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問題の所在

交通事故の社会問題化

特に子どもが犠牲になる交通事故に注目
⇒子どもが犠牲になる事故のうち、小学生の登下校中にお
ける交通事故が多い（警察庁交通局, 2018）ことから、登下校中
の交通事故を減少させることが課題

登下校中の交通事故を減少させるには小学生の歩行時を含めた
交通安全意識を向上させる必要がある

そのために交通安全意識を向上させる効果的な交通安全教育の
コンテンツの開発を行う



効果的な交通安全教育の特徴

①「実際の道路で学習すること」（Rothengatter, 1981）

②「主体的な学習ができる教材であること」（中村・大森・原田, 2006）

③「小学生にとって身近な題材を扱うこと」（小川, 2007）

以上の3点を含んだ新たな交通安全教育のコンテンツの開発
が必要である。

先行研究から明らかにされた効果的な交通安全教育の特徴

新たな交通安全教育のコンテンツとして交通安全マップを
作成可能なアプリを開発し、その教育効果を検証する。



ヒヤリハットマップ作成活動

ヒヤリハット

「重大な事故へのきっかけであること」
1つの重大な事故に300ものヒヤリハットが

潜んでいる

⇒多くの自治体で作成されており、地域の交通安全対策に活用されている

木宮（2019）の研究：

ヒヤリハットマップの作成により小学生の交通安全意識が向上

ヒヤリハットマップ作成活動の教育効果の詳細な検証が必要



キーワードに基づくマップ作成活動

地域安全マップ：防犯教育

キーワード「見えにくい」「入りやすい」（小宮, 2015）

危険な景色に気づく能力の向上（平, 2007; 濱本・平, 2008）

地域安全マップの手法を応用し、交通事故が起きやすい場所
を見抜く能力向上を目指す

交通における危険な場所のキーワード

「見通しが悪いこと」 「守られていないこと」

交通における安全な場所のキーワード

「見通しが良いこと」 「守られていること」



交通安全意識尺度の作成

信頼性と妥当性が示された交通安全意識尺度がない

本研究で効果を検証するために交通安全意識尺度が必要

交通事故の実態や交通事故対策
• 交通事故の7割近くは法令違反：「法令を守る意識」

• 横断中に交通事故が多い：「横断中の注意の意識」

• 歩行時には周囲の安全確認が必要：「自動車・自転車への認識」

• 自転車利用時には 周囲の安全確認が必要：「自転車利用に関する意識」

• 車から離れて歩くことが好ましい：「歩行場所に関する意識」

以上の観点に基づく項目から尺度を作成し、信頼性と妥当性
の検証を行う



交通安全マップ作成におけるICTの活用

杉本・円城寺・ラヴァシオ・原（2006）の研究：
ICTを用いることで活発にマップ作成活動に参加することを明らかに

大久保・米谷・八重樫ら（2020）の研究：
ICTを用いることでのマップ作成活動の有効性とメリットを明らかに

ICTを用いたマップ作成活動のメリット：情報共有と確認の
しやすさ

ICTを活用した交通安全マップ作成活動の有効性の詳細な検証を
していく必要性がある



本研究では小学生を対象とした交通安全ウォーキング
アプリを開発し，その効果を検証することを目的とする．

目的

具体的には…

・まず，交通安全マップを作成可能なアプリの開発を行う．

・次に，交通安全意識尺度を作成し, 信頼性と妥当性を検討する．

・その後, 交通安全マップ作成活動の実践と効果検証を行う．



交通安全マップを作成可能なアプリの開発方法

機能を実装するために、各マップでアプリの利用者が登録する
情報を定義

以下の研究者及び開発者、関係機関が議論を行い、有効性の面
と実現性の面の両面から機能の実装について検討

教育心理学の研究者
情報システムデザインの研究者
システム開発会社のシステムエンジニア
香川県警察

開発の手続き



交通安全マップ作成機能の設計

ヒヤリハットマップ作成機能：４種類の情報を記録

①「誰が（自分の体験か他人の体験かを選択）」

②「いつ（朝，昼，夕のうちいずれかを選択）」

③「どこが（ヒヤリハット発生箇所の経緯度+ヒヤリハット発生箇所の景観の写真を記録）」

