

両側・横断ダミー 1.897 6.667 0.085 *

視認方向左側ダミー 1.615 5.026 0.020 **

路側帯外ダミー 1.786 5.967 0.024 **

老人を含むダミー 2.036 7.660 0.002 ***

-4.926 0.007 0.000 ***

R2乗 Cox-Snell Nagelkerke

0.261 0.273 0.387

*：P値＜0.10　**：P値＜0.05　***：P値＜0.01

説明変数

定数項

決定係数

回帰式の有意性 P＜0.001

判別的中率 80.95%
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第 8 節 ドライバーの意識に着目した子どもの歩行者に対するストレス分析  

  

本節では，ドライバーの意識調査より，生活道路内走行時に子どもの歩行者を視認した際

の，歩行者の歩行位置や歩行方向等の特徴がドライバーのストレス意識にどの程度影響を

及ぼすのかを検討する． 

 表 5-7 に子どもの歩行者に対するストレス意識分析に用いたカテゴリと水準を，表 5-8 に

アンケートに用いた 12 枚の街路図の画像を示す．歩行者の歩行状況について分析を行うた

め，周囲の街路状況や景観は統一しており，車道幅員は生活道路（車道幅員 5.5ｍ未満の道

路）を対象としているため 5.0ｍに，歩道幅員は道路構造令より左右とも 2.0ｍに設定してい

表 5-7 子どもの歩行者に対するストレス意識分析に用いたカテゴリと水準 

 

表 5-8 全街路図の水準組み合わせ 

 

カテゴリ

歩行者位置① 同一車線側 対向車線側

歩行者位置② 歩道内家寄り 歩道内車道寄り 歩道外

歩行方向 進行方向 対面方向

水準
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る．また，歩道の形式は，路側帯との差別化，また岡山市の対象とする住宅地内で実装され

ている歩道の画像を加工し合成しているため，マウントアップの歩道である．今回の調査で

は歩行者が１人の時を分析対象としており，子供は小学１年生の平均身長（115cm）である．

アンケート回答者は Web 調査の画面上では画像をクリックし，拡大表示をして回答してい

る． 

表 5-8 に示した 12 枚の画像それぞれに対して，「とてもストレスを感じる」を 5 点，「ま

ったくストレスを感じない」を 1 点の 5 段階で評価してもらい，ドライバーのストレス意

識について明らかにする．本調査では，アンケートで尋ねる際，「ストレス度」の定義を，

回答者の判断に任せて調査を行った．アンケート内では静止画から空間を把握しストレス

度を判断してもらうため，子どもの飛び出しのような「過剰なストレス」は扱うことが困難

 

図5-9 子どもの歩行者に対するストレス意識基礎集計結果 

 

図5-10 ストレス意識の平均値のグラフ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

①同一車線側進行方向歩道内家寄り

②同一車線側進行方向歩道内車道寄り

③同一車線側進行方向歩道外

④同一車線側対面方向歩道内家寄り

⑤同一車線側対面方向歩道内車道寄り

⑥同一車線側対面方向歩道外

⑦対向車線側進行方向歩道内家寄り

⑧対向車線側進行方向歩道内車道寄り

⑨対向車線側進行方向歩道外

⑩対向車線側対面方向歩道内家寄り

⑪対向車線側対面方向歩道内車道寄り

⑫対向車線側対面方向歩道外

とてもストレスを感じる ややストレスを感じる

どちらでもない あまりストレスを感じない

まったくストレスを感じない （n=428）

0

1

2

3

4

5

6

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

平均+SD

平均+SE

平 均

平均-SE

平均-SD
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なため対象としておらず，緊張感による「弱い～適度なストレス」を対象としている． 

子どもの歩行者に対するストレス意識基礎集計結果を図 5-9 に，平均値のグラフを図 5-

10 に，各項目のフリードマン検定の結果を表 5-9 に示す． 

図 5-9，図 5-10 より，「③同一車線側進行方向歩道外」，「⑥同一車線側対面方向歩道外」，

「⑨対向車線側進行方向歩道外」，「⑫対向車線側対面方向歩道外」に対して，回答者のスト

レス意識が高く，「①同一車線側進行方向歩道内家寄り」，「④同一車線側対面方向歩道内家

寄り」，「⑦対向車線側進行方向歩道内家寄り」，「⑩対向車線側対面方向歩道内家寄り」に対

してはストレス意識が低いことが読み取れる．この結果より，子どもの歩行者が歩道外にい

る際にストレス意識が高く，歩道内でも車道寄りではなく，家寄りを歩いているときの方が，

ストレス意識が低いということが明らかとなった． 

表 5-9 ストレス意識のフリードマン検定結果 

 

水準1 水準2 P　値
*：P<0.05

**：P<0.01
水準1 水準2 P　値

*：P<0.05
**：P<0.01

① ② P < 0.001 ** ④ ⑧ 0.0058 **

① ③ P < 0.001 ** ④ ⑨ P < 0.001 **

① ④ 0.9998 ④ ⑩ 0.9947

① ⑤ P < 0.001 ** ④ ⑪ P < 0.001 **

① ⑥ P < 0.001 ** ④ ⑫ P < 0.001 **

① ⑦ 0.9638 ⑤ ⑥ P < 0.001 **

① ⑧ 0.1469 ⑤ ⑦ P < 0.001 **

① ⑨ P < 0.001 ** ⑤ ⑧ 0.4524

① ⑩ 0.7419 ⑤ ⑨ 0.0138 *

① ⑪ 0.0179 * ⑤ ⑩ P < 0.001 **

① ⑫ P < 0.001 ** ⑤ ⑪ 0.8601

② ③ P < 0.001 ** ⑤ ⑫ 0.0183 *

② ④ P < 0.001 ** ⑥ ⑦ P < 0.001 **

② ⑤ 1.0000 ⑥ ⑧ P < 0.001 **

② ⑥ P < 0.001 ** ⑥ ⑨ 0.5497

② ⑦ P < 0.001 ** ⑥ ⑩ P < 0.001 **

② ⑧ 0.0887 ⑥ ⑪ P < 0.001 **

② ⑨ 0.1511 ⑥ ⑫ 0.4989

② ⑩ P < 0.001 ** ⑦ ⑧ P < 0.001 **

② ⑪ 0.3995 ⑦ ⑨ P < 0.001 **

② ⑫ 0.1808 ⑦ ⑩ 1.0000

③ ④ P < 0.001 ** ⑦ ⑪ P < 0.001 **

③ ⑤ P < 0.001 ** ⑦ ⑫ P < 0.001 **

③ ⑥ 0.9990 ⑧ ⑨ P < 0.001 **

③ ⑦ P < 0.001 ** ⑧ ⑩ P < 0.001 **

③ ⑧ P < 0.001 ** ⑧ ⑪ 1.0000

③ ⑨ 0.0441 * ⑧ ⑫ P < 0.001 **

③ ⑩ P < 0.001 ** ⑨ ⑩ P < 0.001 **

③ ⑪ P < 0.001 ** ⑨ ⑪ P < 0.001 **

③ ⑫ 0.0344 * ⑨ ⑫ 1.0000

④ ⑤ P < 0.001 ** ⑩ ⑪ P < 0.001 **

④ ⑥ P < 0.001 ** ⑩ ⑫ P < 0.001 **

④ ⑦ 1.0000 ⑪ ⑫ P < 0.001 **



74 
 

表 5-9 の各項目間のフリードマン検定の結果からも，回答者は「歩行者位置①」，「歩行方

向」よりも，「歩行者位置②」に強くストレス意識を示していることが示唆された． 

 

 第 9 節 本章のまとめ  

 

本章ではまず，第 3 章で扱ったデータより，生活道路内走行時の歩行者とのすれ違いに対

する過剰なストレス反応を分析対象とし，街路状況や歩行者の様子等を説明変数とした予

測モデルを作成した．具体的には以下に示すような知見が得られた． 

1. 歩行者すれ違い時の RR 間隔より z 得点を算出し，過剰なストレスがかかったときの街

路状況や歩行者の特徴よりストレス予測モデル分析を行った結果，「歩行者の年代」が

も高いオッズ比を示しており，高齢者とのすれ違いが過度なストレスの要因となっ

ていることが示された． 

2. 歩行者すれ違い時の過剰なストレス反応に有効幅員は直接的な関連が見られなかった

が，幅員減少率が低いと過剰なストレスに影響が大きいことが示唆された．このことか

ら，もともと狭幅員の生活道路での歩行者のすれ違いに過剰なストレス反応が表れる

ことが示唆された． 

3. ドライバーから見て歩行者が，「道路の両側にいること・横断をしていること＞道路の

左側にいること＞道路の右側にいること」の順に過剰なストレスを感じていることも

明らかとなった． 

 

