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1 はじめに 

 我が国における交通事故発生件数や死傷者数は，

減少傾向にあるが，近年は下げ止まりの傾向が見ら

れる 1）．そのため，全体数を減らすようなマクロな

安全対策だけでなく，個々の事故に着目したミクロ

な安全対策も必要とされている．一方，死傷者数に

対して死傷者の占める割合を表す致死率に着目する

と，高速自動車国道及び指定自動車専用道路（以下，

高速道路）における事故や自動二輪車事故では増加

傾向が見られる．以上より，重大事故を引き起こす

危険性を併せ持つ，高速道路における自動二輪車事

故を減らす取り組みが急務であるといえる． 

そこで本研究では，事故統計データを用いて，高

速道路本線上における自動二輪車の事故特性を整理

する．そして，自動二輪車事故多発区間に着目し，

事故と道路幾何構造や交通状況等との関連を，統計

解析により明らかにする．また，実走行調査とアン

ケート調査を実施し，事故には至らないが潜在的な

危険事象が発生し得る道路・交通特性と利用者意識，

運転ストレスとの関係を明らかにする． 

 

2 事故発生状況に関する基礎分析 

 本研究では，東名高速道路を対象路線とし，事故

統計データを用いて平成21年から平成26年 7月末

までに発生した死亡事故，重傷事故，軽傷事故，物

損事故をまとめて取り扱う．第 1当事者となる事故

を分析対象とすると，対象期間内に自動二輪車事故

は 122件，自動車事故は6,178件発生している．な

お，本研究では路肩及び付加車線等，第1走行車線

を除く最も左側の車線を「路肩等」と定義する． 

自動二輪車事故と自動車事故の比較を行った結果

の内，特徴な傾向がみられた車種別の事故類型と路

面状態とのクロス集計の結果を図 1に示す．ここで，

事故類型は追突（走行時），追突（停止・渋滞時），

衝突・接触，転倒・横転，道路施設衝突，その他の

6項目から成る．また，路面状態は乾燥及び湿潤の 2

項目から成る． 

図 1より， 路面湿潤時は滑りやすく，高速走行し

ていることから，わずかなハンドル操作で車両が不

安定になる可能性が高くなる．そのため，本質的に

倒れやすいという不安定性を有する自動二輪車では 

転倒・横転事故，自動二輪車よりも安定した自動車

では道路施設衝突事故に至る可能性が高まると考え

られる． 

 次に，各インターチェンジ（以下，IC），ジャンク

ション（以下，JCT）間における曲線半径R及び縦

断勾配 iの一覧を表 1に示し，車種別の区間長あた

りの事故発生件数を図2に示す． 

 

図 1：車種別の事故類型と路面状態のクロス集計結果 

表 1：曲線半径R，縦断勾配 iの一覧 

 

 
図 2：車種別の区間長あたりの事故発生件数 
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 図 2より，自動車と自動二輪車の区間ごとの事故

発生傾向が似ていることがわかる．相関分析からも，

非常に強い正の相関があることが確認された

（r=0.968，p<0.001）．以下，本研究では，「小牧 IC・

小牧 JCT間」，「名古屋 IC・豊田 IC間」，「豊田 JCT・

県境間」を自動二輪車事故多発区間と定義し，詳細

に分析する． 

 

3 自動二輪車事故の要因分析 

 自動二輪車事故多発区間で発生した 106件の自動

二輪車事故を分析対象とし，主成分分析により事故

に影響を及ぼす要因を明らかにする．説明変数に関

して，道路幾何構造としては，路線図から得られた

事故発生地点の車線数や縦断勾配，平面曲線等を用

いる．交通状況としては，車両感知器データから得

られた事故発生時の平均速度や時間占有率等を用い

る．他に，事故発生時の天候を事故統計データから

取得して反映させる．累積寄与率 60%を目安として

第 5主成分までを抽出した結果を表 2に示す． 

 表 2より，第1主成分と強い正の相関関係がある

説明変数として，第2走行車線速度をはじめとした

8項目，強い負の相関関係がある変数として，第1

走行車線時間占有率を含む3項目が挙げられる．そ

こで，第 1主成分を「第1から第 2走行車線への利

用推移（流れ良好）」と命名する．第2主成分から第

5主成分においても同様に，強い相関関係を示す説

明変数を基に命名を行うと，第 2主成分は「近飽和

状態の直線区間」，第3主成分は「大型自動車の登坂

車線利用」，第4主成分は「左カーブ追越車線での高

速度状態」，第5主成分は「悪天候」となる． 

主成分分析の結果から，周辺交通状況の変化，道

路幾何構造，天候の順に対象とした自動二輪車事故

と強い関係性があることが明らかとなった． 

 

