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              報告書概要 

  交通事故死亡者数は減少傾向にあるとはいえ，平成 26 年の死者数は全国で 4,113人に達

した．このうち，実に 1,063 人が，歩行中に事故に巻き込まれた高齢者である．この数を劇

的に減らさなければ，交通事故問題の解決はあり得ない． 

 このような問題意識から，本研究では，歩行中に事故に遭遇した人としていない人の両方か

ら，身体機能・認知機能に関するさまざまな個人特性に関するデータを計測することを通じ，

矛中に事故に遭遇するリスクを説明できるような指標を特定することを目的とした． 

 １年目の平成２７年度は，データ収集体制を確立することが中心的な課題であったが，高

知県警察本部や各警察署の高齢者アドバイザーと協力して，歩行中に事故にあった経験のあ

る人と，それに類する人口統計属性を持つ未経験者とから，ＭＲＩを含む情報を収集する体

制を構築することができた． 

 ２年目の平成２８年度は、構築したデータ収集体制に基づいてデータの収集を継続した。

その結果、１年目に仮説的に得られていた知見の正しさに関する蓋然性を、高めることがで

きた。具体的には，事故経験者２３名と事故未経験者１９名の合計４２名のデータ分析によ

って，視力の平均値に差が見られることが確認された（５％統計的有意水準）．また，前頭葉

機能の検査であるＦＡＢ（Frontal Assessment Battery）においても，（１０％有意水準なが

ら）平均値に差が検出されることも分かった．さらに，認知機能のテストに使われる MMSE 

(Mini Mental State Examination）の得点についても，合計得点においては差が見出されな

ったものの，記憶力に関する部分点の平均値において差が見られた．すなわち，視力，前頭

葉機能，記憶力が低いことが，歩行中に交通事故に遭遇することのリスク要因になっている

という仮説の蓋然性を高めることができた。 

２年間で４２名のデータを収集することしか出来なかった点は、研究代表者の不徳の致す

ところである。ただ、このことは、個人情報をする責務の中で事故経験者から情報を収集す

ることの困難さ、および事故経験者と類似の属性を持つ高齢者を探し出すことの困難さを反

映している。そのような困難があるからこそ、本研究と類似の研究がこれまでなされてこな

かったのであって、そのこと自体が本研究の意義の高さを示していると考えることも出来る。 

 

 なお、本研究は、研究代表者である中川善典が、共同研究者である高知工科大学・交通医

学研究室の朴彰啓客員教授と協同で実施したものであることを付記しておく。 
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第 1 章 

はじめに 

1.1 研究背景  

交通事故死亡者数は減少傾向にあるとはいえ，平成 26 年中の死者数は 4,113 人に達する．

この人数を死者の年齢と死亡時の状況とでクロス分類した結果によると，死者のうち実に

1,063 人（24.6%）が，歩行中に事故に巻き込まれた高齢者（６５歳以上）である（内閣府，

2016）．下図は，内閣府資料に著者が赤太字部分を加筆したものである．歩行中の高齢者の死

亡者数がいかに突出しているかが，この図からわかる．すなわち，この数を劇的に減らさな

ければ，交通事故問題の根本的な解決はあり得ない． 

 

図 1.1 状況別・年齢別の平成２６年の交通死亡者数 

 

毎年，千人を超える歩行中の高齢者が命を落としていることは，それに匹敵する数の若い

運転者が加害者となり，その後の人生を狂わせていることをも意味する．これは，限りなく

大きな社会的損失である．この観点からも歩行中の高齢者が関わる事故の削減が重要である． 

海外においても，高齢歩行者が交通事故に巻き込まれる可能性が高いという認識は共有さ

れている(Oxley et al 1997)．そして，そのメカニズムに関し，交通事故分析の主要誌の一

つである Accident Analysis and Prevention 誌等にて，知見が蓄積されてきている．例えば，

ここを減らさ
ない限り死者
数は劇的に
減らない

（内閣府資料に著者が赤太字部分を加筆）
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以下のような例を挙げることができる． 

・米国メリーランド州における歩行者事故において，車タイプと歩行者の怪我の重症度と

の関係を明らかにした Ballesteros et al. (2004)  