また，生活道路走行に関するアンケート結果と，歩行者すれ違い時の過剰なストレス反応

予測モデル分析結果との比較を行うことで，より生活道路走行時のドライバーのストレス

を明らかにすることを目的とし，分析を行った．具体的には以下に示すような知見が得られ

た． 

1. 歩行者の歩行パターンや街路パターンを用いて実験計画法により 16 種類の街路図を作

成し，コンジョイント分析を行った結果，各因子の部分効用値より，ドライバーから見

て歩行者が左側（同一車線側）にいるときに，ストレス意識が高いことが明らかとなっ

た． 

2. 「歩道あり」，「路側帯あり」，「歩道・路側帯なし」のアイテムレンジが大きく，物理的

に歩車分離がされていない街路を走行する際に歩行者がいるとストレス意識が高いこ

とが明らかとなった． 

3. 歩行者の歩行方向に関しては，横断・飛び出しに対する効果が大きいことから，「横断・

飛び出し」＞「対向方向」＞「進行方向」の順にストレス意識が高いことが分かった． 

4. 歩道や路側帯内に歩行者がいる場合と，歩道や路側帯外に歩行者がいる場合とでは，歩

道や路側帯外に歩行者がいるときのほうが，部分効用値が高くストレスが高いことが

明らかとなった． 
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5. 第 2 節で得られた，「歩行者に対する過剰なストレス反応のモデル結果」と，「ストレス

意識調査結果の部分効用値の結果」を比較すると，歩行者に対する過剰なストレス反応

の分析結果より，歩行者の年代が もオッズ比が高く，ストレス反応に影響した結果が

得られていたが，ストレス意識の結果では，「子ども（小学生以下）」や「成人」のほう

が，部分効用値が高く，ストレスが高いという結果となった． 

6. ストレス反応の結果で，「幅員減少率 10％未満ダミー」のオッズ比が 2 番目に高く，歩

行者によって幅員が減少することよりも，もともと狭幅員であることが過剰なストレ

スをドライバーに与えるということが明らかになっていた．ストレス意識の部分効用

値の結果にある，「歩道・路側帯なし」＞「路側帯あり」＞「歩道あり」の順にストレ

ス意識が高いという結果と，歩道や路側帯外に歩行者がいるときにストレス意識が高

いという結果を合わせて考察すると，歩道や路側帯の設置がない全体の幅員が狭い生

活道路においてストレスが高いということが示唆される． 

7. 過剰なストレス反応の分析結果で高いオッズ比を示している「両側・横断ダミー」に関

しても，ストレス意識因子の「横断・飛び出し」の部分効用値と整合性の取れた結果が

得られている． 

8. 子どもの歩行者を生活道路内で視認した際のドライバーのストレス意識について検討

を行ったところ，子どもの歩行者が歩道外を歩行している画像に対し，ストレス意識が

も高くなっており，また，歩道内を歩行していても，家寄りではなく，車道寄りを歩

いているときの方が，ストレス意識が高いということも示された． 
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第 6 章 生活道路内での子どもの学外活動・交通行動把握 1） 

 

第 1 節 概説  

 

 前章では，歩行者に対するドライバーのストレス反応や意識に着目して分析を進めた．ま

た，子どもの歩行者を生活道路内で視認した際のドライバーのストレス意識について検討

を行い，歩行位置によってドライバーのストレス意識が変化すること等が明らかになった． 

 これらを受けて，次の段階としては，子どもの歩行者からみた生活道路の危険を明らかに

していくべきだと考えるが，それ以前に子どもの歩行者がどのような活動や交通行動をす

るのか明らかにする必要があると考えた．前述した通り，生活道路内の子供の歩行者の死傷

者数は依然として多く，生活道路内の子どもの歩行者のための交通安全対策が必要である

が，実際に子どもが通る街路や子どもの学校外での活動を詳細に把握している研究は見え

受けられない． 

また，近年我が国では，一人ひとりの人生の内容の質や社会的に見た生活の質を指す QOL

（Quality Of Life）が重要視されており，大人の QOL 向上を目指すのと同様に，子どもの

QOL も着目され，子ども独自の QOL 指標の開発・研究も進んでいるような状況である． 

文部科学省によると，子どもの外遊びの時間・空間・仲間の減少により日常的な身体運動

が減少したとされており，それにより体力，健康に悪影響を及ぼすことが指摘されている．   

これらを包括して仮説をたてると，子どもの外遊びと QOL が結びついている場合，QOL

向上のためにも外遊びに行くための安全な生活道路の整備が必要であると考えられる． 

そこで本研究では，まず特定の地域の子どもの QOL と遊び・学外活動の関係性について

明らかにした後に，子どもの行動や遊び行く際の移動経路，遊び場までの距離であるテリト

リーなどを詳細に把握する． 

具体的には，小学校高学年の子どもを対象にアンケート調査を行い，子どもの遊び内容や

時間，遊ぶ人数など遊びに関する項目を詳細に把握し，それと同時に子どもの QOL を測る

尺度である Kid-KINDL2）3）（1998 年，Bullinger）との関係性を検討する． 

 

第 2 節 調査概要  

 

第 1 項 調査対象地域について 

 

 岡山県赤磐市の「岡山ネオポリス」（以下，ネオポリス）と赤磐市中心部の，特徴の異な

る 2 つの地域を対象にして調査を行った．図 6-1 に示すように，赤磐市は県庁所在地である

岡山市の北東に位置しており，ネオポリスは昭和 51 年に発売された大規模住宅団地である．

発売当時には民間 大規模の住宅地と言われ，岡山市に隣接するベッドタウンとして今も

なお分譲中である．分譲開始から 40 年が経ち，高齢化が進んでいるものの，現在でも 1 万
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1000 人以上（市の約 45％）13)の人々が住んでいる．一方，市中心部の小学校区の面積は大

きいものの，人口は 9000 人程度と少ない． 

 両地区の具体的な状況として，ネオポリス地区内では出入口には自動車が通れないよう

ボラードなどが設置された歩行者専用道路や，クルドサックが多用されており，計画的なニ

ュータウンとなっている．  

一方，赤磐市中心部は農業が盛んで田畑が広がり自然も豊かであるが，幹線道路が縦断し，

交通量が多く裏道などの街路は入り組んでいるという特徴を持っている． 

今回の対象小学校はネオポリス内の 3 つの小学校（桜が丘小，山陽東小，山陽北小）と，

市中心部の 1 つの小学校（山陽小）である．これら 4 校の位置関係を図 6-1 に示す．山陽小

学校区の中のグレー部分は他の小学校区であり，今回は対象学区となっていない． 

 

第 2 項 アンケート調査の概要 

 

 次に，アンケート調査の概要を表 6-1 に示す．調査対象は先述の 4 小学校に通う 5, 6 年生

とその保護者とした．質問項目を理解し，地図に書き込むなど地理的感覚を持っていること

を考慮し，小学校高学年の児童を対象者としている．質問項目は，1 年生の頃に もよく遊

んでいた遊び，5 年生または 6 年生現在でよく遊んでいる遊び等について，遊びの内容や遊

んでいる場所，時間，一緒に遊ぶ相手や人数，目的地までの経路（地図に書き込み式）等を

尋ねた．これらの質問子どもと保護者で同様の項目であるため，配布の際には親子間で回答

を共有しないよう注意を促した．その他の項目としては，子どもの学外活動（習い事等）に

関して，交通安全意識，子どもの QOL 等である．また，アンケートは各小学校に協力して

いただき，各クラスで配付・回収を行い，その期間は約 1 週間とした．子どもの配付部数は

566 部，回収部数は 438 部，回収率は 77.4％となっている． 

 子どもの回答者の属性を図 6-2 に示しており，学校別では山陽北小学校の子どもの回答

数が多く，学年では，5，6 年生の割合は等しく，男女比も同様の対象サンプルとなってい

 

図 6-1 岡山市と赤磐市の位置関係と対象の小学校区 

 

⼭陽⼩

⼭陽東⼩

桜が丘⼩⼭陽北⼩
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る． 

  

 

 

図 6-2 子どもの回答者属性 

表 6-1 遊び・学外活動に関するアンケート調査概要 

 

山陽, 28%

桜が丘, 
20%山陽東, 

11%

山陽北, 
42%

(n=437)

5年生, 
50%

6年生, 
50%

(n=437)

男児, 50%女児, 50%

(n=434)

学年

性別

学校

調査名
調査方法

調査対象

調査時期

調査地域

対象学校 山陽小学校 桜が丘小学校 山陽東小学校 山陽北小学校
125部 105部 149部 187部

122部 86部 47部 183部

97.6% 81.9% 32.2% 97.8%

主な調査項目

・個人属性（性別，学年，住所など）

・1年生のときの遊び・学外活動について

・5,6年生での遊び・学外活動について

・交通安全の意識

・Kid-KINDLを用いたQOLの測定

配付部数
(子ども） 566部
回収部数
(子ども） 438部
回収率

(子ども） 77.4%

遊び・学外活動に関するアンケート
アンケート調査（学校配付・学校回収）

小学校5,6年生とその保護者
2018年12月
岡山県赤磐市
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第 3 項 QOL 尺度について 