4 アンケート調査結果を用いた主観評価分析 

事故多発区間では，潜在的に危険な事象も多発し

ていると仮定して，表3に示す豊田 IC・音羽蒲郡 IC

間を調査対象区間とした自動二輪車に関する実走行

調査を実施する．本調査では，走行中の被験者の心

拍変動や周辺の交通状況，試験車両が道路から受け

る振動等を取得する．また，高速道路本線走行中の

自動二輪車利用者が感じる危険意識を把握するため

に，実走行調査と併せて表4に示すアンケート調査

を実施する． 

系列間隔法により定量化した本線走行時のアンケ

ート結果を用い，上下線を合算した各区間の質問項

目別平均得点を図3に示す．なお，豊田 IC・上郷 

SA間を区間1，上郷SA・豊田 JCT間を区間 2，豊

田 JCT・岡崎 IC間を区間3，岡崎 IC・美合PA間を

区間 4，美合PA・音羽蒲郡 IC間を区間 5とする． 

図 3より，質問1（流出），5の平均得点が高いこ

とから，分流部での流出車両，道路幾何構造に対す

表 2：主成分分析の結果 

 
表 3：実走行調査概要 

 
表 4：アンケート調査内容 

 

 
図 3：各区間の質問項目別平均得点 

 

説明変数 主成分1 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5

車線数 0.70 0.54 0.04 -0.08 0.07

第1走行車線利用率 -0.60 -0.50 -0.04 -0.42 0.24

第2走行車線利用率 0.78 0.53 0.11 -0.11 0.06

追越車線利用率 0.03 -0.16 -0.50 0.51 -0.39

路肩等利用率 -0.40 0.27 0.75 0.30 0.02

5分間交通量 0.60 0.25 -0.14 0.21 -0.30

第1走行車線時間占有率 -0.75 0.45 -0.26 -0.13 -0.02

第2走行車線時間占有率 0.48 0.60 0.02 -0.40 0.03

追越車線時間占有率 -0.63 0.56 -0.32 0.03 -0.12

路肩等時間占有率 -0.42 0.48 0.26 0.36 -0.04

第1走行車線時間占有率の変化量 -0.32 0.50 -0.22 0.20 0.10

第2走行車線時間占有率の変化量 0.07 0.43 -0.03 -0.51 0.04

追越車線時間占有率の変化量 -0.39 0.55 -0.21 0.25 0.09

路肩等時間占有率の変化量 -0.11 -0.10 0.70 0.04 0.06

第1走行車線速度 0.69 -0.49 0.28 0.20 0.03

第2走行車線速度 0.81 0.43 0.12 0.04 0.03

追越車線速度 0.66 -0.40 0.18 0.41 -0.10

路肩等速度 -0.26 0.05 0.81 0.24 0.09

第1走行車線大型車混入率 0.57 0.06 -0.16 0.01 0.25

第2走行車線大型車混入率 0.66 0.38 0.09 -0.05 0.09

追越車線大型車混入率 -0.07 0.06 -0.48 0.25 0.03

路肩等大型車混入率 -0.42 0.39 0.44 0.39 0.03

晴 -0.03 0.14 0.20 -0.22 -0.89

曇 0.06 -0.13 -0.29 0.19 0.61

雨 -0.03 -0.05 0.06 0.09 0.56

曲率半径 1(1,000m 未満) 0.06 -0.11 -0.02 -0.44 0.09

