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要約 

 

1. 調査参加者 176 名を、教育実施群（「教育群」）と、コントロール群（「非教育群」）の二群に分け、両

群の比較を行うことで教育効果測定を行った。調査は青森市、弘前市、八戸市、浪岡町にある 4 つの

教習所の協力を得て調査が行われた。 

2. 教育群・非教育群ともに参加者は教習所構内コースを実走行し、その間に 24項目について 5段階尺度

により指導員による評価を行った。実走行に先だって、参加者たちは指導員が用いた評価表と同様の

評価表に自己評価を行うよう求められた。 

3. 24 項目の運転行動に関する指導員評価平均値と自己評価力＊平均値の間には負の相関が認められた

（r=-.591,n=175,  p<.01）（＊「自己評価力」を自己評価と指導員評価との差（「自己評価値－指導員

評価値」）と定義づけた）。グラフから、自己評価が指導員評価に比べて低い数値を示した参加者ほど

指導員評価は高く、平易な表現をすれば自分の安全性を過小評価するドライバーほど安全評価が高い

ことがわかる。 

 
 

4. 参加者のなかで過去 5 年以内の事故体験者は 35 名（20.3%）であった。事故体験の有無と指導員によ

る運転行動評価値の関係を分散分析により検討したところ、事故体験者の指導員評価は有意に低い評

価であった(f=26.508(1,169),p=.000)。事故体験者の指導員評価平均値は無事故者に比べて低い結果

が認められた。 

 

 
度数 平均値 標準偏差 

教育前 

指導員評価平均値 

無事故 136 4.1800 .40911 

事故体験 35 3.7350 .60734 

合計 171 4.0889 .48898 
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5. 参加者のなかで過去 5 年以内の交通違反体験者は 48 名(27.7%)であった。違反体験の有無と指導員に

よる運転行動評価値の関係を分散分析により検討したところ、違反体験者の指導員評価値は低い評価

傾向が認められた(F=3.712(1,179), p=.056)。 

 

 度数 平均値 標準偏差 

教育前 

指導員評価平均値 

違反なし 124 4.1360 .44556 

違反あり 48 3.9771 .57648 

合計 172 4.0917 .48913 

 

6. 参加者は、教育前、教育直後、および２ヶ月後に教習所内の走行コースを走行し、その間に指導員に

より評価が行われた。指導員による運転行動評価平均値を①教育前、②教育直後、③2ヶ月後の3時点

（非教育群は教育群の効果測定時点に合わせて来所を願い測定した）でみると、教育群では①4.21 

(SD .44)、②4.44(SD .41)、③4.35(SD .36)、非教育群では①4.13 (SD .41)、②4.22 (SD .39)、③

4.27(SD .36)であった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は認められず（F(1,156)=1.204,  

p=.274）、教育直後では有意な差が認められた（F（1,156）=14.453, p=.000）。しかし、2ヶ月後に

は再び両群の間の差は消滅した（F(1,156)=1.484, p=.225）。指導員評価平均値でみると2ヶ月後には

教育効果が消滅した。 

 

 度数 平均値 標準偏差 

教育前 教育群 71 4.2050 .43885 

非教育群 87 4.1308 .40899 

合計 158 4.1642 .42293 

教育直後 教育群 71 4.4432 .33114 

非教育群 87 4.2218 .38867 

合計 158 4.3213 .37925 

二か月後 教育群 63 4.3458 .36466 

非教育群 84 4.2727 .35676 

合計 147 4.3041 .36075 

 

7. 指導員による運転行動評価を「合図行動」、「確認行動」、「合図行動」の項目別に教育前、教育直

後、2ヶ月後の3時点で検討した。合図、速度行動については教育直後に有意な上昇を示したが、2ヵ月

後には教育前に戻った。しかし、確認行動についてのみ、2ヵ月後も教育効果の持続性が認められた

（F(1,145)=4.044, p=.046）。評価平均値では2ヶ月後に教育効果が消滅したように見られたが、項目

別に細分析すると教育効果がなお持続している項目も認められる(次頁図)。 
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類型別行動評価（確認） 

度数 平均値 標準偏差 

教育前 教育群 71 3.8925 .85728 

非教育群 87 3.6724 .75886 

合計 158 3.7713 .80943 

教育直後 教育群 71 4.3268 .64921 

非教育群 87 3.8295 .68293 

合計 158 4.0530 .71061 

二か月後 教育群 63 4.1873 .79342 

非教育群 84 3.9363 .71374 

合計 147 4.0439 .75661 

 

8. 自己評価を①教育前、②教育直後、③2ヶ月後の3時点でみると、教育群では①3.83 (SD .64)、②3.64 

(SD .64)、③3.84 (SD .62)、非教育群では①3.90 (SD .62)、②3.85 (SD .64)、③3.95 (SD .64)で

あった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は認められず（F(1,157)=.538, p=.464）、教育

直後では差の傾向性がうかがわれた（F(1,157)=3.816, p=.053）。しかし、2ヶ月後には再び両群の間

の差は消滅した（F(1,107)=.706, p=.403）。教育直後の教育効果として、自己評価が低下する傾向が

うかがわれる。 

 

自己評価  

度数 平均値 

標準偏

差 

教育前 教育群 71 3.8269 .64178 

非教育群 88 3.9007 .62297 

合計 159 3.8678 .63050 

教育直後 教育群 71 3.6468 .64165 

非教育群 88 3.8458 .63623 

合計 159 3.7569 .64431 

二か月後 教育群 44 3.8442 .62181 

非教育群 65 3.9481 .64176 

合計 109 3.9062 .63295 

 

9. 自己評価と指導員評価の差について教育群と非教育群の比較を行った。特に確認については、教育前

においてすでに両群間に有意な差が認められている（F(1,157)=3.999, p=.047）。この違いは教育後

においてさらに広がり、教育群が非教育群に比べて有意な違いが認められた（F(1,157)=30.778, 

p=.000）。2ヵ月後においも有意な差が持続していた（F(1,107)=7.156, p=.009）。グラフからもわか

るように、自己評価は教育群が非教育群に比較し、教育直後と2ヶ月後においても負の方向において 
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大きな差が認められた。自己評価力を指導員評価と自己評価のずれの少なさと定義したが、実際には

行動評価表は同一内容であっても二者の評価基準が同一の保証はないため、自己評価力が二者の判断

の一致度というのは概念的には理解できても数量的に捉えることは現実的には難しい。したがって、

教育群と非教育群の間で有意な差が持続したという結果に重要性があるといえる。本調査で興味深い

ことは、自己評価が教育前に比べて有意に減少している点である。教育前における過剰な自己評価が

教育によって減少したということは、高齢者一般に認められる安全運転能力についての過信傾向を修

正しえたという点で意味のあることと考える。 
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１．はじめに 

はじめに、本研究調査の計画にいたった経緯を述べて、本研究のテーマであるメタ認知教育が高齢ドラ

イバーにとって如何に有効であるかを明らかにする。 

 

１．１ メタ認知とは何か 

メタ認知の「メタ」とは「上位」とか「背後の」という意味の接頭語である。メタ認知とは「認知の認知」

ということになる。「見る自分をもう一人の自分が見ている」ことを私たちはしばしば経験する。メタ認知に

よって私たちは日ごろの自分の行動をコントロールしている。安全運転行動のみならず、一般に私たちの行

動制御にはメタ認知が関わっている。他者との会話において、話の内容がそれたときに、テーマに沿った話

へと引き戻すことができるのは、もう一人の自分が自分を観察しているためである。 

丸山は認知心理学的観点から安全運転教育を捉え、「メタ認知系による適性管理」の必要性と有効性を指摘

した 1）。そのなかで彼は運転者自身による安全運転への積極的な関わりを強調し、そのための支援の方向性

を打ち出した。丸山によれば、メタ認知による適性管理は以下の過程で行われる。 

① 適性情報の豊富化し（これを「覚知」と述べた。例えば適性検査による尚早反応傾向や危険敢行性を

知るなど）、 

② 適時モニタリングし（今の適性状態の監視を意味する。例えば急ぎ運転をしている今の自分の運転振

りについての気づき）、そして、 

③ 実効制御を行う（例えば深呼吸して心を落ち着かせるなど、運転の仕方の方略をいう）。 

 

１．２ 自己理解と補償行動 

高齢者が危険ドライバーというレッテルが張られている感がある。理由として運転技能の衰えや危険発見

の遅れなどの心身機能の低下が指摘される。しかし、筆者は必ずしも「高齢者＝危険ドライバー」とは思っ

ていない。問題とすべきはメタ認知能力にあると考える。自分の運転行動技能の衰えをどの程度自覚できる

かが安全には関わってくる。メタ認知技能を高めて、高齢者自身がどこに衰えがあるかを理解することで、

その衰えをカバーするための補償行動が期待されるからである。 

低下してしまった視力や反応時間を回復することは困難である。若者がスピードオーバーによる単独事故

が多いのに対して高齢ドライバーが交差点事故の多いという事実は、高齢者にあっては多くの情報を短時間

のうちに処理することが困難になっていることや反応時間の低下、短期記憶能力の低下など心理機能の低下

によることが原因と見られる。だからといって、再訓練によって、どの程度この基礎的心理機能を向上させ

られるかは疑問である。 

高齢ドライバー教育のキーワードは、従って、正しい「自己理解」ということになる。自分の長所や問題

点を正しく理解できれば、それに応じた運転の仕方ができるのである。自分の欠点を知れば、欠点を補うた

めの運転ができるのである。 

このことは、高齢ドライバーに限ったことではなく、若い一般ドライバーにもあてはまる。メタ認知の重

要性が取り上げられるに至ったエポックメイキングなできごとの一つとして、１９８０年代にスカンジナビ

ア諸国で行われたスキッドトレーニングの失敗が挙げられる。二十歳前後の若者へのスリップ時の立て直し

訓練が失敗した原因を分析した結果、訓練によってもたらされた「過信」が浮かび上がった。客観的な技能

向上を主観的な技能向上を上回ったために訓練後の運転行動はさらにリスクの高いものになってしまった。 

ドライバーの自己評価が一般に高めであることはよく知られた事実である。これをオプティミズムバイア

スと呼んでいる。そもそも主観と客観の世界の乖離と、その行動への影響についての研究は心理学の主要テ

ーマでもある。北欧での過去の苦い経験も踏まえて、ケスキネンを中心にして EU諸国では安全教育の指針を

まとめ、具体的な教育プログラム開発に動いている。 
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その指針は GDE モデル（Goals and contest of education for drivers）として提出された。GDE モデル