 

 本研究では，子どもたちの生活の質を測る指標として，小中学生版 QOL 尺度（Kid-KINDL）

（以下，QOL）を用いている 2)．表 6-2 に示している通り身体の状態，心の状態，自分自身

について，家族との様子，友達との様子，学校生活について，病気についての 7 つの質問項

目があり，各項目 4～6 つの質問，計 30 の質問で構成されている． 

質問の形式は各質問を 1 点～5 点（全然ない，ほとんどない，ときどき，たいてい，いつ

も）までの 5 件法であり，過去 1 週間の QOL を評価するものである． 

Kid-KINDL は世界で 38 カ国語に翻訳されており，国内外で心理尺度として有効性・妥当性

が認められ，医学の分野で広く用いられている 4）5）6）． 

 

本研究では，学校生活や遊び・学外活動に影響を及ぼすと考えられる病気に関して回答し

 

図 6-3 子どもの QOL 総得点分布 

表 6-2  QOL 尺度質問項目 
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（点）

（n=374）

質問項目
5段階評価（全然ない：1点～いつも：5点）

質問数

1.身体の状態

　自分の病気，頭痛や腹痛，疲労，元気について
4

2.心の状態

　楽しい，つまらない，孤独感，不安感について
4

3.自分自身

　自信，自己肯定感，自己満足，積極性について
4

4.家族との様子

　親子関係，家庭の居心地，親とのケンカ，束縛感について
4

5.友だちとの様子

　協力性，客観的視点，仲の良さ，普通の人とは違うような感覚
4

6.学校生活

　勉強，授業，将来のこと，成績について
4

7.病気に関して（病気のため入院・通院している回答者のみ記入）

　（心配，悲しみ，努力，親からの扱い，周知，学校行事参加有無）
6
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ていたサンプルを除外し，それら 24 問の合計点(24～120 点)を算出して QOL を測定し，高

得点であるほど回答者の QOL は高いと判断する． 

図 6-3 に本調査の子どもの QOL 総得点の分布を示す．平均点は 90.6 点であり，QOL の

項目（病気を除く）にすべて回答している回答者を対象としているため，サンプル数は 374

である．これらのサンプルを以降の分析対象とする． 

 

第 3 節 遊び・学外活動と QOL の関係 

 

第 1 項 QOL 総得点による個人の類型化 

 

前節で示した QOL 総得点結果を用いて，クラスター分析により個人を類型化する．前述

したように QOL に関する 24 問について，各項目の満足度を得点化しクラスター分析を行

った．クラスターの階層化は Ward 法，グループ間の距離は平方ユークリッド距離を用い，

3 クラスターに分類した．各クラスターのサンプル数，合計点の範囲，平均点を表 6-3 に示

す．各クラスターで正規性の検定を行ったところ，正規性が認められなかったため，「すべ

ての群の平均順位は同じ」という帰無仮説を Kruskal-Wallis 検定により検定すると，有意水

準 1％で有意差が認められたため，帰無仮説が棄却され，群により平均順位が異なることが

示された．また，Steel-Dwass 検定により，すべての 2 群の組み合わせで対比較を行った結

果，すべての対照群同士で，有意水準 1％で有意差が認められた．これらのことから，QOL

総得点より個人を 3 クラスターに分類 することを妥当とし，QOL と子どもの遊び・学外活

動の関係を明らかにする． 

 

第 2 項 遊びと子どもの QOL の関係 

 

前項で分類された子どもの QOL クラスターと，子どもの遊びに関する項目との関係につ

いて検証する．子どもの遊びに関する質問項目は，遊びの内容，頻度，人数，遊び場所への

移動手段（自宅で遊ぶ場合無記入），遊び場所を選ぶ理由（複数選択）である．これらの内

容について，現在（5，6 年生）で 1 番よく遊んでいること，2 番目によく遊んでいること，

の 2 パターンの遊びを具体的に回答してもらっている． 

図 6-4 に具体的な遊び内容と子どもの QOL の関係を示す．クロス集計表を用いて，カイ

二乗検定による独立性の検定を行った．帰無仮説は「2 つの変数は独立している」とし，P

表 6-3  子どもの QOL クラスター別平均点 

 

クラスター名 n QOL合計点の範囲（点） QOL平均点

QOL（高） 69 104~119 109.8
QOL（中） 164 88~103 94.4
QOL（低） 141 50~87 76.9
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値は 5％以下の場合，統計的に有意な差があると定める．分析の結果，5 つの項目で帰無仮

説が棄却され，それぞれで P 値は 5%有意水準で統計的に差があることが示された． 

 

 

次に表 6-4 に，子どもの QOL クラスターと関係のある，遊びに関する項目を示す．関連

のあった項目は，先述した一番よく遊んでいる遊び内容に加え，時間，人数，遊び場の 4 項

目と，2 番目によく遊んでいる遊びの人数である．遊び時間に着目すると，QOL（高）クラ

スターの子どもは遊び時間が 2 時間以内と回答する割合が高く，QOL（低）クラスターの子

どもは遊び時間が 3 時間以上と回答する割合が高い．続いて，遊び人数に関しては，1 番よ

く遊んでいる遊び，2 番目によくする遊び両方で同様の傾向がみられており，QOL（高）ク

ラスターの子どもは 5 人以上で遊んでいる割合が高く，QOL（低）クラスターの子どもは 1

人で遊んでいると回答する割合が高い． 後に，遊び場に関して，QOL（高）クラスターの

子どもは公園や広場，小学校で遊んでいると回答する割合が高く，QOL（低）クラスターの

子どもは自宅で遊んでいると回答する割合が高いことが分かった． 

  

 

図 6-4 遊びの内容と子どもの QOL の関係 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

QOL（高）
(n=68)

QOL（中）
(n=164)

QOL（低）
(n=140)

ボール遊び(n=54) 鬼ごっこ・かくれんぼ(n=48)
遊具・その他(n=71) マンガ(n=19)

独立性の検定 カイ二乗値：38.5525 P値：0.0000 1％有意

クロス集計の残差分析 **1%有意 *5%有意

(+)割合が高い (-)低い

**(+) **(+)

*(+)*(-) **(-)

**(-)
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第 3 項 学外活動と子どもの QOL の関係 

 

本調査では，遊びに加えて学外での活動についても尋ねており，質問項目は，遊び以外の

活動について（習い事や勉強等），習い事の内容，頻度，合計時間，勉強時間である．前項

と同様に，各項目と子どもの QOL の関係を独立性の検定と残差分析により検証を行ったと

ころ，「2 つの変数は独立している」という帰無仮説が棄却されなかったため，2 つの変数は

統計的に関連があると言えない．本調査では，子どもの QOL と学外活動（習い事や勉強等）

に直接的な関係はないことが示唆された． 

 

第 4 項 学校から帰宅後の生活と子どもの QOL の関係 

 

本調査では，特定の平日（2018 年 11 月 29 日木曜日）の学校から帰宅後の過ごし方につい

表 6-4 5, 6 年生の遊びと子どもの QOL の関係 

 

QOL
（高）

QOL
（中）

QOL
（低）

カイ
二乗値

P値 判定

ボール遊び n=54 33.3% 44.4% 22.2%
鬼ごっこ

かくれんぼ
n=48 39.6% 41.7% 18.8%

ゲーム n=135 10.4% 44.4% 45.2%
マンガ n=19 5.3% 47.4% 47.4%
テレビ

DVD
n=45 17.8% 44.4% 37.8%

遊具

その他
n=71 11.3% 43.7% 45.1%

2h以内 n=258 22.1% 43.8% 34.1%
2～3h n=65 13.8% 46.2% 40.0%
3h以上 n=48 4.2% 41.7% 54.2%

1人 n=120 12.5% 39.2% 48.3%
2人 n=60 11.7% 46.7% 41.7%
3～4人 n=125 18.4% 44.0% 37.6%
5人以上 n=66 34.8% 48.5% 16.7%
公園広場 n=67 28.4% 43.3% 28.4%
小学校 n=30 33.3% 53.3% 13.3%
友達の家 n=73 20.5% 47.9% 31.5%
自宅 n=187 11.2% 41.7% 47.1%
その他 n=13 23.1% 23.1% 53.8%

1人 n=149 12.1% 42.3% 45.6%
2人 n=58 19.0% 43.1% 37.9%
3人以上 n=163 23.9% 46.0% 30.1%