曲率半径 6(5,000m 以上) 0.00 0.47 -0.05 0.19 0.24

左カーブ 0.18 -0.27 -0.26 0.43 -0.10

右カーブ -0.18 -0.09 0.30 -0.58 -0.08

固有値 6.278 4.087 3.194 2.595 1.991

累積寄与率 21.6% 35.7% 46.8% 55.7% 62.6%

調査日
調査日1：平成28年11月13日（日）
調査日2：平成28年11月23日（水，祝）

調査時間帯 9時～17時
対象区間 豊田IC～音羽蒲郡IC （30.6km）
被験者 20代男性5名，30代男性1名
総走行数 18走行

種類 項目 質問内容

基
礎
情
報

質問1 年齢
質問2 自動二輪車免許の取得時期
質問3,4 自動二輪車運転歴（継続，過去最長）
質問5 自動二輪車運転のブランク歴
質問6,7 高速利用経験，対象区間の走行経験（車種別）

本
線
走
行
時

質問1 分合流部における流入車両，流出車両に対する危険度
質問2 周辺走行車両に対する危険度
質問3 風による走りづらさ
質問4 路面凹凸から生じる振動による走りづらさ
質問5 道路構造による走りづらさ
質問6 区間の総合評価（質問 1～5を考慮）

ほ

合
流
時

質問1 本線走行車両に対する危険度
質問2 合流部構造に対する走りづらさ
質問3 合流時の総合評価（質問 1～2を考慮）
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る危険意識は低いことがわかる．また，質問 2，3，

4の平均得点が低いことから，自動二輪車利用者は，

周辺走行車両や風，路面凹凸から生じる振動に対し

て危険意識を抱きやすいといえる． 

 続いて，本線走行時のアンケート調査に用いた各

危険意識に対し，影響を及ぼす外的要因を明らかに

するため，主観評価分析を行う．まず，実走行調査

より得られた左右方向の加速度（以下，Y軸加速度）

と上下方向の加速度（以下，Z軸加速度）に着目し， 

Y軸，Z軸加速度の下位10%以下，上位10%以上を

それぞれY軸，Z軸振動特異値とする． 

次に，各危険意識に対するロジスティック回帰分

析に用いる説明変数を表5に示す．質問 6の各危険

意識が総合評価に与える影響については重回帰分析

により明らかにする．質問2， 3の分析結果を表6，

質問 6の分析結果を表7に示す． 

表 6より，質問2では，車線変更を含む左右への

移動が可能であることを表すY軸加速度特異値の発

生率から，流入車両に対し回避行動を取れる状況下

では危険意識が低いと考えられる．反対に，被験者

周辺の交通量が多く，被験者の行動が周辺車両によ

って制限される状況下では，速度の変化が生じやす

いため，危険意識が高くなると推察される． 

質問 3では，車両を追い抜く際に生じる横風によ

って車体がふらつき，転倒の危険を感じることで危

険意識が高まると考えられる．大型車を追い抜く際，

普通車と比較してより強い横風を受けやすいために，

危険意識が高まると推察される．一方で，全車線の

交通量が多く，被験者の行動が周辺車両によって制

限される状況では追い越しが起こりにくく，横風を

受ける機会が少ないため安全側に働くと推察される． 

表 7より，標準化係数に着目すると，周辺走行車

両，路面凹凸，風，道路幾何構造の順で，自動二輪

車利用者の危険意識へ与える影響が大きくなること

がわかる． 

 