では、初心ドライバー教育における教育内容が述べられている 2）。つまり、安全なドライバーを作るための

教育として、何を教えるべきなのかが述べられている（表１参照）。 

 

表１ GDEモデル 

  知識・技能 発生可能な危険 自己評価 

レベル４ 感情コントロール・自

己コントロールと運転 

感情コントロールや危険敢

行傾向と危険発生 

自分の感情コントロール力

や危険敢行傾向 

レベル３ 運転計画 不十分な運転計画や運転目

的からくる危険発生 

自分の運転計画や運転目的

と安全性について 

レベル 2 危険予測力やコミュニ

ケーション力 

不十分な危険予測からくる

危険発生 

自分の危険予測やコミュニ

ケーション力 

レベル 1 運転技能や車両特性 技能や法規理解の不十分さ

からくる危険発生 

自分の運転技能や法規理解 

 

ケスキネンは運転行動を説明するためのモデルとして、先に階層モデル 3）を構築したが、そのなかで、彼

は運転の安全度が運転技能だけで決まるのではないことを明確化した。安全のためにどの程度の運転技能が

必要かは、上位にある危険予測力の程度によって決定するし、どの程度の危険予測力が必要かは、さらに上

位にある運転計画性によって決まる。例えば、約束の時刻に間に合うための余裕のある出発時刻に頓着しな

ければ、結果として急ぎ運転となり、時には危険と知りながら近道も利用する。急ぎ運転や危険発生の可能

性の高い道を運転するときには、より高い危険予測力が必要になってくるし、より高い運転技能も求められ

る。そして、最も高次レベルに位置する資質として感情コントロール力を挙げている。イライラや、カッと

なったときにいかにして自分を制御できるかは、先行車への接近や速度オーバーなどの危険行動を抑制する

ことにつながる。従って、高齢者にあっても、高次レベルの安全性が高ければ衰えた運転操作技能を補うこ

とも可能になるという筋書きである。 

GDE モデルでは、ドライバー教育内容として、このような各次元での運転行動に影響を及ぼす内容と、そ

れぞれの次元において発生しうる危険性と、さらに、各次元における自分の特徴についての正しい自己理解

を挙げ、その教育の必要性を述べている。 

では、これらの教育目標をいかにして実現できるのだろうか。ケスキネンは具体的な教育プログラム開発

にあたり、自己評価技能教育を強調し、その方法としてフィードバック情報のあり方の安全行動学習への役

割を論じている。 

自己評価技能を高めるためには、自分の姿についてフィードバック情報を得ることが有効である。自分の

客観的な姿をゆがみ無く知ることにより、自分のどこがよくて、どこが課題かを知ることになるからである。 

しかし、フィードバック情報が有効に働くためには、以下の３つの条件があげられる。 

①フィードバック情報の適時性：行動後のフィードバックのタイミングが重要である。できるだけ遅延が

無いほうがよい。一ヶ月前のできごとを持ち出されても記憶も曖昧である。 

②フィードバック内容の具体性：抽象的なフォードバック情報を与えられても、通例、役には立たない。 

③フィードバック情報の利用可能性：あなたの性格が問題だと言われても改めるのは困難である。改める

ことが容易なフィードバック情報でなければならない。 
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これまでの適性情報の豊富化（覚知）のための適性検査にはいくつかの問題があった。丸山が考案した「速

度見越し反応検査」は動作優位性（注１）を検知することができ、運転者の事故傾向の検出には優れて有効であ

った 4）。そして、今日においても多くのところで利用されている。しかし、丸山自身も述べるように、その

抽象性の故に運転者教育には限界があった。先に述べたように、ケスキネンは、安全行動学習に寄与するフ

ィードバック情報として、適時性、具体性、利用可能性をあげている。速度見越し反応検査に限らず、これ

まで開発されてきた運転適性診断テストの多くは抽象的内容の診断が多く、具体性に欠ける。例えば、性格

や安全意識態度検査において事故傾向性が認められたとしても、学習者にとって行動修正にまでは繋がりに

くい。「神経質傾向あり」との結果が学習者の運転行動修正のためにどの程度具体的に寄与しうるかには疑問

がある。具体性の問題だけではなく、利用可能性にも課題がある。神経質と診断されて、神経質でなくする

ことは、学習者にとってほぼ不可能に近い。 

さて、筆者はこのようなフィードバック情報の有効性の問題解決を踏まえて、教育プログラムを開発して

きた。プログラムの特徴は 

①自己評価の妥当性の検討をめざすことと、 

②その方法として、コーチング技法を採用した点である。 

そして、 

③種々の教材の開発 

である。 
 

注１人間を情報処理過程と見た場合に、安全な行動のためには入力過程（確認）の後に出力過程（判断・動作）

が続く必要があるが、時に確認をする前に動作が先行したがために事故が発生することがある。このような 

動作先行の傾向を、動作優位性という。 

 

１．３ コーチングによる教育 

参加型教育が求められて久しい。理想的な教育の言葉だけが先行してきた。最近、コーチングという技法

を採り入れた教育手法に関心が持たれ始めている。コーチングによる教育では、教え込むのではなく、相手

の中に眠っている能力を引き出し、それを高めていくことを目標とする。「相手が知らないから教える」とい

う考えから「学習者が潜在的に持っている答えを引き出すために共に考える」という考え方から生まれてき

た。 

コーチングでは教育を受ける側がみずからの課題への「気づき」を目標にしている。コーチングの基本に

は、人間の持つ可能性への信頼がある。コーチングでは指導員が正しい運転方法を教えたり、説得すること

を控える。コーチングでは「答えは相手が持っている」との確信のもとに、その答えに到達するために、相

手を受容し、動機付けを高めながら、様々な質問を交え、指導者と参加者がともに考えていく過程を大切に

する。自らの気づきによる行動修正を自らが行うことの学習を意味する。コーチングは、運転者自らが自分

の運転振りを振り返り、自分の安全性についての気づきをもたらすための教育手法として期待できる参加型

教育プログラムなのである。 

 

１．４ 教育の流れ 

教育の目標は自己評価技能を高めること、すなわち、主観的な評価と客観的な評価のずれを減少させるこ

とにある。そして、この目標を達成するために、コーチング技法を使うのである。以下に、開発された教育

プログラムの流れを述べる。これは本研究において用いた教育方法の基本である。 

はじめに特定の運転場面での安全運転度について自己評価を求める（１００点満点や５段階評価などによ

る）。その後で、その場面での理想的な安全運転について参加者同士がディスカッションする。 
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ここでコーチング技法が多用される。例えば、見通しの悪い一時停止交差点を安全に通過するための方法

をみんなで考える場面では、通例「停止して確認する」という答えが出てくる。しかし、これでは、よくわ

からない。停止はどこでするのか。停止前の速度はどの程度がよいのか。確認はどの時点でどのようにする

のかなど、“who, when, where, what, howの 5W１H”について明確でなければならない。一般に、私たちの

会話では、わかったつもりで話をしていても具体性に欠けている場合が多いので誤解が生じたり、独りよが

りになっていたり、わかったつもりでもよくよく聴いていくとあまりわからないことがある。結局、互いに

理解しあったつもりでいても、互いに勝手な解釈をして、別の世界に満足している場合が多い。 

 トレーニングはメタ認知系の適性情報の豊富化・深化がねらいであり、始めに行う自己評価の意味は、気

づきのきっかけ作りとして位置づけられる。始めはどんな基準で自己評価が行われるかはさほど重要ではな

い。運転の理想型を討議するなかで、自分の行った自己評価の曖昧さに気付くことや、自己評価を行ったと

きの基準とその妥当性を自らが評価できるようにすることがねらいである。 

 そのためにも、5W１H についての明確化のためにコーチング技法を用いるのである。コーチング技法とは

話を引き出すための聴く技法のことである。 

コーチングでは学習者の話を聴きながら、学習者みずからが気づきを得られるように支援がなされる。し

かし、人の話を聞くことは必ずしも容易ではない。たとえば、教習所での指導員の方々の指導ぶりを見ると、

自分の知識を教え込もうとするあまりつい口数が多くなるようだ。その原因はいくつかある。長い間に身に

ついたティーチングの教育方法はなかなか変えられないかもしれない。また、相手の反応を待つときの「沈

黙」に不安を覚えるということもあるかもしれない。知っていることを知らない人に教えることには優越感

も感じる。 

そのような指導員を支援する方法としてコーチング技法による安全教育プログラムを考えた。それは、「話

題集中法」5）ともいうべきものである。指導員が自分を出したくなる衝動を抑えて、相手の話に集中する技

法である。たとえば、「うなづき」があげられる。相手の話をうなづきながら聞くことは、話し手に話すこと

への意欲や楽しさを与えることになる。復唱したり、要約することは相手の話をきちんと聞いていることの

証になる。話し手は相手に自分を受け入れてもらっていることを実感することで、信頼感を生み出し、さら

にいろいろなことを話そうという動機付けも高まる。話は話を生み出し、自分の考えの正しさについての検

討もおこなわれるようになってくる。自分の運転ぶりの自己評価が次第に客観性を帯びてくることになる。

指導員は、相手の自己評価力を高めるために、あいまいな表現については明確化や具体性を求めるという役

割に徹すればよい。 

 