独立性の検定　**：1%有意，*：5%有意

クロス集計表の残差分析

ボールド ：1%有意 ：5%有意

青：割合が高い　赤：割合が低い

遊び
人数

0.0239 ＊

5,6年生で2番目によく遊んでいることについて

11.2461

遊び
人数

0.0000 ＊＊

遊び
場

0.0000 ＊＊

26.0311

27.3210

遊び
時間

0.0139 ＊

項目

5,6年生で1番よく遊んでいることについて

遊び
内容

0.0000 ＊＊38.5525

12.5116
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てタイムテーブルに自由記述形式で子どもに回答してもらっている．日時の選定理由は，平

日であること，対象地域内の学習塾や習い事の教室が開いている日とし，子どもたちに様々

な選択肢がある日とした．アンケート調査実施日に近く，対象の小学校区内に存在する塾や

習い事の開講日を考慮し，日程を選定した．本節では，帰宅後の過ごし方や就寝時刻などと

の関連を検証する． 

子どもの QOL と関連の見られた項目は就寝時刻であり，図 6-5 に就寝時刻と子どもの

QOL の関係を示す．図より，QOL（低）クラスターの子どもは就寝時刻が遅いと答える割

合が高いことが分かる．帰無仮説は「2 つの変数は独立している」とし，分析の結果，帰無

仮説が棄却され，P 値は 5%有意水準で統計的に差があることが示された． 

 

 

第 4 節 子どもの QOL の予測モデル 

 

この章では，子どもの QOL の傾向を子どもの生活習慣・遊びなどを用いて予測モデルを

作成し，把握する． 

具体的には，前章で関係のみられた子どもの就寝時刻，遊びの内容，時間，人数，場所を

説明変数とし，子どもの QOL 得点を目的変数とした数量化 I 類分析により各説明変数の影

響度合いを把握する．  

図 6-6 に子ども一人ひとりの QOL 得点を目的変数とした数量化 I 類の結果を示す．子ど

もの QOL 予測モデルには，就寝時刻，遊び内容，遊び時間，遊び人数，遊び場所などの変

数が影響することが明らかとなった．アイテムレンジに着目すると，遊び時間，遊び内容の

レンジが高い． 

各項目に着目すると， もレンジが高い遊び時間の項目では，3 時間以上と長い時間遊ぶ

子どもの場合 QOL が低くなると予測され，遊び時間が 3 時間未満の場合 QOL が高くなる

 

図 6-5 就寝時刻と子どもの QOL の関係 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

QOL（高）
(n=68)

QOL（中）
(n=158)

QOL（低）
(n=137)

7,8時台(n=23) 9時台(n=143) 10時台(n=148) 11,12時台(n=49)

独立性の検定 カイ二乗値：12.5929 P値：0.0500 5％有意

クロス集計の残差分析 **1%有意 *5%有意

(+)割合が高い (-)低い

**(+)

*(-)
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傾向があると読み取れる．次にレンジの高い遊び内容の項目では，ボール遊びや鬼ごっこ・

かくれんぼ等をまとめた「屋外遊びカテゴリ」が，QOL が高くなることに大きく影響して

いると予測された．逆にゲーム・テレビ・マンガ・DVD 鑑賞等をまとめた「屋内遊び」が，

QOL が低くなることに影響すると予測された．「その他」の項目には，友達と遊ぶ・遊具で

遊ぶ等，屋内・屋外の判定が不可能なものをまとめている． 

次に，就寝時刻に関して，11 時以降に就寝することが QOL の低さに影響することが予測

された． 

アイテムレンジは低いが，遊び人数に関しては，5 人以上で遊んでいると回答した子ども

の QOL が高いと予測され，1 人で遊んでいると回答した子どもの QOL が低い傾向がみられ

た．また，遊び場所に関しては，公園広場小学校などの屋外で遊ぶ子どもは QOL が高い傾

向，自宅などの屋内で遊ぶ子どもは QOL が低い傾向にあると予測される． 

予測モデルから，本調査対象の子どもたちは多人数で，屋外で体を動かし遊ぶことで日常的

な身体運動を行うことができており，これが，QOL が高くなるという予測結果につながっ

ていることが示唆された．土木的な観点より，子どもが多人数でボール遊びや鬼ごっこ・か

くれんぼなどの屋外遊びができるような空間を計画的に配置することが，子どもの QOL 向

上につながることが考察される． 

 

  

 

図 6-6 子どもの生活習慣・遊びによる QOL 予測モデル 
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公園広場小学校
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重相関係数の2乗：0.11
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第 5 節 子どもの遊び時の行動範囲の把握 

 

 本節では，まず第 1 項で子どもの自宅からよく遊ぶと回答した遊び場までの経路長を，

GIS を用いて算出し，遊び時の行動範囲による類型化を行う．第 2 項では，第 3 節第 1 項で

分類した QOL クラスターと遊び場までの経路長との関連性を分析する．第 3 項では，子ど

もの自宅と遊び場の位置関係を学区や幹線道路等に着目し考察を行い，第 4 項では，学区の

街路の特徴に着目し，子どもが好む遊び時の経路に関して考察する． 

 

第 1 項 自宅から遊び場までの経路長による個人の類型化 

 

 本調査では，自宅から現在よく遊んでいる遊び場までの経路を子ども自身に回答しても

らっている．回答の紙面を図 6-7 に示す．事前に学区のランドマークを調査し，地図上に示

 

図 6-7 自宅から遊び場までの経路を回答するアンケート紙面（例：桜が丘学区） 



87 
 

すことで回答しやすいよう工夫を施した．また，図 6-7 に示したのは桜が丘小学校区の子ど

もたちが回答するアンケート紙面であるが，他の学区に遊びに行くことも考慮して，広めの

地図を示している． 

 このアンケート項目から得られた，「現在 1 番よく遊んでいる場所」までの経路を GIS 上

に示し，経路長を算出した．図 6-8 に自宅から遊び場までの経路長の分布を示す． 

 

自宅でよく遊ぶと回答する子どもの遊び場までの経路長は 0ｍとなっており，自宅で遊ぶ

子どもが約 200 人強と多いことが読み取れる．自宅外の遊び場でよく遊ぶ子どもの中では，

自宅から遊び場までの距離が約 500m 程度と回答した子どもが多く，少数ではあるが，約

2km 先の遊び場まで遊びに行く様子も窺えた． 

これらの結果より，自宅から遊び場までの経路長も様々であることが読み取れたため，経

路長によって回答した子どもの類型化を行った．クラスターの分類結果を表 6-5 に示す．図

6-9 に示したように，自宅で遊ぶ子どもが も多く，次に，自宅外で遊ぶ子どもの内，自宅

から遊び場までの距離が約 500m 程度と回答した子どもが多いため，クラスターの分類を，

「自宅」，自宅から遊び場までの距離が 500ｍ以内の「テリトリー（小）」，自宅から遊び場

までの距離が 500.1ｍ以上の「テリトリー（大）」の 3 分類とした． 

 

  

 

図 6-8 自宅からよく遊ぶ遊び場までの経路長分布 

表 6-5 自宅から遊び場までの経路長によるクラスター 
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第 2 項 ニュータウンにおける子どもの遊び時の移動に関する考察 

 

 前項までの分析では，子どもの遊び場までの経路長と QOL の関係性を把握した．本項で

は，今回調査対象となった 4 つの学区の内，計画的に作られたニュータウンであるネオポリ

スに位置する 3 つの学区（山陽北小学校，山陽東小学校，桜が丘小学校）に着目して，分析

を進める． 

まず，子どもがどのように遊び場を決定し，移動するのかを把握するため， 初に子ども

がよく遊びに行く遊び場が自宅のある学区の内側であるか外側であるかを把握する． 

図 6-10 に子どもの自宅を遊び場の学区内外に基づいて色分けした図を示す．これより，

学区内で遊ぶと回答した子どもが多いことが見て取れる．数値としては，約 97％の子ども

のよく遊ぶ遊び場所が学区内に存在すると回答していた．回答した子どもは小学校 5，6 年

生であったが，学区という枠組みの影響は強いことが読み取れた． 

次に，このネオポリス団地を縦断・横断する幹線道路に着目した．この地区を分断する幹

線道路を図 6-11 に示す．ここでは，ネオポリス団地を縦断する，片側 2 車線の県道 253 号

線と，それと同等の車道幅員を有する，中央分離帯のある片側一車線の市道と定める． 

また，図 6-11 に子どもの自宅を遊び場の幹線道路エリア内外に基づいて色分けした図を

示す．これより，幹線道路によって区分されたエリア内で遊ぶと回答した子どもが多いこと

が見て取れる．数値としては，約 87％の子どものよく遊ぶ遊び場所が幹線道路を越えてい

く場所ではないことが示された．先ほどの学区の枠組みよりも子どもの遊び場の選択には

影響が弱いと考えられる． 

 また，図 6-11 より，幹線道路を越えて遊びに行く子どもが，学区によって差があること

が見て取れる．その理由の考察として，山陽北小学校区の幹線道路北側の子どもは通学時に

 