5 心拍データを用いた客観評価分析 

実走行調査にて取得した心拍データRRIは，被験

者及び走行ごとに個人差及びサンプル数の差がある．

そこで本研究では，各走行において，本線走行時の

RRI最大値に対するRRI瞬間値の比率を1から減じ

たものを「運転ストレス率」として定義し，また，

運転ストレス率の上位15%を特にストレスを感じて

いる状態として「高運転ストレス状態」と定義する

ことで個人差，サンプル数の差の問題を取り除く． 

各走行において，200mごとの走行に要した時間

に対して高運転ストレス状態となった時間総計の比 

率を目的変数とし，説明変数には被験者の交通特性

と道路幾何構造を用いた重回帰分析を行う．客観評

価分析の結果を表8に示す．なお，「左側並走車両存

在率」とは，200mの走行に要した時間に対して能

動的追い越しに要した時間総数の比率である． 

表 8より，大型車と並走する時間が長いと，圧迫

感を受ける時間が長く，追い越しにおける横風への

不安が高まるため，緊張側に作用すると推察される．

瞬間速度の分散が緊張側に作用することから，周辺

環境によって被験者の走行が制限されるような，速

度の変化量が大きくなる状況は緊張側に作用すると

考えられる．Z軸振動特異値の発生率に関して，高

表 5：主観評価分析に用いる説明変数の一覧 

 
表 6：主観評価分析の結果（N=70） 

 
表 7：主観評価分析の結果（N=100，R2=0.715） 

 
表 8：客観評価分析の結果（N=1399） 

 

説明変数 内容

被
験
者
の
交
通
特
性

瞬間速度の分散 各区間中の瞬間速度の分散
旅行速度 旅行時間（通過に要した時間） /  区間長
走行率（路肩等） 路肩等を走行した距離 /  区間長
走行率（第1走行車線） 第1走行車線を走行した距離 /  区間長
走行率（追越車線） 追越車線を走行した距離 /  区間長
能動的追い越し回数 各区間走行中に，自ら他車両を追い越した回数
受動的追い越し回数 各区間走行中に，他車両に追い越された回数
Y軸振動特異値の発生率 各区間走行中に，特異値が発生した数 /  測定したY軸加速度の総数
Z軸振動特異値の発生率 各区間走行中に，特異値が発生した数 /  測定したZ軸加速度の総数

区
間
代
表
地
点
で
の

交
通
状
況

利用率（第1走行車線） 区間代表地点断面における第1走行車線走行車両台数 /  車両総数
利用率（追越車線） 区間代表地点断面における追越車線走行車両台数 /  車両総数
車線間の速度差 区間代表地点断面における追越車線と第1走行車線の平均速度差

（大型車混入率（第1走行車線））
※質問1（流出）でのみ使用

区間代表地点断面における第1走行車線を走行する車両総数に
対し，第1走行車線を走行する大型車台数の比率

（大型車混入率（追越車線））
※質問1（流出）でのみ使用

区間代表地点断面の追越車線を走行する車両総数に
対し，追越車線を走行する大型車台数の比率

大型車混入率（全車線） 区間代表地点断面の走行車両総数に対する大型車総数の比率

（時間占有率（第1走行車線））
※質問1（流出）でのみ使用

区間代表地点断面の第1走行車線微小区間において，
単位時間内に車両が存在した時間の比率

（時間占有率（追越車線））
※質問1（流出）でのみ使用

区間代表地点断面の追越車線微小区間において，
単位時間内に車両が存在した時間の比率

時間占有率（全車線）
区間代表地点断面の微小区間において，単位時間内に
車両が存在した時間の比率

道
路
幾
何
構
造

最大縦断勾配 各区間内の縦断勾配の最大値
最小縦断勾配 各区間内の縦断勾配の最小値
最大曲線半径 各区間内の曲線半径の最大値
最小曲線半径 各区間内の曲線半径の最小値
左カーブ数 各区間内の左カーブの数
右カーブ数 各区間内の右カーブの数
直線数 各区間内の直線の数

モデル質問2（R2=0.241, χ2=13.697 ） 質問3（R2=0.393, χ2=24.255 ）
説明変数 非標準化係数 非標準化係数
Y軸振動特異値の発生率 10.723**
時間占有率（全車線 ） 27.267**
瞬間速度の分散 -0.015** 0.031***

大型車混入率（全車線 ） -8.104**

能動的追い越し回数 -0.247***

（定数） -0.702 -0.888
的中率 67.1% 81.4%

*：10%有意，**：5%有意，***：1%有意

説明変数 非標準化係数 標準化係数
質問2 0.307*** 0.366
質問3 0.208*** 0.261
質問4 0.251*** 0.285
質問5 0.237*** 0.244
（定数） -3.151

F値 62.983***
*：10%有意，**：5%有意，***：1%有意

モデル 1(R2=0.113) 2(R2=0.107)
説明変数 標準化係数 標準化係数
走行率（路肩等） 0.242 0.239
左側並走車両存在率（大型車） 0.072
瞬間速度の分散 0.065
Z軸振動特異値の発生率 0.047
走行率（第1走行車車線） -0.156 -0.177