・米国ハワイ州における歩行者事故を，運転者過失による事故と歩行者過失による事故と

に分類し，両者の特徴を比べた Kim et al. (2008) 

・イギリスにおける歩行者事故において，事故に遭った歩行者の年齢と，頭部損傷度との

関係を扱った Richards et al. (2012) 

などは有名である．しかし，これらを含む多くの研究には以下の２点の大きな欠点がある． 

 

欠点１ 歩行者として事故に遭い易い人と遭いにくい人との違いを解明できない． 

欠点２ 高齢歩行者の身体能力や認知能力と，事故遭遇リスクとの関係を解明でき

ない． 

 

欠点１は，殆どの既往研究が，厳密な疫学的研究方法を踏襲せず，警察や病院等の事故デ

ータベースに頼っていることに起因する．このデータベースは事故に遭った人の情報しか含

まないため，事故に遭った人と遭っていない人とを比較対照できないのである．欠点２は，

事故データベースが歩行中の被害者の詳細な情報を含んでいないことに起因する． 

 

1.2 研究目的  

 以上の背景を踏まえて，高齢歩行者事故の削減のために本研究では以下の目的を設定した． 

 

１．高齢者の諸個人特性（日常的身体運動量，認知能力，性別など）が，歩行中に

事故に巻き込まれるリスク増加にどの程度寄与しているかを明らかにする． 

２．特に，アンケートで実施では取得できない詳細な個人特性，すなわち医学的な 

ＭＲＩ画像から評価される諸特性と歩行計測機で計測される歩行能力も計測する． 

 

 なお，以上の研究構想は，以下の先行研究も踏まえて構想された．最近 Dommes et 

al.(2013)は，歩行者の道路横断に関する実験を実施した結果，「認知機能の衰え」と「車が

来る前に自分が道を渡りきれるかの判断の正しさ」に相関が認められた．この先行研究を踏

まえれば，リスク要因の候補として認知機能は無視できない．そこで本研究ではＭＲＩ画像

に基づく脳診断結果を調査項目として追加した研究を着想した．著者らは，Park, Nakagawa, 

et al(2013)において，脳内の白質病変（健常者の約３分の１に見られる病変）の有無が，運

転者として事故に遭遇する確率を上昇させることを示した．白質病変の有無が認知機能の衰

えの重要な指標となり，歩行中の事故に遭うリスク要因にもなっている可能性は十分にある． 

 

図 1.2 はともに健常者である A と B（ともに 65 才）の頭部 MRI 水平断面画像を比較し

ている．A は正常な脳組織であるが，B は白質病変（矢印）と脳萎縮（矢頭：脳室拡大や脳

溝開大）が認められる．白質病変は，健常中高年者の約 30%に，脳萎縮は軽度なものを含め

ると約半数以上に見られ，Aのような正常所見は 65 歳以上では数％にしかすぎない．同年齢

の健常者であっても脳組織変化には大きな個人差が存在する．図 1.3 は，これがどの部分の
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断面図であるかを示すものである．脳 MRI データは個人の特性を反映する適切なヒューマン

ファクターであり，高齢ドライバの交通事故対策の効果をさらに上げるには，この高齢者特

有のヒューマンファクター対策が重要であるとの観点から，研究が進みつつある(e.g., 

Nakano and Park, 2014)．これに対して，本研究は，こうした脳ＭＲＩデータが歩行者とし

て事故に遭遇するリスクをも説明できる可能性を検討するものである． 

 

 

 

図 1.2 白質病変のない人（Ａ）とある人（Ｂ）のＭＲＩ画像 

 

 

図 1.3 （右）黄色い矢印で示した箇所が白質病変の例． 

   （左）黄色い線が右写真の断面の位置を示す． 

 

 