図 6-9 子どもの遊びの行動範囲と QOL の関係 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅(n=178)
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幹線道路を越えなければならないため，日常的に幹線道路を越えて行動することが当たり

前になっていることが推測された． 

 

図 6-10 子どもの遊び場と学区の関係 

 

図 6-11 子どもの遊び場とネオポリス団地を分断する幹線道路の関係 
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第 3 項 遊び場までの経路選択に関する考察 

 

前項では，子どもの自宅と遊び場の位置関係に関して，学区と幹線道路に着目して分析を

行った．結果として，学区内で遊ぶ傾向が強いことや，幹線道路の区分もある程度影響して

いることが明らかになった． 

 本項では，自宅から遊び場までのより詳細な経路に着目して分析を行う． 

 まず，分析対象となるネオポリス団地内の歩行者専用道路に着目する．ここでの歩行者専

用道路とは，歩行者や自転車のみが通ることのできる，細街路を示しており，通りによって

はボラードなどで，他の交通が侵入できないように工夫されてる道路である． 

歩行者専用道路の分布を図 6-12 に，割合のグラフを図 6-13 に示す． 

図 6-12 より歩行者専用道路はネオポリス団地内の東側に多いことが読み取れる．また，

図 6-13 より全体のリンク数の 11％を歩行者専用道路が占めていることが示された． 

次に，団地内の歩行者専用道路の分布を把握したうえで，子どもたちが歩行者専用道路を

どのくらい利用しているのかを把握する． 

図 6-14 に通学時の歩行者専用道路の利用割合を示す．ネオポリス全体では，歩行者専用

道路を利用する子どもが約半数を占めていることが読み取れる．3 つの学区に分類して集計

した結果より，桜が丘小学校区が も利用割合が低く，山陽北小学校区が も利用頻度が高

いことが読み取れた． 

 
図 6-12 ネオポリス団地内の歩行者専用道路の分布 



91 
 

 

 

次に，図 6-15 に学外での遊び時の歩行者専用道路の利用割合を示す．ネオポリス全体で

は，約 30%の子どもが歩行者専用道路を利用して遊び場に向かっていることが読み取れる．

3 つの学区に分類して集計すると，桜が丘小学校区の子供たちは遊びに行く際には他の学区

に比べて歩行者専用道路を利用することが示され，山陽東，山陽北小学校はあまり歩行者専

用道路を利用していないことが分かる． 

 

図 6-13 ネオポリス団地内の歩行者専用道路の割合 

 

図 6-14 通学時の歩行者専用道路の利用割合 
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図 6-14，図 6-15 より，山陽東，山陽北小学校の子どもは，通学時には歩行者専用道路を

利用するが，遊び時には利用割合が低く，それとは逆の傾向が桜が丘小学校のグラフからは

読み取れる． 

通学路は 2012 年以降緊急合同点検が行われる等，子どもの交通安全面で着目されている

が，子どもの学外で自由に遊びに行く際に好む道路に関しては詳細に把握されていない． 

そこで，通学路では使用していないが，遊び場に行く際には歩行者専用道路を多く利用す

る桜が丘小学校区と，その逆の傾向がみられた山陽北小学校区に着目して考察を行う． 

  

 

図 6-15 学外での遊び時の歩行者専用道路の利用割合 
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図 6-16 に桜が丘小学校区の小学校付近の遊び時の歩行者専用道路の利用に関する地図を

示す．左側の地図の赤枠内を拡大したものが右の地図である．右の地図内の緑の枠内は児童

公園を示しており，児童公園内に住宅地内から歩行者専用道路が伸びていることで利用が

多いことが予測される． 

図 6-17 に山陽北小学校区の小学校付近の遊び時の歩行者専用道路の利用に関する地図を

示す．左側の地図の赤枠内を拡大したものが右の地図である．この図より，そもそも歩行者

専用道路が少なく，経路長も短いことが読み取れる．通学時に利用する割合が高い理由とし

ては，小学校の北側に居住する子どもは必然的に利用することになるためだと考えられる． 

 
※暖色のリンク：利用者多い，寒色のリンク 

図 6-16 桜が丘小学校付近の遊び時の歩行者専用道路利用に関する図 

 
※暖色のリンク：利用者多い，寒色のリンク 

図 6-17 山陽北小学校付近の遊び時の歩行者専用道路利用に関する図 
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2 つの学区を例として考えると，居住地と歩行者専用道路と遊び場の位置関係によって，

歩行者専用道路の利用具合が変化していることが読み取れる．また，歩行者専用道路が住区

内から子どもの遊び場となる児童公園まで伸びている際に，利用割合が高かったことから，

通学路だけでなく，遊び時の経路を詳細に把握することは交通安全対策を適切に配置する

ためにも必要であることが示唆された．本考察では，学区別に詳細に示したため小サンプル

となり統計的な分析が不可能であったが，子どもの遊び時の好む経路に関する示唆ができ

たと考える． 

 

第 6 節 本章のまとめ 

 

本研究では，特定の地域の子どもの QOL と遊び・学外活動の関係性について明らかにし

た後に，子どもの行動や遊び行く際の移動経路，遊び場までの距離であるテリトリーなどを

詳細に把握した．具体的には以下に示すような知見が得られた． 

 

1. 小中学生版 QOL 尺度（Kid-KINDL）を用い，調査対象地域の子ども（小学 5，6 年生）

の QOL を測定した．個人の総得点を用いクラスター分類により個人を類型化すると，

QOL（高），QOL（中），QOL（低）の 3 クラスターに分類され，それぞれのクラスター

で生活の満足度が違うことが統計的に示された． 

2. 子どもの QOL クラスターと，子どもの遊びに関する項目との関係について検証した．

関連のあった項目は，遊んでいる遊び内容，遊び時間，遊び人数，遊び場であった．全

体的な傾向として，QOL（高）クラスターの子どもはボール遊びや鬼ごっこ・かくれん

ぼなどで遊び，遊び人数は多人数，遊び場は公園や広場で遊ぶと答えた割合が高いこと

が明らかになった．次に，QOL（低）クラスターの子どもは遊び内容がゲームやマンガ，

テレビや DVD であり，遊び人数が 1 人，また遊び場は自宅と答える割合が高いことが

明らかになった．  

3. 子ども一人ひとりの QOL 得点を目的変数とし，遊びの詳細な内容を説明変数とし数量

化Ⅰ類を用いた予測モデルを作成した．結果として，遊び時間が適度に短いことが QOL

の高さに影響していると考えられ，また遊び内容，就寝時刻，遊び人数，遊び場所の順

に QOL と相関が強いことが示された． 

4. 子どもの遊び時の行動範囲・移動経路の把握を行った．子どもの自宅と遊び場の位置関

係を学区や幹線道路等に着目し考察を行ったところ，学区内で遊ぶ傾向が強いことや，

幹線道路の区分もある程度影響していることが明らかになった． 

5. 通学時と遊び時の歩行者専用道路の利用割合に着目して考察を行い，居住地と歩行者

専用道路と遊び場の位置関係によって，歩行者専用道路の利用具合が変化しているこ

とが読み取れた．また，歩行者専用道路が住区内から子どもの遊び場となる児童公園ま
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で伸びている際に，利用割合が高かったことから，通学路だけでなく，遊び時の経路を

詳細に把握することは交通安全対策を適切に配置するためにも必要であることが示唆

された． 
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第 7 章 子どもの歩行者の生体反応・意識に着目した交通安全対策の検討 

 

第 1 節 概説  

 

 前章では，小学生の子どもの学外での遊びやその時の経路の把握等を行った．同じ団地内

でも歩行者専用道路の配置具合によって，利用の割合に変化がある等，従来の通学路点検で

は把握しきれない子どもの行動が把握できたと考える． 

 本論文の 1 章でも記述しているように，歩行中の年齢別死傷者数の分布より，“7 歳児の

歩行中の交通事故死傷者数”が際立って多く 1），子ども歩行者事故の要因として，子ども歩

行者の「飛び出し」が多いこと 2）も明らかになっている．これらのことから，生活道路の交

通安全対策として，子どもの飛び出し事故に特化した対策に着目する必要がある． 

交通に関する行動は，「認知，判断，行動」の 3 段階に分けられる．子どもの交通行動に

関する「判断，行動」の部分に関する研究は見受けられるものの，歩行中の事故が多い小学

校低学年の子どもの「認知」に関する問題は明らかにされておらず，早急な調査・研究が必

要である．特に小学校低学年の子どもは，「認知」に影響を強く及ぼす視野が狭いといった

身体的特徴や，経験の少なさから横断判断を誤る等といった判断面での危険を有している

と考えられ，飛び出し事故はこういった問題が影響していると考えられる． 

子どもの歩行者に関する研究は，子どもの通学路での事故データに基づく研究や，横断時

の判断に関する研究など多く見受けられるものの，依然として事故が多く，2012 年の自動

車と通学中の児童との事故をきっかけに，より彼らの交通安全の確保に関する研究が増加

したといっても過言ではない．現在の日本では，「通学路における交通安全の確保に向けた

緊急合同点検」が行われるなど，幼い子どもの生活道路上での交通安全を狙う活動は見られ

るが，実際の子どもの視点により交通安全対策の導入を検討したものは見受けられず，子ど

もの独自の危険性に気付けていない危険性があると考える．そのため，子どもの視点を活用

した生活道路上の交通安全対策について検討することが急務だといえる． 

そこで本章では，子どもの歩行者に対する狭隘な生活道路の交差点部での交通安全対策

の効果を検証する．具体的には，小学 1～3 年生の幼い子どもに，子どもの視点から見た交

通安全対策を盛り込んだ生活道路の交差点部を歩行中の動画を視聴してもらい，その際の

視線挙動を計測，またそれらの交通安全対策の子どもの歩行者の止まる意識をヒアリング

調査により明らかにする． 

 