④「どのような理由でどうなったか（自由記述による詳述）」

キーワードに基づいたマップ作成機能：2種類の情報を記録

①「どこが（安全／危険箇所の経緯度+景観の写真を記録）」

②「どのような理由でそうなったか（キーワードの選択と自由記述による詳述）」



ヒヤリハットマップの登録機能と閲覧機能

ヒヤリハット登録機能：

４種類の情報を登録することが可
能。登録した情報は地図上に黒色
の旗として可視化

ヒヤリハット閲覧機能：

登録された旗にタッチすることで
すでに登録された情報を確認する
ことが可能



キーワードに基づくマップの登録機能と閲覧機能

安全/危険箇所登録機能：

２種類の情報を登録することが可
能。登録した情報は地図上に緑色
と黄色の旗として可視化

安全/危険箇所閲覧機能:
登録された旗にタッチすることで
すでに登録された情報を確認する
ことが可能



大学生400名（男性175名、女性225名）と小学生5年生3クラス計105

名（男子55名、女子50名）を対象とした

大学生には①と②を, 小学生には①のみを回答してもらった。

①交通安全意識尺度：交通安全意識尺度35項目を作成（5件法）

②妥当性のための尺度：西山・藤川・木村（1990）の交通安全意識の

形成についての基本モデル24項目を使用（5件法）

交通安全意識尺度の作成
方法

質問紙の構成

調査協力者



尺度の検討 因子負荷量

〈項目〉 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ 周囲への確認・注意（α＝.865）
交差点では, 車や自転車の動きに気を付けて道を渡るように気を付けてい
る

.769 .032 -.001

歩いて道を渡るときは, 車や自転車が来ていないか確かめるように心がけ
ている

.731 .131 .010

信号のない交差点で道を歩いて渡るときは, 周りを確かめるように心がけ
ている

.719 -.058 .067

自転車に乗るときは, 車や歩いている人の動きに気を付けている .710 .136 -.004
自転車に乗っているとき, 見通しの悪い交差点では, 車や歩いている人に気
を付けて運転するように心がけている

.624 .055 .042

信号のない横断歩道では, 走っている車がいなくなってから歩いて渡るよ
うに心がけている

.590 -.003 .069

見通しの悪い道路では, 車や自転車に気を付けて歩くように気を付けてい
る

.576 -.085 .084

信号が青になってから, 横断歩道を歩いて渡るように気を付けている .550 -.266 .043
歩道のない道路では, 道路の端に寄って歩くように心がけている .548 -.004 -.083
車や自転車が見えないところから急に出てくることがあると思う。 .537 .129 -.098
歩いているときに, 交差点で曲がってくる車がいたら, 1回止まるように心
がけている

.474 -.100 .015

ガードレールの内側を歩くように心がけている .454 -.118 -.069
暗くなったら, すぐに自転車のライトを点けるように心がけている .442 .009 -.154

Ⅱ 法令の遵守（α＝.630）
横断歩道を渡る前に, 青信号がチカチカ点滅し始めたら, 急いで渡ると思う
（R）

.113 .687 .013

信号のない横断歩道では, 車が見えていても遠く離れていれば渡ると思う
（R）

.120 .600 .013

車が来ていなければ, 信号無視をして横断歩道を渡ると思う（R） -.253 .542 .064
横断歩道を渡るとき, 自転車横断帯（自転車のマークのある横断歩道）を
渡らないように気を付けている

.252 -.358 .020

Ⅲ 思い込みによる油断の無さ（α＝.656）
横断歩道を渡っている人がいれば, 車は必ず止まってくれると思う。（R） -.009 -.002 .748

駐車場から道路に出てくる車は, 歩いている自分に気づいてくれると思う
（R）

.041 .102 .645

車や自転車は歩いている人をよけてくれると思う（R） .042 .208 .481
自分が交通ルールを守っていれば, 交通事故には遭わないと思う（R） -.101 -.274 .472