歩行中に事故にあう人が負う怪我は，歩行に何の影響も与えない程度の軽度のものから，

歩行を困難にする程度の重度のものまで，千差万別である．そして，重度の怪我を負った場

合は言うまでもなく，軽度の怪我の場合であっても，心理的な影響や家族などの社会的な影

響によって，事故にあった人は外出が困難になり，その後の生活パターンが大きく変化する

ケースもあり得る．こうしたことから，高齢者が歩行中に事故にあうことは，仮に死亡に至

らなかったとしても，高齢者のその後の生活に大きな影響を与えることがわかる．これによ

って生活の質が大きく低下してしまう可能性も否定できない． 

本研究は歩行中に事故に遭遇しやすい高齢者を特定することを通じて，死亡者数を削減す

るための提言を行うのみならず，怪我によって生活の質を低下させる高齢者を削減するため

の方策を検討するための基礎的な知見を生み出すことをも視野に入れている． 

なお、本研究は２年間を研究期間として実施されたものである．本報告書においては，二
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年間に得られた成果を報告する。 

 

 

第２章 

方法 

2.1 データ収集方法 

本研究は，歩行中に事故に遭遇したことのある高齢者（以下，事故経験者群）と，そうで

ない高齢者（以下，事故未経験者群）とから等しくデータを収集することで，両群の違いを

最も際立たせる個人特性を特定し，事故に遭遇するリスク要因を特定したいと考えている．

従って，リスク要因の候補でない特性については，なるべく両群において違いがないように

サンプルを抽出する必要がある． 

そこで，本研究では，下図に示すように，事故経験群の一人ひとりに対して，彼（女）と

同一の町内会に居住する，同性で年齢差が３歳以内の事故未経験者を定義した．ただし，同

一町内会において該当者を見つけることが困難な場合は，郵便番号７桁が一致する住所に居

住する者の中から該当者を選んだ．こうして定義した事故経験群と事故未経験群に対して，

著者から依頼を受けた高知県下の１７の警察署の高齢者交通安全推進員（通称＝高齢者アド

バイザー）が，本研究の被験者募集のチラシを配布し，研究目的を説明した上で，参加に同

意する場合は著者に対して電話連絡するよう依頼した．こうしたデータ収集体制の全体像を，

図 2.1に示す． 

 

 

 

図 2.1 データ収集体制 

  

高知県警察
本部

１７警察署所属の
高齢者アドバイザー

事故に遭った高齢者

対照群の高齢者

高知工科大学・
中川

（研究代表者）

研究協力依頼

データ集計
結果の随時報告

研究協力
依頼

高知工科大学・
朴啓彰

（研究分担者）ＭＲＩ画像判定
結果の提供

研究参加

ＭＲＩ画像判定
の依頼

研究協力依頼
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なお，最終的に研究に参加した事故経験群の人たちと対応する（すなわち同一町内会にす

む）人が，必ず事故未経験群に含まれるという保証はない．それでも，歩行者として事故に

遭遇するリスク要因として本研究が着目する個人特性以外に関しては，両群は同一の集団的

特性を持っていると期待できる． 

 

 

 

図 2.2 被験者の募集の基本方針 

 

 

最後に，上記の研究体制は，高知工科大学倫理審査委員会の承認を受けている（申請番号

＝Ｎ８－２）． 

 

2.2 データ収集内容 

本研究で収集した被験者からのデータ収集項目は次の通りである． 

 

１） 年齢・性別 

２） 身長・体重 

３） 視力（左右） 

４） 聴力（左右） 

５） 住宅タイプ（戸建て／集合住宅） 

６） 住まいに面している道路の広さ（５分類） 

７） 運転免許の保有と運転頻度 

８） 就業の有無 

９） 白内障の有無と手術歴 

１０）事故経験群においては，事故による怪我の程度（重症／軽症） 

歩行中に事故に遭った高齢者の居住地

比較対照相手の高齢者（事故に遭った
ことがない）の居住地

町内会の管轄エリア
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１１）ＭＭＳＥ 

１２）ＦＡＢ 

１３）頭部のＭＲＩ画像撮影 

 