第 2 節 調査概要  

 

第 1 項 非接触型視線計測器を用いた実験の概要 

 

 本調査では，生活道路の歩行中の子どもの視線挙動を用いて分析を行った．実験時の安全
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を考慮して，実際の街路での歩行実験ではなく，子どもの視線の高さ（小学 1～3 年生の視

線の高さ約 110cm）を考慮した動画を視聴してもらうことで，歩行中の視線挙動を計測した．

視線挙動の計測には，非接触型視線計測器（機器名：非接触式モニター用視線追尾・視線計

測システム QG-PLUS）を用いており，この機器を用いることで，帽子や眼鏡等の接触式の

視線挙動計測機器を用いるよりも身体的な負担が軽減できている．また，街路の交通安全対

策以外の条件を一定にするため，街路の動画は，VR 作成ソフト（ソフト名：UC-win/Road 

Ver.13 Adv）を用いて作成しており，歩行中の動画は約 30 秒に設定した． 

 視線計測で使用した動画の概要を図 7-1 に示す．歩行中の動画は図中の青色の矢印方向

から視認しているときを表示しており，幅員が 1.5m の細街路を歩いている視点で，交差す

る街路の規格は，車道幅員 5m，両側に 1m の路側帯のある生活道路と設定した． 

 図 7-2 に視線計測で使用した動画の交差点部の交通安全対策例を示す．図 7-1 の視点で

 

図 7-1 視線計測で使用した動画の概要 

 

図 7-2 視線計測で使用した動画の交差点部の交通安全対策例 
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は，交差点部から遠いため，交差点部の交通安全対策は視認できないが，交差点部に近づく

と，それぞれの交通安全対策が視認でき，対策を盛り込んでいない交差点部と対策を個別に

盛り込んでいる交差点部での子どもの視線挙動の変化が検証可能となっている． 

  

第 2 項 視線計測実験とヒアリング調査の概要 

 

 視線計測実験とヒアリング調査の概要を表 7-1 に示す．調査は，岡山県岡山市立御野小学

校の学童保育「わかたけクラブ」の小学 1～3 年生の子どもに協力してもらい，学校の終業

後に実験とヒアリングを行っている．約 1 カ月間で 84 サンプルの視線挙動とヒアリング調

査結果を取得することができた．一人あたり視線計測約 20～30 分，ヒアリング約 10～15 分

程度を要した実験となっており，交通安全意識に関する質問項目があるため，ヒアリングに

より視線挙動に影響が出ることを考慮し，試験計測後にヒアリングを行う形式とした．ヒア

リングの主な調査項目としては，個人属性，街路の並べ替え評価（第 3 節第 1 項にて詳細に

説明），普段の通学方法，遊び時の移動方法や人数について，歩行中のヒヤリハット経験，

交通安全意識である． 

  

第 3 節 子どもの歩行者からみた交通安全対策の「止まる」意識への効果に関する分析 

 

第 1 項 交通安全対策の組み合わせパターンによる順位評価に基づいた分析 

 

本節では，交差点に施された安全対策に対する，子どもの歩行者の一時停止意識に関する

分析を行った．実験計画法に基づき作成した 8 種類の安全対策の組み合わせパターンの異

表 7-1 子どもの歩行時における経験や意識に関する調査概要 

 

調査名
子供の歩行時における経験や

意識に関する調査

調査期間 2020年10月13日-11月25日

実施場所 御野小学校の学童保育「わかたけクラブ」

回答数 84

形式 ヒアリング

対象 小学校1年生～3年生

主な調査項目

【問1】個人属性
【問2】街路の並べ替え評価
【問3】普段の主な通学方法について
【問4】遊びに行くときについて
【問5】ヒヤリハットや注意された経験について
【問6】交通安全に対する意識について
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なる街路図を用いて，より止まろうと感じられる街路の順番を尋ね，コンジョイント分析を

行った．表 7-2 に，コンジョイント分析に用いる因子とその水準を示す．本調査では，生活

道路において導入が比較的簡単である，ソフト面での交通安全対策を主に対象とした．ここ

で，生活道路交差点での交通安全対策として交差点カラー舗装，ボラードの設置，クロスマ

ーク，道路外側線の延長（ドットライン），路側帯カラー舗装，足跡マークの 6 つの対策に

着目し，子どもの歩行者の一時停止意識への効果について分析する．作成した街路図 8 パタ

ーンを図 7-3 に示す．  

表 7-2 子どもの歩行時の一時停止意識分析に用いた因子とその水準 

 

 

図 7-3 作成した街路図 8 パターン 

カテゴリ
交差点カラー舗装 あり なし
ボラードの設置 あり なし
クロスマーク あり なし

道路外側線の延長（ドットライン） あり なし
路側帯カラー舗装 あり なし

足跡マーク あり なし

水準
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ヒアリングの手法としては，街路図 8 パターンを A4 の用紙に 1 枚ずつ印刷し，ラミネー

ト加工を施したものをランダムに並べた状態で子どもに見せ，止まろうと思う順番に選ん

でもらった． 

コンジョイント分析により示された各水準の部分効用値とアイテムレンジを図 7-4 に示

す．カテゴリごとのアイテムレンジに着目すると，足跡（止まれ）マークを施すことが子ど

もの歩行者の止まる意識に も効果的であることが示された．その次にボラードの設置，路

側帯カラー舗装の施策を行うことが効果的であることが明らかになった．部分効用値を見

るといずれのカテゴリにおいても水準が「あり」であることが止まる意識を高める方向に相

関があり，本研究で取り上げた交通安全対策を交差点に導入することが子どもの歩行者の

止まる意識に効果があることが示された． 

本調査の注意点として，VR 作成ソフトで作成された街路図を用いてアンケート調査を行

っており，実際に子どもの歩行者が街路を通行した際の結果ではないことが留意すべき点

として挙げられる． 

 

このアンケート項目は，第 4 章後半のドライバーを対象としたアンケート内でも実施し

ており，歩行者視点での大人の一時停止意識に関する分析との比較が可能となっている． 

大人の歩行者を対象とした一時停止意識に関するコンジョイント分析により示された各水

準の部分効用値とアイテムレンジを図 7-5 に示す．カテゴリごとのアイテムレンジに着目

すると，交差点カラー舗装を施すことが，大人の歩行者の止まる意識に も効果的であるこ

 

図 7-4 子どもの歩行者の一時停止意識分析（各水準の部分効用値及びアイテムレンジ） 
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とが示された．その次にその次にボラードの設置，路側帯カラー舗装の施策を行うことが効

果的であることが明らかになった．部分効用値を見るといずれのカテゴリにおいても水準

が「あり」であることが止まる意識を高める方向に相関があり，本研究で取り上げた交通安

全対策を交差点に導入することが大人の歩行者の止まる意識に効果があることが示された． 

 

二つの結果を比較すると，子どもの歩行者の止まる意識に も寄与しているものは足跡

（止まれ）マークであるが，大人の歩行者の止まる意識に も寄与しているものは交差点カ

ラー舗装であり，傾向に大きな差がみられた．両者とも，止まる意識に次に寄与するものは

ボラードの設置と路側帯カラー舗装であることから，この対策は大人の歩行者にも子ども

の歩行者にも効果的であることが示された． 

 子どもの歩行者が足跡マークに大きく反応している理由はこの調査では明らかにするこ

とが難しいが，ヒアリングの際の子どものコメントを参考にすると，保育園での交通安全教

室で学習済みであることや，文字で止まれと書いていることなどが影響していると考えら

れる． 

  

 

図 7-5 大人の歩行者の一時停止意識分析（各水準の部分効用値及びアイテムレンジ） 
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第 4 節 子どもの歩行者の視線挙動に関する考察 

  