１．５  教材利用  

そもそも人はどのようなときに自分を意識するのだろうか。「かくあるべきだ。かくありたい」との理想の

自己イメージを意識したときや、現実の自分との矛盾に気付いたときである。 

「人の振り見てわがふり直せ」という言葉がある。北村は人格形成における主要なプロセスの一つとして

反対的形成をあげている。バンデューラのモデリングの考え方と一致する。他者観察はわれわれの行動変容

を促す重要な要素である。他者の行動を観察し、その良し悪しに意識の焦点を当てることは同時に観察者で

ある自分自身を意識することにもなる。本研究で使用された「ミラーリング法」では高齢ドライバーが苦手

とする右折場面を取り上げ、そこで他のドライバーがどのような危険行動を行っているかを観察していただ

いた。はじめに、参加者たちによるディスカッションを通して、対象とした交差点を安全に右折するための

運転方法をできるだけ具体的に明確化しておき、そのうえで他のドライバーたちの運転行動を観察した。観

察する前にはすでに安全のための理想的な運転方法を明確化し意識化しているために、他のドライバーの行

動の不安全さについては十分に気付きうることとなった。同時に、その理想的安全運転を意識したときに現

実の自分の運転ぶりへの振りかえりの作業がおのずと起こってくると考えられる。 
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教育プログラムは、最後に再度自己評価を行うことで締めくくられる。教育参加者の多くは、始めの自己

評価に比べて低い評価に変化する可能性が高い。 

教育効果を高めるためには、適切な教材が必要である。教材として、２種類が考えられた。一つは、テス

ト走行時に撮られた自身のビデオ録画映像、もう一つは、さまざまな交通場面での他のドライバーや歩行者

のビデオ録画映像である。 

前者を利用した教育を「自己観察法」と名づけ、後者を「他者観察法」と名づけた。自己観察法はダイレ

クトな教育であり、時には自分の問題と直面することになるため心理的抵抗が起こる可能性もある。他者観

察法は他人の問題行動を観察するので学習者の心理的抵抗は少ないと思われる。この他者観察のねらいは、

古来から言われてきた「人の振り見て我が振り直せ」による行動変容にある。クーリーも「人は他者と言う

鏡をとおして、自分を理解する」と言っている。いずれの教材においても、教育の流れは同じであり、 

① 自己評価 

② 理想的な安全行動のおさらい 

③ ビデオ観察 

④ 自己評価 

の流れをとっている。 
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２．目的 

本研究は「ミラーリング法」（他者観察法）による安全運転教育の効果測定を行うことを

目的に行われた。「ミラーリング法」はフィンランドにおける安全教育プログラムとしてミ

ッコネンらによって作られた教育プログラムであるが、それに基づき筆者が「他者観察法」

として作り直した。様々な交通場面での交通行動の映像を教材として作り上げたものであ

る。その教育プログラム内容は、他者の行動や意見を見聞きすることにより、自身の運転

ぶりをかえりみて、自らが自らの安全性についての気づきを促すという内容である。本研

究はこのフィンランドで作られた教育プログラムをベースにして筆者が作成した教育プロ

グラムを試行し、高齢ドライバー自らが自らの力で自己理解を深め、補償行動も含めた安

全運転向上をめざすことを目標として計画された。教育の効果については、指導員による

客観的な安全運転行動評価値の変化のみならず、自己評価技能の高まりについても検討を

行う。また、認知機能の高低と安全運転行動および教育効果の関係も検討し、軽度認知症

に罹患した高齢ドライバーの安全性についての知見を得ることも目的の一つである。 

 

 

３．方法 

３．１ 調査参加者について 

３．１．１ 協力校別参加者数 

青森モータースクール、弘前モータースクール、八戸モータースクール、浪岡モーター

スクールの4校の協力のもとに安全運転教育が行われた。全参加者数176名中、各校での参

加者の内訳は、表のとおりである。（なお、浪岡モータースクールでの調査結果について

はデータ収集の遅れのため今回のデータからは除いてある。） 

 

表1 教育実施場所（教習所）と参加者数 

 参加者数 パーセント 

青森モータースクール 66 37.5 

弘前モータースクール 69 39.2 

八戸モータースクール 41 23.3 

浪岡モータースクール － － 

合計 176 40.4 

 

 

 

各協力校教育群と非教育群に分けて教育効果を検討した。教育群は71名、非教育群は88

名であった。各校での内訳は表2を参照。なお、参加者176名のうち17名については両群の

いずれに属するか不明だった。 
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表2 4教習所ごとの教育群と非教育群の参加者数 

 教育群 非教育群 合計 

青森モータースクール 16 33 49 

弘前モータースクール 34 35 69 

八戸モータースクール 21 20 41 

浪岡モータースクール － － － 

合計 71 88 159 

 

３．１．２ 教育群と非教育群の等質性の検討（性・年齢について） 

教育群と非教育群の等質性について参加者の性と年齢について分散分析により検討した。

参加者は総数176名であり、そのうち男性が451名（82.4%）、女性が31名(17.6%)であった。 

表3 参加者の性別割合 

 度数 パーセント 

男 145 82.4 

女 31 17.6 

合計 176 100.0 

 

参加者の平均年齢は73.3歳（標準偏差5.1）であり、60歳から86歳にわたっている。 

図１に分布図を示した。73歳前後を最頻値として正規分布が認められる。 

 

図1 参加者の年齢分布 
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教育群と非教育群の年齢構成の等質性を分散分析により検討したが、有意な差は認めら

れず、年齢についての両群の等質性が確認された(表4)。 

 

表4 教育群と非教育群の年齢比較 

 度数 平均値 標準偏差 

年齢 教育群 71 74.70 4.534 

非教育群 88 73.48 4.920 

合計 159 74.03 4.776 

 

性別について両群の等質性を検討するために、カイ二乗検定を行った。 

表を見ると非教育群においてやや女性の参加者の多いように見られるが、有意な差は認め

られなかった(表5)。 

 

表5 教育群と非教育群の性別比較 

 教育群 非教育群 合計 

男 62 66 128 

女 9 22 31 

合計 71 88 159 

 

３．１．３ 運転頻度 

図3と表6に参加者の一週間での運転回数の調査結果を示した。67.6パーセントの参加者

は毎日運転しているとこたえており、参加者の活動的な運転生活が認められる。週4日以上

運転している参加者は175人中147名（82.5%）であった。 

 

表6 運転頻度 

 度数 パーセント 

毎日 119 67.6 

週4～5回 28 15.9 

週２～３回 23 13.1 

月数回程度 5 2.8 

合計 175 99.4 
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図2 参加者の運転頻度 

 

３．１．４ 運転目的 

 参加者の日ごろの運転目的5項目について3段階評価でたずねた。図3に平均値で示した。

買い物や旅行と答えた方が多く、車を使った活発な生活ぶりをうかがわせるが、病院への

通院のための運転も多くみられた。 

 

 

図 3 運転目的 
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３．１．５ 交通違反と事故経験 

過去 5年間の交通違反回数をたずねた。「なし」と答えた方は 72パーセントであり、3割

近い方は交通違反の経験を持っていた。 

表7 過去5年間の交通違反回数 

交通違反件数 度数 パーセント 

ない 125 72.3 

1回 36 20.8 

2回 9 5.2 

3回 1 .6 

5回 1 .6 

10回 1 .6 

合計 173 100.0 

 

 過去5年間の事故経験をたずねた。「ない」と答えた方は80パーセントであり、2割の方

が事故経験を持っている。 

表8 過去5年間の事故体験 

交通事故数 度数 パーセント 

ない 137 79.7 

1回 24 14.0 

2回 3 1.7 

3回 4 2.3 

5回 1 .6 

10回 2 1.2 

11回 1 .6 

合計 172 100.0 

 

交通違反内容について表 9に示した。速度違反と一時停止違反が多く認められた。 

 

表9 交通違反内容 

速度違反 信号無視 一時不停止 追い越し 駐停車違反 酒酔い その他 

18 1 12 0 3 0 19 
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交通事故経験について表 10に示した。出会いがしらの事故が多くみられる。 

 

表10 交通事故内容 

出会い頭 追突 右折時 左折時 正面衝突 車両単独 

7 3 0 1 1 10 

 

３．２ 教育内容（付録「トレーニングの進め方」を参照） 

 以下の流れで安全教育が行われた。第 1章「１．はじめに」の第 4節「１．４ 教育の

流れ」、第 5節「１．５教材開発」のなかで述べたが、ミラーリング法（他者行動観察法）

により、参加者自身による日ごろの運転ぶりについての振りかえりと、自身の安全度につ

いての気づきを支援するために、コーチング技法により教育が進められた。コーチング技

法による気づき教育の手法については、協力校である青森、弘前、八戸、浪岡の各モータ

ースクールの指導員各 2名、計 6名を対象に 2009年以来 10回に渡ってトレーニングを行

ってきた。教育は 3、4名を一組みとした少人数によるディスカッション形式で行われた。 

はじめに日ごろの運転ぶり等を内容としたアンケート調査の記入を求め、次に、認知症

診断テストとして開発されたＭＭＳＥおよびＣＥＲＡＤの下位テストである単語遅延記憶

テストが行われた。その後で、教育前での第 1回目の実走行を教習所内コースで行い教育

前の運転行動評価とした。走行後、参加者は再び教室に戻り、指導員が使用した運転行動

評価表と同一内容の運転行動項目について日ごろの運転ぶりを思い起こしながら 5段階評

価で評価を求めた。自己評価の後、コーチング技法により他者行動観察を行いながら自身

の日ごろの運転ぶりについての振りかえりと問題点についての気づきを行うよう支援が行

われた。この気づき教育ののち、再び教習所コースにて実走行を行った。最後に、再び自

己評価表により自己評価を行って安全教育を修了とした。なお、他者観察内容は、自動車

工業会にて 2009年に開発した教材のなかのＴ字路交差点（信号機の無い）を右折する行動

を映した映像であった。 

 教育効果を明確化するために、参加者の半数を教育群、半数を非教育群とした。ただし、

非教育群については、2ヶ月後に再度効果測定を行う際に教育群と同様の教育を行った。次

ページ以降に調査研究計画のダイアグラムと調査風景を示す。 
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Pre［80 分］ 
 運転歴調査表（調 1）と自己評価表（調 2）の記入［10 分］ 
 ＭＭＳＥと単語再生（遅延記憶テスト）（調）［30 分］ 
 テスト走行［40 分］：録画および指導員評価（調表 2） 