なお，ＭＭＳＥとは Mini Mental State Examination の略であり，これは認知症のスクリ

ーニングのために世界で広く使われているテストである．スコアは１１項目の簡単なテスト

の合計得点で定義され，３０点満点である． 

ＦＡＢは Frontal Assessment Batteryの略であり，前頭葉機能のテストである．スコアは

６項目の簡単なテストの合計得点で定義され，１８点満点である． 

 頭部のＭＲＩ画像撮影に関しては，共同研究者の朴啓彰・高知工科大学客員教授が画像分

析を行った．具体的には，白質病変の有無とそのグレード，脳の灰白質・白質の容量，頭蓋

内全容量などである． 

 

2.3 分析方法 

本来であれば，歩行者として交通事故に遭遇したことがあるか(y = 1)，ないか（y = 0）

を目的変数(y)とする多変量ロジスティック回帰分析を行い，さまざまなリスク要因がどの程

度この目的変数に影響を与えているかを分析するべきである．しかし，多変量ロジスティッ

ク回帰分析を行うだけの十分なデータ数がそろっていない．従って，本報告書においては，

2.2 で収集した各項目に関して，事故経験群と事故未経験群で統計学的に有意な差が見出さ

れるか否かを明らかにすることとした． 

 

 

第３章 

結果 

3.1 データ収集結果 

本研究では，４２名の高齢者からＭＲＩ画像を含むデータを収集することができた．本年

度は，高知県警察本部や高知県下の１７警察署の高齢者アドバイザーと協力してデータを収

集する体制を構築することに主眼が置かれたため，まだ十分なサンプル数は集められていな

い．この４２名の所管毎の内訳は以下の通りである． 
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表 3.1 被験者の所管警察署毎の内訳 

 
 

 

次に，４２人の被験者の年齢と性別の内訳は以下の通りである．これを見ると，性別につ

いても年齢についても，当初の計画通り，事故経験群と事故未経験群とでかなり均質な分布

が実現していることが分かる． 

 

表 3.2 年齢と性別の内訳 

 

 

 

 次に，その住宅がどのような幅の道路に接しているかについての内訳を以下の表に示す．

事故経験群と事故未経験群とは，殆ど同一の分布を有していることが分かる．この確認は重

要である．なぜなら，高齢者が歩行中に事故に遭遇する場合，それは居住地の周辺であるこ

警察署 事故経験群 事故未経験群

高知南 4 4

高知東 2 1

高知東（本山庁舎） 1

室戸 3

香南 1 2

南国 5 7

香美 3 2

土佐 2 2

土佐（いの庁舎） 2

窪川 1

計 23 19

事故経験群 事故未経験群

性別

　　男性 10 7

　　女性 13 12

年齢

　　最大 91 89

　　最小 66 63

　　平均 77.5 77.5

　　標準偏差 7.0 6.6



11/19 
 

とも多いと思われ，両群で自宅周辺の道路環境が均質でないと，事故の有無に影響を与えた

原因を脳ＭＲＩ特性等の個人特性に帰すことができなくなるからである． 

 

 

表 3.3 住宅立地条件の内訳 

 

 

3.2 データ分析結果 

 本研究では，いくつかの指標において，事故経験群と事故未経群との間に統計学的に有意

な差が見出された．それについて以下に述べる． 

 

（１）ＭＭＳＥ 

 認知機能テストであるＭＭＳＥ（３０点満点）の両群における平均点の差を以下の表に示

す．合計得点に関して両群に有意な差は見出されなかったものの，No.5の遅延再生において，

事故未経験群のほうが有意に高い得点を有していることが分かった（10％有意水準）．この項

目は，「さくら」「猫」「電車」といった三つの用語を被験者に記憶してもらった後，これとは

関係のない項目についての質問をしたのち，暫くたって再びこれらの三単語を言えるかを試

すものである．事故を経験している被験者は，遅延再生の能力が事故未経験者よりも劣って

いることが分かった． 

 

  

住宅立地環境 事故経験群 事故未経験群

1＝車の通れない細い道路 2 0

2＝車が通れる道路。ただし路側帯や歩道が無い。 15 15

3＝車が通れる道路。ただし路側帯が有り、車道は一車線。 3 1

4＝車が通れる道路。ただし歩道が有り、車道は一車線。 2 1

5＝車が通れる道路。ただし歩道や路側帯が有り、車道は二車線。 1 2
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表 3.3 ＭＭＳＥ得点の比較 