 本調査では，生活道路の歩行中の子どもの視線挙動を計測し，分析を行った． 

 図 7-6 に子どもの歩行者の視線データ例を示す．このキャプチャ画像は歩行開始直前の

画像であり，青い線が子どもの動画視聴時の視線挙動を示すため，画面下部の猫，画面上部

のハトや，画面右側の植物に視線が動いていることが読み取れる． 

 

視線挙動データには，このようにしっかりと対象物が読み取れる場合のデータも存在す

るが，対象物が曖昧なデータも混在している．本研究では，交差点部に交通安全対策を設置

した際に，子どもの歩行者が視認しやすく，止まる意識を持ちやすい条件を明らかにするこ

とを目的としているため，画面の中央の正面や道路に視点がいきやすい交通安全対策を明

らかにするために，図 7-7 のように画面をエリアに分割し，検証を行った．エリア分割の方

法としては，画面を上部中部下部に三分割し，画面上の境界を用いて，正面，道路，空中，

左側壁，右側壁に分割した．また，正面は図のように，上正面，下正面，左正面，右正面と

詳細に分割が可能なようにデータの切り出しを行っている． 

 

  

 

図 7-6 子どもの歩行者の視線データ例 
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まず，どのエリアの視認割合が高いのか，対策ごとの違いを検証する．図 7-8 に対策ごと

のエリア視認率を示す．対策なしのパターンの動画視聴時の子どもの視線挙動のエリア視

認率の割合と，交通安全対策の動画ごとのエリア視認率を比較する．図より，足跡（止まれ）

マークを設置した交差点では，対策なしや他の交通安全対策設置時と比べて，道路に視線が

いきやすい傾向が読み取れる．また，足跡（止まれ）マーク，ボラードを設置した場合，対

策なしや他の交通安全対策設置時よりも下正面に視線がいきやすいことが分かった． 

エリア視認率のグラフより，対策により視線の挙動に変化があることが読み取れた．そこ

で，エリア視認率による平均値の差の検定を行った． 

 

図 7-7 子どもの歩行者の視線データ分割エリア 

 

図 7-8 対策ごとのエリア視認率 
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図 7-9 に道路エリアのエリア視認率の平均値の差の検定結果を示す．結果より，対策なし

の交差点とボラード設置時では，道路エリアのエリア視認率に有意水準 1%で統計的に有意

な差がみられ，ボラード設置時の方が道路エリアを見る時間が長いことが示された．同様の

傾向がクロスマーク，足跡マークにも見られており，とくに足跡マークに大きな差がみられ

た． 

 

次に，図 7-10 に正面まとめエリアのエリア視認率の平均値の差の検定結果を示す．結果

より，対策なしの交差点とボラード設置時では，正面まとめエリアのエリア視認率に有意水

準 1%で統計的に有意な差がみられ，ボラード設置時の方が正面を見る時間が長いことが示

された．この結果の考察としては，今回対象としている交通安全対策で唯一立体的な対策で

 

図 7-9 道路エリアの平均値の差の検定 

 

図 7-10 正面まとめエリアの平均値の差の検定 
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あるため，正面エリアに視線が誘導されたのだと考える． 

後に，図 7-11 に下正面エリアのエリア視認率の平均値の差の検定結果を示す．結果よ

り，路側帯カラー舗装以外の対策設置時に，下正面エリアのエリア視認率に統計的に有意な

差がみられている．この結果の考察としては，正面エリアとしてまとめると，ボラードのみ

効果がみられたが，下正面エリアに限定すると，今回の対象とした多くの交通安全対策に，

子どもの視線挙動を誘導する効果がみられた． 

 

第 5 節 本章のまとめ 

  

 本章では，狭隘な生活道路の交差点部での子どもの歩行者に対する交通安全対策の効果

を検証した．得られた知見を以下に示す． 

1. 交差点に施された交通安全対策に対する，子どもの歩行者の一時停止意識に関する分

析を行ったところ，足跡（止まれ）マークを施すことが子どもの歩行者の止まる意識に

も効果的であることが示された．その次にボラードの設置，路側帯カラー舗装の施策

を行うことが効果的であることが明らかになった． 

2. 第 4 章後半のアンケート時に大人に対しても同様の調査を行っており，その結果と比

較したところ，大人の歩行者に対しては，交差点カラー舗装を施すことが，大人の歩行

者の止まる意識に も効果的であることが示された．その次に，ボラードの設置，路側

帯カラー舗装の施策を行うことが効果的であることが明らかになった． 

3. 生活道路での子どもの歩行者の視線挙動を計測し分析を行った．画面のどのエリアの

認割合が高いのか，対策ごとの違いを検証した結果，足跡（止まれ）マークを設置した

交差点では，対策なしや他の交通安全対策設置時と比べて，道路エリアの視認率が高い

ことが読み取れる．また，足跡（止まれ）マーク，ボラードを設置した場合，対策なし

 

図 7-11 下正面エリアの平均値の差の検定 
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や他の交通安全対策設置時よりも下正面エリアの視認割合が高いことも明らかになっ

た． 
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第 8 章 結論 

 

第 1 節 本研究の成果 

 

 本研究では，生活道路内のドライバーと歩行者に着目し，両者の意識から交通安全上の

特徴を詳細に把握した上で，生体反応である心拍挙動や視線挙動を用いて，有効な交通安全

対策について評価・提案を行った． 

具体的には，第 3，4 章で生活道路内運転中のドライバーの心拍挙動より過剰なストレス

値を算出し，それらを用いて様々な交通事象や交通安全対策の評価を行った．次に，ドライ

バーの意識調査より，運転時の安全意識と個人の特性等を詳細に把握し，加えてドライバー

の一時停止意識に有効な交差点部の交通安全対策を検討した． 

第 5 章では，歩行者視認時のドライバーのストレスに着目し，意識調査データと生体反応

データから過剰なストレス反応と，ストレス意識に関して分析を行っている． 

第 6 章では，歩行中の死傷者数が際立って多い，小学生の幼い子どもの歩行者に着目し分

析を深めている．子どもの歩行者の飛び出し事故が多いという事実から，まず子どもの実際

の行動を把握するため，幼い子どもの終業後の詳細な学外活動と交通行動を明らかにした． 

第 7 章では，第 6 章の子どもの経路選択の傾向を踏まえて，生活道路と細街路の交差点

部での，子どもの一時停止意識と，視線挙動に関する知見が得られた． 

以下に各章で得られた知見と考察を記す． 

 

第 3 章では，生活道路内運転中のドライバーの心拍挙動より過剰なストレス値を算出し，

それらを用いて，生活道内走行時の対向車・路上駐停車とのすれ違いや，生活道路内に設置

されたハンプの評価を行った．心拍挙動には個体差があるため，各個人での心拍の間隔（RR

間隔）の変動により検証するため，標準得点である z 得点を用いて分析を行っている． 

まず，幅員の違う生活道路での対向車とすれ違う際の過剰なストレス反応の比較分析を

行ったところ，車道幅員の狭い生活道路での対向車とのすれ違いに対して，ドライバーの過

剰なストレス反応が発現した．次に，同様の 2 種類の街路で路上駐停車視認について比較分

析を行ったところ，両生活道路ともに駐車位置に関しては同車線側に路上駐停車が存在す

るときに過剰なストレス反応が表れる傾向が示された．また，車道幅員の狭い生活道路での

路上駐停車視認の方が，過剰なストレス反応が計測された． 

次に，交通安全対策である「ハンプ」走行時の過剰なストレス反応と，自動車の速度比較

分析を行った．他の要因の影響を受けていないとされるすべてのサンプルでハンプ走行時

の走行速度が低減していることが確認できた．過剰なストレス反応を示したドライバーの

サンプルは少数であったため，ハンプが有効な交通安全対策になりうることが示された． 

 

 



110 
 

第 4 章では，自動車運転中の意識に関する問の集計結果より，「安全運転傾向」，「速度重

視型運転傾向」，「歩行者・自転車注視型運転傾向」，「危険運転傾向」の 4 つの運転意識の傾

向を示すクラスターに分類を行った．このクラスターと個人の運転経験や個人の特性，ソー

シャル・キャピタル（社会的な繋がりを示す指標）等との関連性を把握した．自動車運転意

識傾向クラスターの予測モデル分析を行った結果，性別，1 年以内のヒヤリハットの回数，

SC といった変数との関連が強くみられた．このようにドライバーの特性を詳細に把握した

後に，ドライバーの一時停止意識に有効な生活道路の交差点における交通安全対策を明ら

かにした．交差点部中央をベンガラ色で塗ったような交差点カラー舗装を施すことが，ドラ

イバーの一時停止行に も効果的であり，その次に路側帯カラー舗装，止まれ標示の強調を

行うことが効果的であることが明らかになった．また，アンケート項目から明らかになった

交差点部での一時停止意識が低い個人の特性として，性別では女性より男性，また事故経験

が多く，生活道路は居住者や歩行者・自転車のための空間であるという認識が薄いというこ

とが示された．この一時停止意識の低いドライバーは，意識の高い人に比べて一時停止意識

に対する路側帯カラー舗装の効果が小さく，代わりに止まれ標示の強調施策がより効果的

であることが示された． 

 

