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運転・認知能力を反映する
神経心理バッテリー・メーターパネル認識テストの開発



研究背景：超高齢化の進行と認知症

（平成21～25年 厚労省認知症対策研究事業）

年齢

認知症
有病率



研究背景：高齢運転者による死亡事故の増加

（平成29年交通安全白書）



研究背景：高齢運転者による事故の人的要因

（令和元年における交通死亡事故の発生状況等について 警察庁交通局）

操作不適、安全不確認、前方不注意などが大半をしめている



研究背景：死亡事故当事者の認知機能

（警察庁 「高齢運転者に係る交通事故の現状と対策」）

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%D9%BB%A1%C4%A3


研究背景：本邦での認知機能検査の内容

（高齢運転者支援サイトHPより）
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研究背景：諸外国における状況

• アイルランド：認知症と診断されると、免許の期限が１年間に限定される
• イギリス：認知症と診断されると、免許の期限が短期間になる

（ヨーロッパの１９カ国で短期間の免許の許可）
• ドイツ：早期の認知症のみ免許の許可が出る
• スイス：交通医療専門医が免許の可否を診断
• オーストラリア：専門の作業療法士が一人一人の可否を判断

• アメリカのいくつかの州、オーストラリアのいくつかの州：地域限定免許
• ドイツ、スイス：地域、時間帯の限定免許

• 実車テストを行う国・州もある

• 認知機能のみならず、聴力、視力、運動能力なども対象
• 高齢者の更新を２年や１年ごとにする国も。

アメリカの自己チェックシート
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本研究で明らかにしたいこと

１．認知機能の低下にともない、運転技能が低下するかどうか
２．運転技能の様々な要素が、どのような神経心理検査に最も相関するか

（安価かつ短時間でできて一般的なものが望ましい）
３．現在用いられている高齢者の認知機能検査は適切かどうか
４．認知機能が低下しても認識しやすいスピードメーターパネルは何か？

適正なテストで、事故を防ぎつつ、車がないと生活できない高齢者の生活を守るには
どうしたらよいのか？
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研究対象者

京大病院ものわすれ外来に通院する患者で、運転歴を有する者

研究方法

神経心理学的検査、ドライビングシミュレーター検査

タブレットを用いた認識テスト

研究方法
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神経心理学的検査の詳細研究方法
神経心理検査の種類 内容

MMSE (mini-mental 
state examination)

認知症の簡便なスクリーニング

ADAS (Alzheimer’s 
disease assessment 
scale)

アルツハイマー病の全般的認知機能評
価

ウェクスラー記憶検査
Logical Memory

近時記憶

時計描画テスト Clock 
design test (CDT)

視空間認知

ブロックデザインテスト
(BDT)

視空間認知

トレールメーキングテスト
TMT-A, B

注意力，注意の分配
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研究方法

Block design test Clock drawing test Trail maiking test-A, B
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Honda Driving Simulator （京大病院に設置）

研究方法
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研究方法

Honda Driving Simulator
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スピードメーター認識テストの例

研究方法 様々な種類のスピードメーター（デジタル・アナログ）を使用
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時計認識テスト（デジタル・アナログ）研究方法
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研究結果：研究対象者

項目 対象者

人数 total （人）
男性
女性

104
34
70

平均年齢 （歳）
(標準偏差)

79.2 (6.04)
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研究結果
運転免許を有し，日常的に運転

していた（いる）

52名

現在も運転している

23名

現在は運転していない

24名

現在，運転に影響しそう

な疾患を有している

5名

ドライブシミュレーターによるテスト実施
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同年代の健常人の結果との比較

sim-RT: 単純反応テストの平均反応時間 sim-dRT: 単純反応テストの標準偏差; com-RT: 複雑反応テストの平

均反応時間， com-dRT: 複雑反応テストの標準偏差， eR: 複雑反応テストの誤反応の回数

研究結果：ドライブシミュレーター結果（１）
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反応テスト
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研究結果：ドライブシミュレーター結果（２）
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研究結果：ドライブシミュレーター結果（３）

 MMSEの中の「近時記憶」のサブスコアは運転技能と弱い相関しか示さず

 時計描画テスト（CDT）は「進路間違い」と相関を示したが、それ以外の運転

技能とはあまり相関を示さず。

（高齢運転者支援サイトHPより）



停止
（急ブレーキ操作）

反応・合図なし

反応時間

位置
（車線のはみ出し）

CDT

MMSE

進路間違い

研究結果
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研究結果：スピードメーター認識テスト

デジタル

アナログ
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研究結果：スピードメーター認識テスト
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認知機能が低下するに従い、アナログ時計の読みの方が有意に低下していた

研究結果：時計認識テスト



26

 同年代健常者に比べて、反応速度の低下や反応のばらつきの増加が見られた

 誤反応の回数は少なかった

⇒ 慎重に運転している可能性が考えられた

考察：認知機能低下者の運転の特徴
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考察
 反応時間や反応のばらつきは，MMSEの総得点，TMT-Bと強く相関
 MMSEの中でも，注意力を測定するserial 7シリーズの項目での失点が，

反応の低下を反映していた.
 合図の間違いはTMT-Bと相関
 ブレーキ操作はBDTと相関
 進路間違いはCDTと相関

運転技能を推定するための簡便なスクリーニングツールとしては，MMSE, TMT-B, 
CDT, BDTの組み合わせを施行することが有効と考えられた.
おおよそ30分以内で施行可能と考えられ，また，一般的な神経心理検査であるため，
スクリーニングツールとして有効であると考える.
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考察

メーターパネルの認識は，アナログよりもデジタルのスピードメーターの方が正答率が
高かった.

アナログのスピードメーターの場合も，種類によって，認識のしやすさに差があった.
時計に関しても同様に，アナログよりもデジタル時計の方が正答率が高かった.
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考察

 実車テストやシミュレーターテストを必須としてすべての高齢者に課すことは
検査人員の不足等を考えると現実的ではない.

 代替手段として，本研究で示された運転技能に相関すると考えられる心
理テストの組み合わせのバッテリーを使用することも良いと思われる.

 今後，現在使われている，高齢者教習の際の神経心理テストとの比較な
ども行う事で，より実際の技能を反映した検査を検討できる可能性がある

適正なテストで、事故を防ぎつつ、車がないと生活できない高齢者の生活を守る！
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