 

 

 

（２）ＦＡＢ 

  前頭葉機能テストであるＦＡＢ（１６点満点）の両群における平均点の差を以下の表に

示す．合計得点に関して両群に有意な差は，６％有意水準において有意な差が見出された．

また，項目別に見ていくと，項目 No.1, No.4において，５％有意水準で事故未経験群の方が

成績が良かった． 

No.1 は「次の２つはどのような点が似ていますか」（バナナとミカンは？テーブルといす

は？チューリップ，バラと菊は？）という質問であり，採点方法は次のとおりである． 

 

正解が３組 ３点 

正解が２組 ２点 

正解が１組 １点 

正解なし  ０点 

 

また No.4は，まず「私が１回叩いたら，２回叩いてください」と指示する．そして，指示

を理解したことを確かめてから次の系列を試行する：1-1-1．次は「私が２回叩いたら，１回

叩いてください」と指示する．そして，指示を理解したことを確かめて次の系列を試行する：

2-2-2．そして次の系列を実施する：1-1-2-1-2-2-2-1-1-2．また，採点方法は以下の通りで

ある． 

 

No. 項目 事故経験群 事故未経験群 差

1 （５点）時間の見当識 4.87 4.89 -0.03

2 （５点）場所の見当識 4.39 4.32 0.08

3 （３点）即時想起 2.96 3.00 -0.04

4 （５点）計算 3.78 4.05 -0.27

5 （３点）遅延再生 2.30 2.74 -0.43 †
6 （２点）物品呼称 2.00 2.00 0.00

7 （１点）文の復唱 0.87 0.89 -0.03

8 （３点）口頭指示 2.87 2.95 -0.08

9 （１点）書字指示 1.00 1.00 0.00

10 （１点）自発書字 0.91 1.00 -0.09

11 （１点）図形模写 0.87 0.89 -0.03

合計 26.83 27.74 -0.91

Note. †: p  <0.1. *: p  < 0.05.
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失敗なし ３点 

失敗２回まで ２点 

失敗３回以上 １点 

４回以上連続してテスターと同じように叩く ０点 

全くたたかない，全て１回（２回）たたく，ただ叩いている ０点 

 

 

表 3.4 ＦＡＢ得点の比較 

 
 

 

（３）視力 

  両群における視力の比較結果を下表に示す．メガネ使用者においては，メガネによる矯

正後のデータを使用した．右目において，５％有意水準において，事故未経験者の方が視力

が高かった．なお、視力の分析においては、通常の検査で用いられる少数視力の逆数を対数

変換した LogMAR 視力尺度を採用した。値が小さいほど視力が高い。例えば、下表において、

事故経験者と未経験者の LogMAR視力の平均がそれぞれ 0.29, 0.15と示されている。これら

は、通常の少数視力においては、0.51と 0.70にそれぞれ対応する。 

 

表 3.5 視力の比較 

 

 

 

（４）脳特性 

 以上の（１）から（３）までの発見に加えて，ＭＲＩ画像診断結果においても，事故経験

No. 項目 事故経験群 事故未経験群 差

1 （３点）概念化 1.69 2.15 -0.47 *
2 （３点）柔軟性 2.25 2.46 -0.21

3 （３点）運動プログラミング 2.63 2.77 -0.14

4 （３点）干渉刺激に対する敏感さ 2.00 2.85 -0.85 *
5 （３点）抑制コントロール 1.06 1.23 -0.17

6 （３点）環境に対する被影響性 3.00 3.00 0.00

合計 12.63 14.46 -1.84 †
Note. †: p  <0.1. *: p  < 0.05.