因子間相関 Ⅰ Ⅱ
Ⅱ

Ⅲ

-.114

-.209 .187

第1因子（α＝.865）
「周囲への確認・注意」

第2因子（α＝.630）
「法令の遵守」

第3因子（α＝.656）
「思い込みによる油断の
無さ」

因子分析（最尤法、プロマックス回転）

を実施し、α係数を算出

表1 交通安全意識尺度の因子分析結果



妥当性の検討

交通安全意識尺度と交通安全
意識の形成についての基本モ
デルとの相関係数を算出

3因子とも有意な関連があり、
納得のいく相関が認められた

α係数の値から一応の信頼性
が認められた

妥当性と信頼性のある交通安
全意識尺度を開発

表2 交通安全意識の形成についての基本モデルとの相関



交通安全マップ作成活動の実践と効果検証

方法

質問紙の構成

A市内の小学校で5年生3クラス計101名（男子50名，女子51名）
3クラスをヒヤリハット群、キーワード群、統制群に割りあてた
ヒヤリハット群：ヒヤリハットマップ作成を行うクラス
キーワード群：キーワードに基づくマップ作成を行うクラス
統制群：授業を行わなかったクラス
＊統制群については，他の2群の実施前後と同じ時期に2回の質問紙調査を行った．

調査協力者と手続き

①交通安全意識：研究1で作成した21項目を使用（5件法）
②交通安全に関する能力：濱本・平（2008）の質問紙を参考にし, 作成
した18項目を使用（4件法）



マップ作成活動の実践の流れ
質問紙の回答

事前学習
ヒヤリハット群：ヒヤリハットの学習

キーワード群：キーワードの学習

フィールドワーク
ヒヤリハット群：ヒヤリハット発生地点の記録

キーワード群：危険・安全箇所を記録

話し合い
ヒヤリハット群：ヒヤリハット発生地点の振り返り

キーワード群：危険・安全箇所の振り返り

発表会

まとめ

質問紙の回答

表3 マップ作成活動の実践の流れ



マップ作成活動の実践の流れ

話し合い

フィールドワーク：インタビュー

フィールドワーク：撮影

事前学習

発表会



交通安全意識の変化の検討

周囲への確認・注意

ヒヤリハット群：作成前＜作成後

法令の遵守

全群：変化なし

思い込みによる油断の無さ

キーワード群：作成前＜作成後

ヒヤリハット発生箇所の
多さを実感

授業に法令に関する内容
が含まれていなかった

どのような道路でも危険
であることを実感

表4 作成活動前後の交通安全意識のｔ検定結果



交通安全に関する能力の変化の検討

被害防止能力

ヒヤリハット群：作成前＜作成後

キーワード群：作成前＜作成後

コミュニケーション能力

ヒヤリハット群：作成前＜作成後

キーワード群：作成前＜作成後

地域への愛着心

ヒヤリハット群：作成前＜作成後

どうすれば事故に遭わな
いか具体的に考えていた

グループで協力し、地域
の人へインタビュー

ヒヤリハットの点検から
地域に関心が向いた

表5 作成活動前後の交通安全に関する能力のｔ検定結果



マップ作成活動の教育効果のまとめ

ヒヤリハット群

周囲への確認・注意、被害防止能力、コミュニケーション能力、地域へ
の愛着心が向上 効果量大

キーワード群

思いこみによる油断の無さ、被害防止能力、コミュニケーション能力が
向上 効果量小

統制群

変化なし

ヒヤリハットマップのほうがより効果的な教育につながる

キーワードにより、どの場所でも危険であることがわかる

統制群は変化がないことから、どちらも教育効果はある



本研究の成果と展望

交通安全マップを作成可能なアプリの開発
登録機能と閲覧機能を実装したアプリを開発

今後は教育コンテンツも開発し、さらなる機能を追加していく

交通安全意識尺度の作成
妥当性と信頼性のある交通安全意識尺度を作成

今後は作成された尺度を使用して、様々な教育効果を検証していく

交通安全マップの教育効果の検証
マップ作成は教育効果があり、ヒヤリハットマップのほうが効果的

今後はヒヤリハットマップに焦点を当てさらなる検証をしていく