第 5 章では，第 3 章で扱ったデータより，生活道路内走行時の歩行者とのすれ違いに対

する過剰なストレス反応を分析対象とし，街路状況や歩行者の様子等を説明変数とした予

測モデルを作成した．手法としては第 3 章と同様に，歩行者すれ違い時の心拍の間隔（RR

間隔）より z 得点を算出した．歩行者すれ違い時のドライバーの過剰なストレス反応予測モ

デルより，「歩行者の年代」が も高いオッズ比を示しており，高齢者とのすれ違いが過度

なストレスの要因となっていることが示された．また，歩行者すれ違い時の過剰なストレス

反応に有効幅員は直接的な関連が見られなかったが，幅員減少率が低いと過剰なストレス

に影響が大きいことが示唆された．このことから，もともと狭幅員の生活道路での歩行者の

すれ違いに過剰なストレス反応が表れることが示唆された．また，歩行者の歩行位置も過剰

なストレス反応と関連があることが示された． 

また，ドライバーに対する，生活道路に関するアンケート結果と，歩行者すれ違い時の過

剰なストレス反応要因分析結果との比較を行うことで，より生活道路走行時のドライバー

のストレス構造を明らかにできると仮説を立て，分析を行った．ドライバーの生活道路内運

転中の歩行者視認時のストレス意識についてアンケート調査を行った結果，コンジョイン

ト分析より，ドライバーから見て歩行者が左側（同一車線側）にいるときに，ストレス意識

が高いことが明らかとなった．また，「歩道あり」，「路側帯あり」，「歩道・路側帯なし」の

アイテムレンジが大きく，物理的に歩車分離がされていない街路を走行する際に歩行者が

いるとストレス意識が高いことが明らかとなった．歩行者の歩行方向に関しては，横断・飛

び出しに対する効果が大きいことから，「横断・飛び出し」＞「対向方向」＞「進行方向」

の順にストレス意識が高いことが分かった．歩行位置に関しては，歩道や路側帯内に歩行者
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がいる場合と，歩道や路側帯外に歩行者がいる場合とでは，歩道や路側帯外に歩行者がいる

ときのほうが，部分効用値が高くストレスが高いことが明らかとなった．心拍を基にした歩

行者に対する過剰なストレス反応のモデル結果と，意識データを基にしたストレス意識調

査結果を比較すると，歩行者の年代が高齢者であることが過剰なストレス反応の予測モデ

ルでは影響の強い要因となっていたが，子ども（小学生以下）・成人の方が，ストレス意識

の結果では部分効用値が高く，ストレス意識が高いという結果となった．歩道や路側帯の設

置がない全体の幅員が狭い生活道路においてストレス意識が高いということも明らかにな

った．また，2 つの結果より，横断・飛び出しに関しては過剰なストレス反応もストレス意

識も現れていた．別のアンケート項目結果を基にして，子どもの歩行者を生活道路内で視認

した際のドライバーのストレス意識について検討を行ったところ，子どもの歩行者が歩道

外を歩行している画像に対し，ストレス意識が も高くなっており，また，歩道内を歩行し

ていても，家寄りではなく，車道寄りを歩いているときの方が，ストレス意識が高いという

ことも明らかになった． 

 

第 6 章では，子どもの QOL と遊び・学外活動の関係性について明らかにし，子どもの学

外での遊びの重要性について述べた後に，子どもの行動や遊びに行く際の移動経路，遊び場

までの距離であるテリトリーなどを詳細に把握した． 

心身の状態，自分自身について，家族・友達との様子，学校生活や病気について等，7 つ

の質問項目から構成された，小中学生版 QOL 尺度（Kid-KINDL）を用い調査対象地域の小

学生の子どもの QOL を測定した．個人の総得点を用いクラスター分類により個人を類型化

すると，QOL（高），QOL（中），QOL（低）の 3 クラスターに分類された． 

子どもの QOL と子どもの遊びに関する項目との関係について検証した結果，遊びの内容，

時間，人数，場所等との関連がみられた．全体的な傾向として，QOL（高）クラスターの子

どもは屋外での遊びが多く，多人数で公園や広場で遊ぶ傾向がみられた．このことから，

QOL を指標とした子どもの学外での遊びの重要性が述べられたため，安全に遊び場まで向

かえるためにも，生活道路の子どもの交通安全に関する対策が必要であるといえる． 

次に交通安全対策の設置に関する提案を行うためには，子どもの経路選択に関する知見

が必要であると考え，遊びに行く際の経路について詳細に把握した．まず，子どもの自宅と

遊び場の位置関係を学区や幹線道路等に着目し把握した結果，学区内で遊ぶ傾向が強いこ

とや，幹線道路の区分も影響していることが明らかになった．経路に関する分析では，通学

時と遊び時の歩行者専用道路の利用割合に着目して考察を行い，居住地と歩行者専用道路

と遊び場の位置関係によって，歩行者専用道路の利用具合が変化していることが読み取れ

た．また，歩行者専用道路が住区内から子どもの遊び場となる児童公園まで伸びている際に，

利用割合が高かったことから，通学路だけでなく，遊び時の経路を詳細に把握することは交

通安全対策を適切に配置するためにも必要であることが示唆された． 
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第 7 章では，狭隘な生活道路の交差点部での子どもの歩行者に対する交通安全対策の効

果を検証した．交差点に施された交通安全対策に対する，子どもの歩行者の一時停止意識に

関する分析を行ったところ，足跡（止まれ）マークを施すことが子どもの歩行者の止まる意

識に も効果的であることが示された．その次にボラードの設置，路側帯カラー舗装の施策

を行うことが効果的であることが明らかになった．第 4 章後半のアンケート時に大人に対

しても同様の調査を行っており，その結果と比較したところ，大人の歩行者に対しては，交

差点カラー舗装を施すことが，大人の歩行者の止まる意識に も効果的であることが示さ

れた．その次に，ボラードの設置，路側帯カラー舗装の施策を行うことが効果的であること

が明らかになった．次に，無意識に子どもが視認している交通安全対策を明らかにするため

に，生活道路での子どもの歩行者の視線挙動を計測し分析を行った．画面のどのエリアの視

認割合が高いのか，対策ごとの違いを検証した結果，足跡（止まれ）マークを設置した交差

点では，対策なしや他の交通安全対策設置時と比べて，道路エリアのエリア視認率が高いこ

とが読み取れる．また，足跡（止まれ）マーク，ボラードを設置した場合，対策なしや他の

交通安全対策設置時よりも下正面エリアのエリア視認率が高いことも明らかになった． 

 

 以上，本研究では，生活道路内のドライバーと子どもの歩行者に着目し，両者の特性を，

意識調査・生体反応調査で詳細に把握した．また両者に対して有効な交通安全対策を検討し

ている．得られた知見は，自動車と子どもの歩行者の共存が可能な生活道路の再構築に有益

な材料となり得るものであるといえる． 
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第 2 節 今後の発展可能性 

 

 生活道路空間におけるドライバーと歩行者両者に有効な交通安全対策の実装・検証    

本研究では，生活道路内のドライバーと，交通弱者である子どもの歩行者に着目し，

より効果的な交通安全対策の提案を行った．本研究で研究対象としている交通安全対

策はソフト的な手法が多く，また，物理的デバイスでも比較的安価で取り扱いやすい対

策を用いているため，本研究の結果を用いて，実際の生活道路に実装・効果の検証が可

能であると考える．実装前後の交通状況の観測や，道路利用者，近隣住民を対象にした

ヒアリング・アンケートを行うことで，本研究のモデルの適用可能性についても言及で

きると期待する． 

 

 ドライバーの運転意識と実際の運転挙動の関連分析による安全運転モデルの高精度化 

本研究では，様々なアンケート調査を行い，ドライバー交通安全意識や交差点での

一時停止意識に関して分析を行っている．しかし，実際の運転行動の観測データとの

関連は把握ができていない．今後は，自動車運転に関する意識と実際の自動車運転行

動との関連把握のために，交通実態調査やシミュレーションを用いた運転行動の観測

が必要であると考えられる． 

 

 幼い子どもの歩行者の生活道路内交差点横断時の認知に関する研究 

本研究では，歩行中を想定したシミュレーション動画を用いて，子どもの歩行者の

視線挙動を扱い研究を行った．今回は細街路から交差点手前までのシミュレーション

動画を用いて研究を行っているが，実際交差点前で首振り確認を行うなどの挙動によ

る視線の変化などは計測できていない．実際交差点を横断する際の認知・判断・行動

の一連の観測調査等を行うことで，より交差点部での子ども独自の認知可能範囲，行

動基準等が明らかになると考えられる． 
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