項目 事故経験群 事故未経験群 差

右視力 0.29 0.15 0.14 *
左視力 0.38 0.25 0.13

Note. *: p  < 0.05.
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群と未経験群とで，一定の差がありそうであることが分かりつつある． 具体的には、本研究

では、白質病変の重度と事故経験の有無との関連を調べた。その結果を表 3.6に示す。なお、

脳組織は、神経細胞からなる「灰白質」と、神経線維からなる「白質」に分類することがで

きる。白質病変とは、後者に関する病変であり、図 1.2, 1.3で示したとおり、頭部のＭＲＩ

画像において、白く映る。 

 研究代表者の中川と研究協力者の朴らは、過去に、高齢ドライバーの白質病変の有無が、

ドライバーとして事故に遭遇した経験の有無と、緩やかに相関していることを示したことが

ある(Park et al. 2013)。ただし、その傾向は、交差点での事故に関してのみ、認められた。

このことは、交差点での運転のように、多くの情報を瞬時に的確に判断し実行に移すような

場面で、白質病変の有無がその遂行の成否を左右する可能性を示唆する。 

 本研究はドライバーとしての事故を対象としたものではないが、歩行者事故においても、

歩行者は道路を横断する際に、近づいてくる自動車のスピード、自分との距離、自分の歩行

速度といった情報を総合的かつ瞬時に判断し、横断の可否を判断するという処理が含まれ、

交差点での事故と一定の類似性がある。そこで、本研究では、白質病変の有無は歩行者とし

て事故に遭遇する確率とも緩やかに相関しているという仮説を設定し、それを検証するため

のデータを収集した。 

 

本研究では、共同研究者の高知工科大学・朴彰啓特任教授が被験者のＭＲＩ画像に基づき、

白質病変の重度をＬＡ＝０（白質病変なし）からＬＡ＝５（重度の白質病変あり）までに分

類した。そして、ＬＡの値が１以下の群と２以上の群とを定義した。これと事故経験あり/

なしの２群とのクロス分類を行った結果が表 3.6である。これによると、ＬＡの重度が大き

い群の中では、事故を経験している割合が比較的高いことが分かる。ただし、独立性のカイ

２乗検定の結果、ＬＡの重度が高い群と低い群とにおいて、事故経験者数と未経験者数との

人数比率が等しいという帰無仮説は、５％有意水準において棄却することはできなかった。

ｐ値は 0.13であった。すなわち、統計学的には、事故経験の有無とＬＡ値の大小との間には、

相関が認められなかった。しかしながら、サンプル数を今後増やすことによって、両者の間

に相関が検出できるようになる可能性は十分にあるため、研究期間終了後も引き続きデータ

収集を行う予定である。 

 

 

表 3.6 白質病変の重度と事故経験の有無のクロス分類表 

 
  

事故経験群 事故未経験群 合計

LA≦1 2 5 7
LA≧2 21 14 35

23 19 42
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3.4 その他の測定項目について 

 

 身長、体重、肥満度、ＢＭＩという四種類の基本的な身体特徴量に関して、事故経験群と

非経験群との間の違いをまとめたのが表 3.7 である。いずれの指標においても、両群におい

て有意な差は検出されなかった。 

 

 

表 3.7 基本的身体特徴量の比較 

 

 

 

 本調査では、これらの身体特徴量に加えて、生涯において最も身長が高かった時点におけ

る身長も聞き取り調査をしている。これと現時点とのギャップは、姿勢の悪さを反映してい

ることが期待されたからである。歩行中の姿勢が悪い場合、視線が下方を向くことが多いと

思われ、歩行中に事故にあう確率が高まることが想定されたからである。しかしながら、こ

のギャップは、事故経験群と非経験群との間で、有意な違いは検出されなかった。 

 ただし、歩行中の視線の向きが歩行者として事故に遭遇する確率を高めるという仮説は、

引き続き検討に値するものと考えている。今回の調査では、視線の向きを近似的に把握する

方法に問題があったために、この仮説を支持するデータが得られなかったが、今後は計測手

法を再検討したうえで、仮説を検証する必要がある。 

 

 次に、本研究では、被験者に対して簡単な身体機能検査を実施し、その結果が歩行者とし

て事故に遭遇する確率と相関しているかも確かめた。具体的には、タップ・アンド・ゴーテ

スト（中谷他，2008）を実施した。タップ・アンド・ゴーテストとは、着席状態から、３メ

ートル離れた目印まで歩行し、再び元の席に戻り着席するまでの時間を計測するものである。

これは、歩行能力や動的バランス，敏捷性などを総合した指標であると考えられ、時間が短

いほど、日常生活における転倒リスクが高まるとされる。 

 