Post：効果測定［40 分］ 
 自己評価（調 2）［10 分］ 
 テスト走行［30 分］：録画および指導員評価（調 2） 
 

教育の流れ 

 
 
＊教育実施群（100 名） 
教材として、「信号機の無い交差点の右折場面（自工会作成）」を使用 
 
＊教育非実施群（100 名） 
 

ミラーリング法による教育［60 分］ 

２か月後：効果測定［40 分］ 
 「自己評価」の再評価（調 2）［10 分］ 
 テスト走行［30 分］：録画および指導員評価 
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自己評価表記入風景 

 

 

ＣＥＲＡＤの下位テスト（単語遅延記憶テスト）を行っている風景 

 

 

ＣＥＲＡＤの下位テスト（単語遅延記憶テスト）を行っている風景：10個の単語記憶の後

で行われる図形描画課題 
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他者行動観察風景 

 

 

他者行動観察時の討論 

 

 

他者行動観察時の討論 
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３．３ 教育効果測定 

３．３．１ 運転行動評価 

教育群と非教育群を合わせた全参加者 175名を対象にして、３つの教習所において構内

のコースを運転してもらい、24 項目について指導員による評価を行った。指導員評価は表

にあるように、右折時、左折時の合図や確認行動を対象にして不十分な行動が観察された

ときにチェックを入れ、その数をもとに 5段階評価を行った。 

 

表 11 指導員による運転行動評価チェック表 

右折 

合 図 （しない・不適・続・戻し）  

右折方法（線離れ・右斜め・右外・ふらつき・左振り）  

安全確認（しない・不十分） 安全速度 

左折 

合 図 （しない・不適・続・戻し）  

左折方法（巻き込み防止措置・大回り・ふらつき・右振り）  

安全確認（しない・不十分） 巻き込み確認 安全速度 

見通しの悪い 

交差点 

徐行（なし・不足） 

安全確認（しない・不十分） 

一時停止 

の交差点 

不停止（徐行なし･徐行あり）・停止位置（交差点進入・停止線越え）        

安全確認（しない・不十分） 

進路変更 

合 図（しない・不適・続・戻し） 

安全確認（しない・不十分）   急ハンドル  

駐車車両 

合 図（しない・不適・続・戻し）   

 

安全確認（変更・脇見）  安全速度 側方間隔  急ハンドル 

カーブ 走行位置（内回り・外回り）  安全速度   

その他 優先判断  急ブレーキ  
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表 12 運転行動評価表（5 段階尺度） 

１．交差点右折時の運転 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

合  図 ５ ４ ３ ２ １ 

大回り、小回り、ふらつき 

せずに正しく右折できる 
５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 速 度 ５ ４ ３ ２ １ 

２．交差点左折時の運転 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

合  図 ５ ４ ３ ２ １ 

大回り、ふらつきせずに

正しく左折できる 
５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 速 度 ５ ４ ３ ２ １ 

３．見通しの悪い 

交差点での運転 

非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

きちんと徐行できる ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

４．一時停止の交差点 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

きちんと停止できる ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

５．進路変更時 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

 合  図 ５ ４ ３ ２ １ 

 安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

急ハンドルを切らない ５ ４ ３ ２ １ 

６．駐車車両の回避 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

 合  図 ５ ４ ３ ２ １ 

 安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

 安 全 速 度 ５ ４ ３ ２ １ 

 側 方 間 隔 ５ ４ ３ ２ １ 

急ハンドルを切らない ５ ４ ３ ２ １ 
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７．カーブ走行の際の 

運転 

非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

 走 行 位 置 ５ ４ ３ ２ １ 

 安 全 速 度 ５ ４ ３ ２ １ 

８．その他 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

 優 先 判 断 ５ ４ ３ ２ １ 

 急ブレーキをかけない ５ ４ ３ ２ １ 

 

３．３．２ 自己評価妥当性 

指導員評価表と同一の評価表を用いて、参加者が日ごろの運転ぶりを考えて 5段階評価

による自己評価を求めた。指導員評価と自己評価のずれの少なさをもって自己評価妥当性

と定義した。一般にドライバーの過信が問題とされており、特に高齢者にとっての過信は

危険敢行による事故を招くことが懸念される。安全教育が正しい自己評価に結びつくか否

かを検討する。 

３．３．３ 認知機能との関係 

 ＭＭＳＥ （mini mental state examination）とＣＥＲＡＤの単語遅延記憶テストを行

った。この二つの認知機能検査を選んだ理由はＭＭＳＥが認知症診断テストとして最も多

く用いられていることと、ＣＥＲＡＤの単語遅延記憶テストが軽度認知症のスクリーニン

グテストとして有効であるとの研究結果による。 

３．４ データ分析方法 

教育群と非教育群との比較を行いながら、運転行動評価、自己評価、自己評価力につい

ての教育効果を検討する。教育直前と教育直後そして２ヶ月後の３時点で測定を行いその

差について教育群と非教育群との間で分散分析による検討を行う。 

認知機能検査結果と指導員による運転行動評価および自己評価との対応関係について、

相関係数、分散分析を用いて分析を行う予定である。 

 

４． 結果 

４．１ 教育前における参加者の運転行動特性 

４．１．１ 相関係数からみた運転行動の指導員評価と自己評価力 

自己評価力を、自己評価と指導員評価との差（「自己評価値－指導員評価値」）と定義づ

けた。全参加者 175 名を対象にして、教習所構内コースを運転してもらいその間に、24 項

目について指導員による評価を行った。24 項目の運転行動に関する指導員評価平均値と自

己評価力平均値の間には負の相関が認められた（r=-.591,n=175,  p<.01）。 

このことは、自分の運転振りについての安全評価が客観的に見て正しいドライバーほど

運転をしていることを意味する。 
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図 4 運転行動の指導員評価と自己評価力との関係 

 

４．１．２ 年齢と運転行動評価（指導員による評価） 

70 歳未満、71 歳から 80 歳、81 歳以上の各年代に分け、指導員による運転行動評価を比

較した。表に行動評価平均値と類型別に見た行動評価についての年代別評価値を示した。

一元配置分散分析により年代別比較を行ったところ、いずれの行動評価においても有意な

違いは認められなかった。 

表 13 年齢と指導員評価 

 度数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

指導員評価平均 70歳未満 43 3.9896 .61550 2.67 4.91 

71 - 80歳 113 4.1245 .45415 3.00 5.00 

81歳以上 19 4.0415 .38354 3.13 4.71 

類型別指導員評価 

合図 

70歳未満 43 4.2151 .74118 2.50 5.00 

71 - 80歳 113 4.3075 .50886 3.00 5.00 

81歳以上 19 4.4474 .44549 3.75 5.00 

確認 70歳未満 43 3.4233 1.10964 1.33 5.00 

71 - 80歳 113 3.7348 .84037 1.50 5.00 

81歳以上 19 3.4298 .74186 2.17 5.00 

速度 70歳未満 43 4.3698 .51762 3.17 5.00 

71 - 80歳 113 4.4723 .51572 3.00 5.00 

81歳以上 19 4.3298 .50392 3.17 5.00 
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分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

前指導員評価平均 グループ間 .603 2 .301 1.244 .291 

グループ内 41.660 172 .242   

合計 42.262 174    

前指導員評価合図 グループ間 .729 2 .364 1.126 .327 

グループ内 55.646 172 .324   

合計 56.375 174    

前指導員評価確認 グループ間 3.836 2 1.918 2.345 .099 

グループ内 140.717 172 .818   

合計 144.554 174    

前指導員評価速度 グループ間 .548 2 .274 1.033 .358 

グループ内 45.612 172 .265   

合計 46.161 174    

 

４．1．３ 過去の事故・違反経験と運転行動評価 

 参加者 171 名中過去 5 年以内での事故体験者は 35 名（20.3%）であった。事故体験の有

無と指導員による運転行動評価値の関係を分散分析により検討したところ、事故体験者の

指導員評価は有意に低い評価であった(F(1,169)=26.508,p=.000)。 

 

表14 事故体験者の指導員評価 

 度数 平均値 標準偏差 

教育前 

指導員評価平均値 

無事故 136 4.1800 .40911 

事故体験 35 3.7350 .60734 

合計 171 4.0889 .48898 

分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

前指導員評価平均 グループ間 5.511 1 5.511 26.508 .000 

グループ内 35.137 169 .208   

合計 40.648 170    
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違反体験者は 48 名(27.7%)であった。違反体験の有無と指導員による運転行動評価値の

関係を分散分析により検討したところ、違反体験者の指導員評価は統計的に有意ではない

が低い評価の傾向が認められた(F(1,179)=3.712, p=.056)。 

表15 違反体験者の指導員評価 

 度数 平均値 標準偏差 

前指導員評価平均 違反なし 124 4.1360 .44556 

違反あり 48 3.9771 .57648 

合計 172 4.0917 .48913 

 

分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

前指導員評価平均 グループ間 .874 1 .874 3.712 .056 

グループ内 40.037 170 .236   

合計 40.912 171    

 

４．１．４ 認知機能検査と運転行動 

 ＭＭＳＥ得点の分布図を図に示した。認知症が疑われる境界は 26 点付近と言われる(自

動車工業会 「いきいき運転講座」報告書 2006)が、参加者のうち 32名（18％）が 26点

以下であった。 

 

図 5 ＭＭＳＥ得点分布 

ＭＭＳＥ得点について 26点を境に参加者を 2群に分けて指導員による運転行動評価値の

差異を検討した。2群の間に差は認められなかった。 
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表16 ＭＭＳＥと指導員評価 

 MMSE得点 度数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

指導員評価平均 <= 26 32 4.1479 .47486 3.00 4.83 

27+ 142 4.0688 .49879 2.67 5.00 

合計 174 4.0833 .49409 2.67 5.00 

 