F値 45.544*** 56.882***
*：10%有意，**：5%有意，***：1%有意
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速度で走行中に上下方向の大きな振動を受けると，

バランスを崩しやすく，転倒の危険性も高まるため，

緊張側に働くと考えられる．以上より，高速道路走

行時の速度変化が大きくなること，大型車との並走

時間が長くなること及び上下方向の大きな振動を受

けることによって，自動二輪車運転時のストレスが

高まることが明らかになった． 

 

6 主観・客観評価からみた潜在的危険性 

地理情報システム（ArcGIS）を用いて，高運転ス

トレス状態の発生率と自動二輪車事故の発生率を地

図上に示すことにより，調査対象区間の潜在的危険

性の検討を視覚的に行う．上り線における高運転ス

トレス状態の発生率と自動二輪車事故発生率を図4

に示す． 

図 4より，高運転ストレス状態の発生率と事故発

生率がともに高い300KP付近に着目すると，左，右，

左とカーブ区間が変化することに加え，橋梁部が3

箇所存在する地点であることがわかる．短いスパン

に複数の橋梁部が存在することで上下方向の振動を

何度も受けることになり，ストレスが高まると考え

られる．加えて，カーブ区間走行時は不安定な状態

になりやすいため，事故に至る可能性が高まると考

えられる．従って，左右カーブ区間と上下方向の振

動を感じる区間の組み合わせが，潜在的危険性の高

い道路・交通環境であると推察される．下り線も同

様に比較を行うと，小さな曲線半径と左右カーブ区

間の組み合わせが，潜在的危険性の高い道路・交通

環境であると推察される．以上より，ストレス評価

結果と地理情報を併せて用いることで，局所的な潜

在的危険性を予測することが可能であるといえる． 

次に，アンケート調査から得た総合評価の区間別

平均得点と自動二輪車事故発生率との相関分析を行

うことで，自動二輪車走行の潜在的危険性を検討す

る．各区間の総合評価平均得点，自動二輪車事故発

生率，高運転ストレス状態の発生率を図5に示す．

また，図中のエラーバーは標準偏差を示している． 

図 5より，平均得点と事故発生率の間に負の相関

関係が見られ，これは相関分析の結果（r=-0.607）か

らも明らかである．よって，危険意識の観点では，

区間ごとの潜在的危険性を予測でき，総合評価が高

い区間では潜在的危険性が低いと考えられる．また，

区間 1と 5は，上下線の本線走行開始区間が含まれ

るため，高速道路の走行に対する不安や速度環境へ

の適応までに時間がかかることから，ストレスを感

じやすいと考えられる．平均得点と高運転ストレス

状態に着目し，5つの区間を対象に相関分析を行っ 

た結果，弱い負の相関関係（r=-0.275）が見られた．

さらに，区間1と5を除いた，区間 2から4の3つ

の区間を対象とした相関分析では相関係数 r=-0.875

となり，非常に強い負の相関関係が見られた．以上

より，総合評価が高くなると，高運転ストレス状態

の発生率が低下する負の相関関係があるため，主観

評価と客観評価の整合が確認できたといえる． 

 

7 おわりに 

 本研究では，東名高速道路における自動二輪車事

故の要因を分析し，周辺交通状況の変化，道路幾何

構造，天候の順に影響力が大きくなることを明らか

にした．そして，高速道路本線走行時における自動

二輪車利用者の主観評価と客観評価に着目し，潜在

的危険性を検討した．その結果，両評価を用いるこ

とで，局所または区間に対する自動二輪車の潜在的

危険性を予測できることを示した．なお，今回構築

したモデルの一部は精度が低いため，データを補完

した上で精度の検証が求められるが，構築した多く

のモデルは走行環境のサービスの質の検討に利用で

きると考えられる．今後は試走実験等による様々な

走行環境での潜在的危険性の検討が必要といえる． 
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図4：客観評価からみた潜在的危険性の検討（上り線） 

 
図 5：区間別評価の比較 
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