  

No. 項目 事故経験群 事故未経験群 差

1 身長 152.78 153.30 -0.52

2 体重 54.07 53.31 0.77

3 肥満度 4.36 2.27 2.09

4 BMI 22.96 22.50 0.46

Note. †: p  <0.1. *: p  < 0.05.
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表 3.8 タップ・アンド・ゴー・テストの成績の比較結果 

 

 

なお、計測は一人の被験者について二回行った。1回目は、「いつも歩いている速さで、3

ｍ先のポールを回ってきてください。回る方向はどちらでもかまいません。戻ってきたらす

ぐに椅子に腰掛けてください。」と指示した。また 2回目は、「出来る限り早く歩いて、3ｍ先

のポールを回ってきてください。」と指示するところでばあるが、今回の被験者は高齢で転倒

のおそれがあるため、「できる限り早く」ではなく「１回目より早めに歩いてください」とし

て実施した。 

 

 この評価から分かるように、事故未経験者のほうが所要時間が短く、身体能力が高い傾向

が見受けられる。しかしながら、これは統計的に有意な差ではなかった。 

 また、事故経験者のほうが若干、身体能力が低いという事実は、事故による怪我や、その

後に外出を控えるような生活パターンになったことの帰結であるとも考えられる。従って、

身体能力と事故リスクとの関係をどのような計測データに基づいてどのように明らかにする

のかは、今後の重要な課題として残された。 

 

 

第４章 

考察 

 本報告書では，歩行中に事故にあった経験のある人の群とない人の群とで，統計学的に有

意な差が見出せるような指標を探索することを最終的なゴールとした． 

 検討した指標のなかで，両群の間に最も明瞭な違いが見出されたのは，視力においてであ

った．右目においても，左目においても，矯正後の視力は事故未経験者群のほうが有意に高

かった．これまでも，マスメディア等によって，視力と歩行中の事故遭遇との間の関係性が

指摘されることはしばしばあったものの，定量的にその関係性を示した学術研究は国内外を

問わず，著者の知る限りこれまでに例がなく，その意味で重要な知見と考えられる．一般的

に，夕暮れや夜間は視界が悪くなるため，自動車運転者は注意が必要であるといわれるが，

本研究が示唆するのは，同じことが歩行者についても言えるということである．自動車対歩

行者の事故が削減されるためには，それぞれの立場において事故を起こしやすい／遭遇しや

すい人のタイプを特定し，両方向から対策を立ててゆくことが重要といえる． 

 また、前頭葉機能検査ＦＡＢにおいても、事故経験者と未経験者との間で、比較的明瞭な

違いが出た。これは、認知機能の高さが、歩行中に事故を未然に防ぐための瞬時の的確な判

No. 項目 事故経験群 事故未経験群 差

1 １回目 10.75 9.84 0.91

2 ２回目 8.84 8.16 0.69

Note. †: p  <0.1. *: p  < 0.05.
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断や遂行と関連していることを示すものと思われる。認知症のスクリーニング方法の一つと

して国内外で広く用いられているＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）のスコアにお

いては、両群にほとんど差が見られなかった。これは、ＭＭＳＥは比較的容易な検査であり、

この程度の難易度の検査では歩行中の事故リスクを評価することが難しかったからであると

考えられる。 

 

 