ＭＭＳＥ、ＣＥＲＡＤ（下位テストの一つである単語遅延再生テスト）ともに指導員に

よる運転行動評価値（平均値および類型別）との相関は認められなかった。 

表 17 認知機能検査得点と指導員評価（相関係数） 

  

評価平均値 

類型別 

合図 確認 速度 

ＣＥＲＡＤ

（単語遅延

記憶率） 

Pearson の相関

係数 

.037 .018 .056 .068 

有意確率 (両側) .674 .839 .517 .431 

N 135 135 135 135 

ＭＭＳＥ得

点 

Pearson の相関

係数 

-.090 -.133 -.063 -.025 

有意確率 (両側) .239 .081 .411 .743 

N 174 174 174 174 

 

 

４．２ 教育効果 

４．２．１ 指導員評価 

４．２．１．１ 行動評価平均 

参加者は、教育前、教育直後、および２ヶ月後に教習所内の走行コースを走行し、その

間の運転行動を同乗した指導員により評価が行われた。 

指導員による運転行動評価平均値を教育前、教育直後、2ヶ月後の3時点でみると、教育

群では4.21 (SD .44)、4.44(SD .41)、4.35(SD .36)、非教育群では4.13 (SD .41)、4.22 

(SD .39)、4.27(SD .36)であった(図)。分散分析の結果、教育前における両群の差異は認

められず（F（1,156）=1.204, p=.274）、教育直後では有意な差が認められた（F(1,156)=14.453, 

p=.000）。しかし、2ヶ月後には再び両群の間の差は消滅した（F（1,156）=1.484, p=.225）。 
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図6 教育前後の指導員評価 

 

表18 教育前後の指導員評価（分散分析） 

 度数 平均値 標準偏差 

教育前 教育群 71 4.2050 .43885 

非教育群 87 4.1308 .40899 

合計 158 4.1642 .42293 

教育直後 教育群 71 4.4432 .33114 

非教育群 87 4.2218 .38867 

合計 158 4.3213 .37925 

二か月後 教育群 63 4.3458 .36466 

非教育群 84 4.2727 .35676 

合計 147 4.3041 .36075 
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分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .215 1 .215 1.204 .274 

グループ内 27.867 156 .179   

合計 28.082 157    

教育直後 グループ間 1.915 1 1.915 14.453 .000 

グループ内 20.667 156 .132   

合計 22.582 157    

二か月後 グループ間 .193 1 .193 1.484 .225 

グループ内 18.808 145 .130   

合計 19.001 146    

 

４．２．２．２ 類型別行動評価 

運転行動評価を合図、確認、速度の類型別に検討した。運転行動評価平均値と同様に、

教育前・直後・２ヶ月後の指導員評価値を教育群と非教育群の比較のもとに教育効果を検

討した。 

 

合図行動について 

指導員による運転行動評価平均値を教育前、教育直後、2ヶ月後の3時点でみると、教育

群では4.33 (SD .53)、4.53(SD .42)、4.50(SD .60)、非教育群では4.42 (SD .45)、4.45 

(SD .42)、4.52(SD .39)であった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は認めら

れなかった（F(1,156)=1.373, p=..243）、教育直後も差異は見られなかった（F(1,156)=1.778, 

p=.184）。そして、2ヶ月後でも差は認められなかった（F(1,145)=1.484, p=.225）。合図

行動についての教育効果は認められなかったと結論付けられる。 
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図7 教育前後の指導員評価（合図） 

 

表19 教育前後の指導員評価（合図）（分散分析） 

  度数 平均値 標準偏差 

教育前 教育群 71 4.3310 .53247 

非教育群 87 4.4224 .44837 

合計 158 4.3813 .48848 

教育直後 教育群 71 4.5317 .38714 

非教育群 87 4.4454 .41837 

合計 158 4.4842 .40566 

二か月後 教育群 63 4.5026 .60427 

非教育群 84 4.5278 .38793 

合計 147 4.5170 .49068 
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分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .327 1 .327 1.373 .243 

グループ内 37.136 156 .238   

合計 37.462 157    

教育直後 グループ間 .291 1 .291 1.778 .184 

グループ内 25.544 156 .164   

合計 25.835 157    

二か月後 グループ間 .023 1 .023 .094 .760 

グループ内 35.129 145 .242   

合計 35.152 146    

 

速度行動について 

指導員による運転行動評価平均値を教育前、教育直後、2ヶ月後の3時点でみると、教育

群では4.51 (SD .46)、4.71(SD .34)、4.67(.31)、非教育群では4.49 (SD .48)、4.61 (SD .43)、

4.62 (SD .44)であった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は認められなかった

（F(1,156)=.050, p=.823）、教育直後も差異は見られなかった（F(1,156)=2.569, p=..111）。

そして、2ヶ月後でも差は認められなかった（F(1,146)=.590, p=..444）。合図行動につい

ての教育効果は認められなかったと結論付けられる。 

 

 

図8 教育前後の指導員評価（速度） 
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表20 教育前後の指導員評価（速度）（分散分析） 

 度数 平均値 標準偏差 

教育前 教育群 71 4.5085 .46032 

非教育群 87 4.4916 .48152 

合計 158 4.4992 .47070 

教育直後 教育群 71 4.7085 .34456 

非教育群 87 4.6077 .42868 

合計 158 4.6530 .39512 

二か月後 教育群 63 4.6772 .31377 

非教育群 84 4.6274 .43760 

合計 147 4.6488 .38895 

 

分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .011 1 .011 .050 .823 

グループ内 34.773 156 .223   

合計 34.784 157    

教育直後 グループ間 .397 1 .397 2.569 .111 

グループ内 24.114 156 .155   

合計 24.511 157    

二か月後 グループ間 .090 1 .090 .590 .444 

グループ内 21.998 145 .152   

合計 22.087 146    

 

確認について 

指導員による運転行動評価平均値を教育前、教育直後、2ヶ月後の3時点でみると、教育

群では3.89 (SD .86)、4.32(SD .65)、4.19(.79)、非教育群では3.67 (SD .76)、3.83 (SD .68)、

3.93 (SD .71)であった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は認められなかった

（F(1,156)=2.925, p=.089）。教育直後は差異が見られた（F(1,156)=21.663, p=.000）。

そして、2ヶ月後でも差が認められた（F(1,145)=4.044, p=.046）。確認行動については2

ヶ月後も教育効果が維持されていた。 
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図9 教育前後の指導員評価（確認） 

 

表21 教育前後の指導員評価（確認）（分散分析） 

 

度数 平均値 標準偏差 

教育前 教育群 71 3.8925 .85728 

非教育群 87 3.6724 .75886 

合計 158 3.7713 .80943 

教育直後 教育群 71 4.3268 .64921 

非教育群 87 3.8295 .68293 

合計 158 4.0530 .71061 

二か月後 教育群 63 4.1873 .79342 

非教育群 84 3.9363 .71374 

合計 147 4.0439 .75661 
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分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 1.893 1 1.893 2.925 .089 

グループ内 100.970 156 .647   

合計 102.863 157    

教育直後 グループ間 9.667 1 9.667 21.663 .000 

グループ内 69.613 156 .446   

合計 79.280 157    

二か月後 グループ間 2.268 1 2.268 4.044 .046 

グループ内 81.312 145 .561   

合計 83.579 146    

 

４．２．２．３ 項目別行動評価 

 24項目の評価について教育前、教育直後、2ヵ月後の３つの時点で教育群と非教育群の差

の検定を行った。 

  

４．２．３ 自己評価 

自分の運転ぶりについての自己評価を教育前、教育直後、2ヶ月後の3つの時点でみると、

教育群では3.83 (SD .64)、3.64 (SD .64)、3.84 (SD .62)、非教育群では3.90 (SD .62)、

3.85 (SD .64)、3.95 (SD .64)であった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は

認められず（F(1,157)=.538, p=.464）、教育直後では差のある傾向性がうかがわれた

（F(1,157)=3.816, p=.053）。しかし、2ヶ月後には再び両群間の差は消滅した

（F(1,107)=.706, p=.403）。教育直後の教育効果として、自己評価が低下する傾向がうか

がわれる。 
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図10 教育前後の自己評価 

 

表22 教育前後の自己評価（分散分析） 

  

度数 平均値 

標準偏

差 

教育前 教育群 71 3.8269 .64178 

非教育群 88 3.9007 .62297 

合計 159 3.8678 .63050 

教育直後 教育群 71 3.6468 .64165 

非教育群 88 3.8458 .63623 

合計 159 3.7569 .64431 

二か月後 教育群 44 3.8442 .62181 

非教育群 65 3.9481 .64176 

合計 109 3.9062 .63295 
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分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .214 1 .214 .538 .464 

グループ内 62.596 157 .399   

合計 62.811 158    

教育直後 グループ間 1.556 1 1.556 3.816 .053 

グループ内 64.036 157 .408   

合計 65.592 158    

二か月後 グループ間 .283 1 .283 .705 .403 

グループ内 42.985 107 .402   

合計 43.268 108    

 

合図についての自己評価 

合図についての自己評価を教育前、教育直後、2ヶ月後の3時点でみると、教育群では

3.94(SD .66)、3.73 (SD .71)、3.89 (SD .66)、非教育群では3.99 (SD .62)、3.86 (SD .68)、

3.89 (SD .66)であった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は認められず

（F(1,157)=.208, p=.649）、教育直後も同様に差が認められなかった（F(1,167)=1.290, 

p=.258）。そして、2ヶ月後にも両群の間の差は認められなかった（F(1,107)=.282, p=.597）。 

 

 

図11 教育前後の自己評価（合図） 
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表23 教育前後の自己評価（合図）（分散分析） 

  

度数 平均値 

標準偏

差 

教育前 教育群 71 3.9401 .65801 

非教育群 88 3.9867 .62717 

合計 159 3.9659 .63949 

教育直後 教育群 71 3.7324 .71255 

非教育群 88 3.8580 .67679 

合計 159 3.8019 .69359 

二か月後 教育群 44 3.8864 .66353 

非教育群 65 3.9551 .66342 

合計 109 3.9274 .66125 

 