第５章 

結論と今後の課題 

 歩行中の事故の経験者とその対照群からデータを取得することは，個人情報保護の壁があ

るため，一般的に困難である．しかも，これらの人々から，脳のＭＲＩ撮影に基づく診断結

果を含む究極的な個人情報を取得することは，一層難しい．さらに、歩行中の事故に遭遇す

るリスク要因を特定するには、同様の個人属性を持ち、かつ事故に遭遇したことの無い人た

ちを見つけ出し、両者を比較しなければならない。本研究のデータ収集に全面的にご協力く

ださった高知県警察本部および１７の警察署の高齢者アドバイザーの方々が最も苦労したの

は、比較可能な高齢者の特定であった。高齢者の歩行中の事故は自宅周辺で起こることも多

いと考えられるため、居住環境がなるべく近くなるように、事故経験者の近隣にて比較相手

を探さねばならず、この制約が探索を一層困難にした。このような困難こそが、この種の先

行研究が国内外を通じてほとんど存在していないことの最大の理由であると思われる。 

 従って、今回集められたのは４２サンプルと比較的少数ではあるものの，歩行者事故の原

因を理解する上で、これまでには決して得られることのできなかった知見を得ることが出来

たものと思われる。具体的には、事故経験者と未経験者を区別する複数の指標が発見されつ

た．それは、視力と前頭葉機能検査ＦＡＢスコアの二点である。 

 今後は、視力の低さや前頭葉機能検査ＦＡＢスコアの低さを生み出している認知機能の低

下が、どのようなメカニズムによって歩行中の事故を増加させるのかを明らかにして、事故

軽減策のより具体的な検討を進める必要がある。具体的には、歩行中に事故にあった高齢者

や、その事故に関与した自動車運転者などに丁寧な聞き取り調査を実施し、そこで分かった

ことと本研究のような統計学的な研究結果とを融合させていくことが必要になるだろう。 

 また、この２年間で構築された貴重なデータ収集体制を維持し、平成２９年度も引き続き

サンプル数の増加を目指す。これによって、得られている統計学的知見の蓋然性を一層高め

てゆく必要がある。 

 

 

謝辞 

 

 本研究の実施にあたり，二年間に亘って、タカタ財団から多くの研究助成を受けました．

深く感謝申し上げます．また，本研究に被験者として参加してくださった高知県内の６５歳

以上の方々にも御礼申し上げます．最後に，被験者募集の体制を作ってくださった高知県警



18/19 
 

察本部，ならびに各警察署の高齢者アドバイザーの方々にも厚く御礼申し上げます．以上三

方からのご支援のいずれが欠けても、本研究の実施は不可能であったことは間違いなく、こ

の場をお借りして深く御礼申し上げます。 

 

 

参考文献 

 

Ballesteros, M.F., Dischinger, P.C., Langenberg, P. (2004). Pedestrian injuries and 

vehicle type in Maryland, 1995—1999. Accident Analysis and Prevention, 36(1), 73—81. 

 

Dommes, A., Cavallo, V., Oxley, J. (2013). Functional declines as predictors of risky 

street-crossing decisions in older pedestrians. Accident Analysis and Prevention, 

59, 135—143. 

 

Kim, J-K., Ulfarsson, G.F., Shankar, V, N., Kim, Sungyop. (2008). Age and pedestrian 

injury severity in motor-vehicle crashes: A heteroskedastic logit analysis. 

Accident Analysis and Prevention, 40(5), 1695—1702.  

 

内閣府(2016)『平成２７年度版交通安全白書』 
http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h27kou_haku/index_pdf.html 

 

Nakano K, Park K, et al.  (2014) Leukoaraiosis Significantly Worsens Driving 

Performance of Ordinary Older Drivers. PLOS ONE 9(10): e10833. 

 

中谷敏昭・芳賀脩光・岡本希・車谷典男（2008）一般在宅健常高齢者を対象としたアップア

ンドゴー テストの有用性．日本運動生理学雑誌 15(1)：1-10． 

 

Oxley, J., Fildes, B., Ihsen, E., Charlton, J., Day, R. (1997). Differences in traffic 
judgements between young and old adult pedestrians. Accident Analysis and Prevention, 

29(6), 839—847.  

 

朴啓彰(2014)「危険運転をする健常高齢ドライバの頭部 MRI 検査解析」平成 25 年度（本報

告） タカタ財団助成研究論文．

http://www.takatafound.or.jp/support/articles/pdf/140703_04.pdf 

 

Park, K., Nakagawa, Y., Kumagai, Y., Nagahara, M. (2013). Leukoaraiosis, a common brain 

magnetic resonance imaging finding, as a predictor of traffic crashes. Plos One, 

8(2): e57255. 

 

Richards, D., Carrol, J. (2012). Relationship between types of head injury and age of 



19/19 
 

pedestrian. Accident Analysis and Prevention, 47, 16—23. 