分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .085 1 .085 .208 .649 

グループ内 64.529 157 .411   

合計 64.614 158    

教育直後 グループ間 .620 1 .620 1.290 .258 

グループ内 75.390 157 .480   

合計 76.009 158    

二か月後 グループ間 .124 1 .124 .282 .597 

グループ内 47.100 107 .440   

合計 47.224 108    

確認についての自己評価 

自分の運転ぶりの安全確認について自己評価を教育前、教育直後、2ヶ月後の3時点でみ

ると、教育群では3.87 (SD .67)、3.63 (SD .67)、3.87 (SD .64)、非教育群では3.97 (SD .68)、

3.91 (SD .71)、4.04 (SD .67)であった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は

認められず（F(1,157)=.859, p=.355）、教育直後では有意な差が認められた（F(1,157)=6.304, 

p=.013）。しかし、2ヶ月後には再び両群の間の差は消滅した（F(1,107)=1.535, p=.218）。

教育直後の教育効果として、自己評価が低下する傾向がうかがわれる。 
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図12 教育前後の自己評価（確認） 

 

表24 教育前後の自己評価（確認）（分散分析） 

  

度数 平均値 

標準偏

差 

教育前 教育群 71 3.8685 .67077 

非教育群 88 3.9686 .68066 

合計 159 3.9239 .67597 

教育直後 教育群 71 3.6282 .67086 

非教育群 88 3.9053 .70837 

合計 159 3.7816 .70341 

二か月後 教育群 44 3.8788 .64536 

非教育群 65 4.0385 .66976 

合計 109 3.9740 .66170 
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分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .393 1 .393 .859 .355 

グループ内 71.803 157 .457   

合計 72.196 158    

教育直後 グループ間 3.018 1 3.018 6.304 .013 

グループ内 75.159 157 .479   

合計 78.177 158    

二か月後 グループ間 .669 1 .669 1.535 .218 

グループ内 46.618 107 .436   

合計 47.287 108    

 

速度についての自己評価 

自分の運転ぶりについての自己評価を教育前、教育直後、2ヶ月後の3時点でみると、教

育群では3.79 (SD .69)、3.59 (SD .66)、3.85 (SD .66)、非教育群では3.87 (SD .66)、

3.86 (SD .66)、3.94 (SD .64)であった。分散分析の結果、教育前における両群の差異は

認められず（F(1,157)=.522, p=.471）、教育直後では有意な差が認められた（F(1,157)=6.464, 

p=.012）。しかし、2ヶ月後には再び両群の間の差は消滅した（F(1,107)=.554, p=.458）。

教育直後の教育効果として、自己評価が低下する傾向がうかがわれる。 

 

 

図13 教育前後の自己評価（速度） 



38 
 

表25 教育前後の自己評価（速度）（分散分析） 

 

度数 平均値 

標準偏

差 

教育前 教育群 71 3.7887 .69176 

非教育群 88 3.8667 .66371 

合計 159 3.8319 .67534 

教育直後 教育群 71 3.5948 .66183 

非教育群 88 3.8629 .66017 

合計 159 3.7432 .67224 

二か月後 教育群 44 3.8485 .66455 

非教育群 65 3.9426 .63535 

合計 109 3.9046 .64590 

 

分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .239 1 .239 .522 .471 

グループ内 71.822 157 .457   

合計 72.061 158    

教育直後 グループ間 2.823 1 2.823 6.464 .012 

グループ内 68.578 157 .437   

合計 71.401 158    

二か月後 グループ間 .232 1 .232 .554 .458 

グループ内 44.824 107 .419   

合計 45.057 108    

 

４.２.４ 自己評価力 

自己評価力を自己評価と指導員評価の差と定義づけた。差が大きければ自分の安全度に

ついての客観性に欠けるという意味である。 

はじめに自己評価力の平均値について教育前、教育直後、2ヶ月後について教育群と非教

育群の比較を行いながら教育効果を検討する。つぎに行動類型別に検討する。 
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図に示したように、本調査の参加者にあっては、自己評価が指導員評価に比べて低い値

を示した。教育後は自己評価がさらに低下を示し、結果として指導員評価と開きが負の方

向で大きくなった。非教育群と比べても教育後のずれは有意な差が見られた

（F(1,157)=14.859, p=.012）。わかりやすく表現すれば、より謙虚な自己評価になったと

いうことであろうか。2ヵ月後においては両群の間に違いが消滅した（F(1,107)=1.674, 

p=.199）。 

 

図14 教育前後の自己評価力 

 

表26 教育前後の自己評価力（分散分析） 

 

度数 平均値 標準偏差 

教育前 教育群 71 -.3781 .74523 

非教育群 87 -.2226 .74153 

合計 158 -.2925 .74487 

教育直後 教育群 71 -.7964 .62630 

非教育群 87 -.3778 .71890 

合計 158 -.5659 .70824 

二か月後 教育群 44 -.6132 .73179 

非教育群 65 -.4301 .72014 

合計 109 -.5040 .72710 
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分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .945 1 .945 1.712 .193 

グループ内 86.164 156 .552   

合計 87.109 157    

教育直後 グループ間 6.849 1 6.849 14.859 .000 

グループ内 71.904 156 .461   

合計 78.753 157    

二か月後 グループ間 .879 1 .879 1.674 .199 

グループ内 56.218 107 .525   

合計 57.097 108    

 

合図について 

合図については教育前後いずれの時点でも両群の間に差は認められなかった。 

 

図15 教育前後の自己評価力（合図） 
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表27 教育前後の自己評価力（合図）（分散分析） 

 

度数 平均値 

標準偏

差 

教育前 教育群 71 4.3310 .53247 

非教育群 87 4.4224 .44837 

合計 158 4.3813 .48848 

教育直後 教育群 71 4.5317 .38714 

非教育群 87 4.4454 .41837 

合計 158 4.4842 .40566 

二か月後 教育群 63 4.5026 .60427 

非教育群 84 4.5278 .38793 

合計 147 4.5170 .49068 

 

分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .327 1 .327 1.373 .243 

グループ内 37.136 156 .238   

合計 37.462 157    

教育直後 グループ間 .291 1 .291 1.778 .184 

グループ内 25.544 156 .164   

合計 25.835 157    

二か月後 グループ間 .023 1 .023 .094 .760 

グループ内 35.129 145 .242   

合計 35.152 146    

 

確認について 

確認については、教育前においてすでに両群間に有意な差が認められている

（F(1,157)=3.999, p=.047）。この違いは教育後においてさらに広がり、教育群が非教育

群に比べて有意な違いが認められた（F(1,157)=30.778, p=.000）。2ヵ月後においも有意

な差が持続していた（F(1,107)=7.156, p=.009）。図１５からわかるように、自己評価は
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教育群が非教育群に比較し、教育直後と2ヶ月後においても負の方向において大きな差が認

められた。自己評価力の定義として、指導員評価と自己評価のずれの少なさとしたが、実

際には行動評価表は同一内容であるものの二者の評価基準が同一の保証はないため、自己

評価力が二者の判断の一致度というのは概念的には理解できても数量的に捉えることは現

実的には難しい。したがって、重要なことは教育群と非教育群の間で有意な差が持続した

という結果である。本調査では、自己評価が教育前に比べて有意に減少している点である。

教育前における過剰な自己評価が教育によって減少したということは、高齢者一般に認め

られる安全運転能力についての過信傾向を修正しえたという点で意味のあることと考える。 

 

図16 教育前後の自己評価力（確認） 

 

表28 教育前後の自己評価力（確認）（分散分析） 

  

度数 平均値 

標準偏

差   

教育前 教育群 71 -.0239 1.05343 

非教育群 87 .3034 .99864 

合計 158 .1563 1.03332 

教育直後 教育群 71 -.6986 .85458 

非教育群 87 .0747 .88512 

合計 158 -.2728 .95061 

二か月後 教育群 44 -.6167 .97165 

非教育群 65 -.1500 .83709 

合計 109 -.3384 .91872 
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分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 4.190 1 4.190 3.999 .047 

グループ内 163.447 156 1.048   

合計 167.638 157    

教育直後 グループ間 23.379 1 23.379 30.778 .000 

グループ内 118.496 156 .760   

合計 141.875 157    

二か月後 グループ間 5.714 1 5.714 7.156 .009 

グループ内 85.442 107 .799   

合計 91.156 108    

 

速度について 

速度については教育直後に両群の差が認められた（F(1,157)=8.748, p=.004）。2ヵ月後に

は両群間の差は消滅した（F(1,107)=.343, p=.560）。 

 

図17 教育前後の自己評価力（速度） 
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表29 教育前後の自己評価力（確認）（分散分析） 

 

度数 平均値 

標準偏

差 

教育前 教育群 71 -.7197 .83561 

非教育群 87 -.6149 .78789 

合計 158 -.6620 .80876 

教育直後 教育群 71 -1.1136 .70970 

非教育群 87 -.7464 .82666 

合計 158 -.9114 .79529 

二か月後 教育群 44 -.9091 .77880 

非教育群 65 -.8221 .75003 

合計 109 -.8572 .75940 

 

分散分析 

  平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率 

教育前 グループ間 .429 1 .429 .655 .420 

グループ内 102.263 156 .656   

合計 102.692 157    

教育直後 グループ間 5.273 1 5.273 8.748 .004 

グループ内 94.027 156 .603   

合計 99.299 157    

二か月後 グループ間 .199 1 .199 .343 .560 

グループ内 62.084 107 .580   

合計 62.282 108    
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教育マニュアル（指導員用） 

 

スライド 1 

信号機のない交差点での右左折信号機のない交差点での右左折

今日のテーマ今日のテーマ今日のテーマ

高齢ドライバーのための高齢ドライバーのための
メタ認知技能向上をめざした安全教育メタ認知技能向上をめざした安全教育

東北工業大学東北工業大学
太田博雄太田博雄

 

教育目標： 

参加者の自己理解を深め、安全運転向

上をめざす。具体的には、加齢に伴う

心身機能の低下に気づき（メタ認知）、

補償行動も含めた運転生活の安全性

を高めること。 

 

スライド 2 

トレーニングの流れ
導入

安全な右左折のため
のおさらい

自己評価

他のドライバーの行動観察

危険行動の原因について考える

もう一度自己評価

自分の運転振りについて振
り返り、課題と解決法を考
える

 

トレーニングの流れ： 

1. 教育目標の明確化：「安全運転を

続けていただくために、自分の運

転技能についての長所短所を自

分で気付き、安全運転に役立てて

もらう」 

2. 「導入」で高齢者の右左折違反に

よる事故の多さを統計資料で確

認し、今日のテーマを「信号機の

無い交差点を右折するときの安

全運転」とすることを知らせる。 

3. 具体的な交差点を動画で観察し

て、この交差点の危険度を評価す

る（自分の運転能力を考えなが

ら） 

4. 自分の運転振りを評価：自分なら

ばどの程度安全にこの交差点を

右折するかを評価させる。 

5. 「おさらい」：この交差点を安全

に右折する方法についてディス

カッションする。そして、正しい

運転方法について明確化する。 

6. 動画観察：他のドライバーの危険

運転を動画で観察する 

7. 危険行動の原因をディスカッシ

ョン。 
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8. もう一度、この交差点についての

危険度評価（自分の技能を考えな

がら）と安全運転度の自己評価 

9. 自己評価に変化があったかどう

か？自分の運転についての新た

な気づきがあったかどうかをた

ずねる。 

10. 今日のガッテンに気づきを書く 

スライド 3 

はじめに（導入）

 「事故の多くは交差点で起
こっています。とくに高齢ド
ライバーの右左折違反によ
る事故が多いようです。」
（右図）

 「そこで、今日は、信号機の
ない交差点を右左折すると
きの安全運転について考
えてみましょう。」

 そして、自分自身の運転に
ついて振り返ってみましょう。

 

導入： 

高齢ドライバーは交差点が苦手であ

ることを、事故原因のグラフで確認す

る。 

「そこで、今日は交差点の右左折、特

に右折について考えて見ましょう」と

話す。 

スライド 4 
こんな場面（ビデオ映像）であなたはどんな
運転をなさいますか。

ビデオ映像を見て、車やひとの動きを観察し
て交通状況を理解してください

 

交差点の説明： 

信号機の無い交差点、交通量が多い、

自転車やバイクも多い（動画見る） 

スライド 5 

この交差点の印象は？
（危険度評価）

 「映像をご覧になってどんな印象でしたか？」

 自己評価：「あなたがこの交差点を右左折すると
したら、どの程度危険を感じる交差点でしょう？
（自分の安全運転能力を考えながら）」 （評価表
に記入してください）

自分にとって、この交差点は、

１．非常に危険 ２．かなり危険 ３．やや危険

４．あまり危険でない ５．全く危険でない

 

危険度評価： 

危険度を別の用紙で評価する（特に、

自分の運転技能と照らし合わせて評

価してもらう） 

評価の理由は後で話してもらう 
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自己評価（安全運転度）

 「あなたはいつも左右の確認をして、対向車と十
分余裕を持って安全に右左折できています
か？」（評価表に記入してください）

わたしは、

1. いつも安全運転で右左折できている

2. 大体安全運転で右左折できている

3. たまに危険な運転で右左折することもある

4. しばしば危険な運転で右左折する

5. いつも危険な運転で右左折してしまう

 

自己評価： 

自己評価表を用意して、自分の安全運

転度を評価してもらう。（日頃の運転

振りを思い出しながら） 

スライド 6 おさらいおさらい
右左折するとき、どんなことを考えて（注
意して）運転をしますか？

 「この交差点を右左折するときに、どんな
危険が起こりそうですか？」

 「では、この交差点を右折するとき、あなた
ならどんな運転をなさいますか？」

 

「おさらい」： 

1. 危険度について各自の評価表を

見ながら評価理由をたずねる 

2. 運転度の安全評価について各自

にたずねる 

3. 安全な運転の方法を話し合い、安

全な右折方法を確認する。 

 

スライド 9 

右折の危険運転場面を見せる

 「それでは、この交差点で起きた危険な右
折場面をご覧下さい。」

 

動画観察： 

「それでは、他のドライバーがどんな

運転をしているかビデオで見てみま

しょう」と言って、ビデオを見てもら

う。 

 

スライド 10 

ビデオを見た感想

ビデオをご覧になってどんな感想を持たれましたか？

なぜ、ドライバーは危険な運転をするのでしょう？

原因を話し合ってみましょう

 

感想： 

ビデオを見た感想を話しあう。 

予想される反応として、 

「危険な交差点だ」、「きちんと確認し

ないドライバーがいる」、「無理やり行

こうとするドライバーが多い」、「バイ

クは無視されやすい」などが考えられ

る。 

一通り回答が出たら、 

「ずいぶん危険な場面が映っていま

したね。危険行動を分類してみると、

全部で６つのパターンが見られまし
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た」と言ってつぎの内容を確認する。 

① バイクや自転車の軽視、見落とし 
② 直進車の速度過少視 
③ 右折動作が遅い 
④ 直進車のミス（直進車が方向指示

器出し忘れ）→相手の動き（左折）
を確かめてから行動に移ること 

⑤ カルガモ親子のように先行車を
後追いする 

⑥ 待たされていらいらのあまり、危
険運転に出てしまう 

 

スライド 11 

あなたはいかがですか？

 「危険な運転がいくつか見られましたが、あなた
はそんなことがありませんか？」

 「あるとしたら、あなたの場合どのパターンが起こ
りえますか」（ディスカッションして、その後報告）

例えば、
 じりじり出ていって、少し空いたら対向車が近づいていても強引

に右折する
 前の車について右折してしまう
 後ろに車がいるので焦ってしまうので、ついつい強引に出てしま

う
 のろのろしていてヒヤッとする

 

メタ認知訓練： 

「皆さんはこれらのドライバーの危

険行動を見て、“はて？自分もやって

いるかも知れない”と思うパターンは

ありませんでしたか？」とたずねて、

意見を尋ねる。また、自分にもひやり

としたり、はっとした経験がなかった

かを話し合う。 

「なぜ、このような危険な運転をする

のでしょう？その理由を考えてみて

ください」と言って、ディスカッショ

ンしてもらう。 

考えられる答えとして、 

 待たされることから来るあせり

やいらいらから 

 見逃し。特に加齢による見落とし 

 加齢のため反応時間がにぶくな

る 

 バイクの軽視 

 相手が止まってくれると思う 

などがある 
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再度、この交差点の危険度評価

 もう一度、自己評価：「あなたがこの交
差点を右左折するとしたら、どの程度
危険を感じる交差点でしょう？（自分
の運転能力を考えながら）」

自分にとって、この交差点は、

１．非常に危険 ２．危険 ３．やや危険

４．やや安全 ５．安全 ４．非常に安全

 

再度自己評価： 

再度、自分の安全運転度について自己

評価表に記入する。 

「交差点についての危険感について

再度自分の運転能力と照らし合わせ

て評価してください。さらに、自分の

安全運転度について、もう一度評価し

てください。先ほどの評価でよかった

ですか？もう一度自分の運転振りを

考えて評価してください」 

スライド 12 

再度の自己評価
 「では、もう一度、日頃の運転振りを振り返り、自己評価してくださ

い。」
 「あなたはいつも左右の確認をして、対向車と十分余裕を持って安全

に右左折できていますか？」（評価表に記入してもらう）

わたしは、

1. いつも安全運転で右左折できている

2. 大体安全運転で右左折できている

3. たまに危険な運転で右左折することもある

4. しばしば危険な運転で右左折する

5. いつも危険な運転で右左折してしまう

 

自己評価変化の確認： 

「評価は変わりましたか？同じでし

たか？変わった方はどうして変えま

したか？」と聞いて理由を話してもら

う。 

 

 

2回目の自己評価で評価が変わっ
た方はいましたか？

 評価を変えた理由は？

 評価が変わらなかった方も含めて、ご自分
の安全度について気付かれたことがありま
すか？

 安全運転方法を話し合ってみましょう。

（ディスカッションの後、一人一人から報告）

 

2回の自己評価について検討する。 

互いに自己評価を見せ合いながら、1

回目と 2 回目の自己評価を比較した

り、自己評価の深さも考える。 

スライド 13 

まとめ
安全に右折するための方法

 「危険な交差点から身を守る方法を考えましょう」

例えば
 何度も確認
 無理はしない
 後ろに車が来てもあわてない
 必ず右折できる余裕時間ができるから、それを待つ
 「君子危うきに近寄らず」

 このような危険な交差点は通らないようにする
 信号機のある交差点を選ぶ

 などなど、、、、

 

安全運転方法「まなび」の確認： 

最後に、安全に右折するために、自分

の特徴（長所短所）を考えながら意見

を述べてもらう。 

 特に、加齢に伴う問題について考

えるよう促す。視力、視野、反応

時間、一度に多くの情報を捉えら

れないなど自分にはないかどう

か？若いときに比べて低下して
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ないかどうか 

 低下したとの自覚があったとし

たら、どうすればいいかについ

て、「補償行動」をディスカッシ

ョンする（例えば、別の交差点を

通るとか、すいている時間帯を選

ぶとか、さらに展開して、心身の

衰えをどうカバーして安全を保

つかを長距離運転や夜間走行な

どを例にしてディスカッション

するのがよい。） 

 補償行動について出てきた意見

を板書し、「“君子危うきに近寄ら

ず”と言いますが、自分の長所と

短所を自覚できれば自分を危険

にさらすこともなくなり、安全は

いつまでも保たれますね。高齢者

が必ずしも危険ドライバーでは

ないと言えます」と言う。 

スライド 14 

今日のガッテン

「それでは、最後にまとめとして、日頃の
自分の右左折時の運転を振り返り、自分
の課題がありましたら、お手元の『今日の
ガッテン』の紙に書いてみましょう」

 

文章化による自己課題確認： 

まとめとして、「今日のガッテン」の

用紙に、自分の右左折運転の安全性に

ついて考えながら、今日学んだことを

文章にまとめる。 

一人一人発表する。 
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スライド 15 

終了

「はい、今日はどうもご苦労様でした。」
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認知機能検査 

 

 

MMSE 

「こんどはあなたの記憶と集中力を検査するためにいくつかお尋ねします。優しい質問も

ありますし、難しいのもあります。」 

 

質問 回答 不正解 正解 未正解 

１、今年は何年ですか  □ □ □ 

２、今の季節は？  □ □ □ 

３、今日は何月何日？  □ □ □ 

４、今日は何曜日？  □ □ □ 

５、いまは何月ですか？  □ □ □ 

６、この場所はどこ？  □ □ □ 

７、ここは何県？  □ □ □ 

８、ここは何市？  □ □ □ 

９、ここは何階？  □ □ □ 

１０、ここの地名は？  □ □ □ 

１１、3 つの品物を言います。私が言った後でそれをくり返してください。数分後にもう一度その

名前を行ってもらうつもりですので、なんであったか、覚えていて下さい。 

私が言った名前をくり返して下さい。（第１試行のみスコア。品物は 3回だけくり返す） 

『りんご』  『テーブル』  『コイン』 □ □ □ 

１２、これからある言葉をいいます。後ろから言って下さい。（必要

であればくり返す） 

『よいてんき』 

正しい順序で答えた文字数

をスコアする 

（０から５：９＝未評価） 

 

 

あなたに覚えてもらった 3つの品物は何でしたか？ 

13、りんご 

14、テーブル 

15、硬貨 

16、（腕時計を見せる）これはなんですか？ □ □ □ 

17、（鉛筆を見せる）これはなんですか？ □ □ □ 
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18、これから言う言葉をくり返して下さい 

『いいえ、もしも、そして、それとも』 

（試行は１回だけ） 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

19、このページに書いてある単語を読み、その通りにして下さい。 

『眼を閉じなさい』 □ □ □ 

20、これからあなたに紙を渡します。紙を右手に取り、両手で半分に折り、膝の上に紙をおいて下

さい。 

右手 □ □ □ 

折る □ □ □ 

膝に □ □ □ 

21、その紙の上になにか完全な文章を書いて下さい。（白い紙を渡す） □ □ □ 

22、ここに絵が有ります。同じ紙にその絵を描き写して下さい。（2

つの 5角形の重なりが４辺形になっており、５辺形のすべてが保たれ

ていれば、正解とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 
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Pre［80 分］ 
 運転歴調査表（調 1）と自己評価表（調 2）の記入［10 分］ 
 ＭＭＳＥと単語再生（遅延記憶テスト）（調）［30 分］ 
 テスト走行［40 分］：録画および指導員評価（調表 2） 

Post：効果測定［40 分］ 
 自己評価（調 2）［10 分］ 
 テスト走行［30 分］：録画および指導員評価（調 2） 
 

教育の流れ 

 
 
＊教育実施群（100 名） 
教材として、「信号機の無い交差点の右折場面（自工会作成）」を使用 
 
＊教育非実施群（100 名） 
 

ミラーリング法による教育［60 分］ 

1 年後：効果測定［40 分］ 
 「自己評価」の再評価（調 2）［10 分］ 
 テスト走行［30 分］：録画および指導員評価 
 

タカタ財団による助成研究 
（2010 年度 太田博雄） 
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アンケート調査用紙 

（教育場面で使用） 

〔1回目・2回目〕 

 

 

 

問１ この交差点についての危なさを評価してください 

「このような交通状況は、あなたの日頃の運転ぶりと照らし合わせて、どの程度危ないと

評価されますか？」 

 

今の自分の運転能力を考えると、 

1. 非常に危ない 

2. 危ない 

3. やや危ない 

4. あまり危なくない 

5. 全く危なくない 

 

 

問 2 このような交差点でのあなたの日頃の運転振りをおたずねします。 

「あなたはいつも左右の確認をして、交差車両や歩行者と十分余裕を持って安全に右左折

できていますか？」 

 

わたしは、 

1. いつも安全運転で右左折できている  

2. 大体安全運転で右左折できている 

3. たまに危ない運転で右左折することもある 

4. しばしば危ない運転で右左折する 

5. いつも危ない運転で右左折してしまう 

 

問 3 他の人の右折の仕方を見て、あなたにも思い当たる右折の仕方があったら○をつけて

ください。 

1.   見落とし型 

2.  接近車軽視型 

3.   無理しても行くよ型 

4.   カルガモ親子型 

5.   待たされてイライラ 
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アンケート調査用紙 

 

（1回目、2回目、3回目） 

 

 

受講者名              記入日時      年  月   日 

 

 

問 1 日常の運転についておたずねします。 

 

年  齢 歳 性  別 １，男性   ２，女性 

 

主に運転する車の車種 

（一つだけ選んで○） 

 

１，普通乗用 ２，普通貨物 ３，軽乗用 ４，軽貨物 

 

５，大型乗用 ６，大型貨物 ７，自動二輪 ８，原付 

 

 

経 験 年 数 

 

       

年（免許を取得してからの年数） 

 

 

運 転 頻 度 

 

１,  毎日  ２,  週４～５日  ３,  週２～３回  

 

４,  月数回程度  ５,  殆んど運転しない 

 

 

昨年一年間の走行キロ数 

 

約     km 位 

 

 

過去 5カ年の事故数 

     

件（軽微な物損事故も含む） 

 

 

過去 5カ年の事故の種類 

（該当するものすべてに

○印） 

 

１，出会い頭  ２，追突  ３，右折時  ４，左折時 

 

５，正面衝突  ６，車輌単独 ７，対歩行者 ８，物損 

 

９，その他（           ） 
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過去 5カ年の違反数 

     

件（キップを切られた場合のみ） 

 

 

過去 5カ年の違反の種類 

（該当するものすべてに

○印） 

 

１，速度違反 ２，信号無視 ３，一時不停止 ４，追い越し 

   

５，駐停車違反 ６，酒酔い ７，その他（       ） 

 

運転目的について 

 

つぎのようなとき、どの程度ご自分で車を運転なさいますか？ 

 

あてはまる番号に○を付けてください。 

 

  

いつも 

 

 

ときどき 

 

ほとんどしない 

 

旅行や遊びに行くとき 

 

１ ２ ３ 

 

買い物に行くとき 

 

１ ２ ３ 

仕事に行くとき（該当す

る方のみ） 
１ ２ ３ 

 

病院に行くとき 

 

１ ２ ３ 

知人や友人に会いに行く

とき 
１ ２ ３ 
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今日のガッテン 

 

 

受講者名         

 

今日の安全教育を受けて、日頃の運転を振り返り、若い頃の自分の運転と比べて気付い

た自分の問題点と対策について、具体的に書いてください。具体的であればあるほど安全

運転には効果があります。 

 

若いときに比べて、気付いた自分の問題点 

 

 

 

 

 

 

 

対 策 
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指導員用運転評価チェック用紙 

指導員評価用 

（1回目、2回目、3回目） 

運転観察表 

実施日 平成  年  月  日 

受講者名  生年月日 年  月  日 指導員     

 

右折 

合 図 （しない・不適・続・戻し）  

右折方法（線離れ・右斜め・右外・ふらつき・左振り）  

安全確認（しない・不十分） 安全速度 

左折 

合 図 （しない・不適・続・戻し）  

左折方法（巻き込み防止措置・大回り・ふらつき・右振り）  

安全確認（しない・不十分） 巻き込み確認 安全速度 

見通しの悪い 

交差点 

徐行（なし・不足） 

安全確認（しない・不十分） 

一時停止 

の交差点 

不停止（徐行なし･徐行あり）・停止位置（交差点進入・停止線越え）        

安全確認（しない・不十分） 

進路変更 

合 図（しない・不適・続・戻し） 

安全確認（しない・不十分）   急ハンドル  

駐車車両 

合 図（しない・不適・続・戻し）   

 

安全確認（変更・脇見）  安全速度 側方間隔  急ハンドル 

カーブ 走行位置（内回り・外回り）  安全速度   

その他 優先判断  急ブレーキ  

特記事項 

 

（特徴的な運転行動） 
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運転行動評価用紙 

 

運転行動評価表（指導員・自己評価） 

 

受検者名                   記入日時    年   月   日                  

指導員氏名                 〈 教育前・教育後 〉（←○印を付ける）             

１．交差点右折時の 

運転 

非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

合  図 ５ ４ ３ ２ １ 

大回り、小回り、ふらつ

きせずに正しく右折で

きる 

５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 速 度 ５ ４ ３ ２ １ 

２．交差点左折時の 

運転 

非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

合  図 ５ ４ ３ ２ １ 

大回り、ふらつきせず 

正しく左折できる 
５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 速 度 ５ ４ ３ ２ １ 

３．見通しの悪い 

交差点での運転 

非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

きちんと徐行できる ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

４．一時停止の交差点 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

きちんと停止できる ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

５．進路変更時 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

合  図 ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

急ハンドルを切らない ５ ４ ３ ２ １ 
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６．駐車車両の回避 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

合  図 ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 確 認 ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 速 度 ５ ４ ３ ２ １ 

側 方 間 隔 ５ ４ ３ ２ １ 

急ハンドルを切らない ５ ４ ３ ２ １ 

７．カーブ走行の際の 

運転 

非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

走 行 位 置 ５ ４ ３ ２ １ 

安 全 速 度 ５ ４ ３ ２ １ 

８．その他 
非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

優 先 判 断 ５ ４ ３ ２ １ 

急ブレーキをかけない ５ ４ ３ ２ １ 

 総合評価（運転振り） 非常に良く 

できている 

良く 

できている 

まあ 

できている 

あまり 

できていない 
できていない 

指導員評価 ５ ４ ３ ２ １ 
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