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車両安全対策に係る本年度の評価・分析の方針（案） 

 

1.1.1.1. はじめにはじめにはじめにはじめに    

政府は、第 10 次交通安全基本計画（平成 28 年 3 月策定）において、「平成 32 年

までに 24 時間死者数を 2500 人以下、負傷者数を 50 万人以下にする」という目標を

掲げ、「人」「道」「車」の各側面から交通安全対策を推進することとしている（図１）。 

このうち「車」の安全対策については、平成 28 年 6 月の交通政策審議会（以下、

「交政審」とする）陸上交通分科会自動車部会の報告書において、平成 23 年６月の

交政審陸上交通分科会自動車交通部会報告書で設定した「平成 32 年までに平成 22

年比で車両安全対策によって 30 日死者数を 1000 人削減する」との目標を引き続き

維持することとされた。 

こうしたなか、交通事故による死者数は減少傾向となっており、平成 28 年の死者

数（24 時間死者数）は 3,904 人と、67 年ぶりに 3,000 人台となった。今後、政府目

標の達成に向けて、引き続き、車両の安全対策を推進する必要がある。 

 

 

図 1．交通事故死者数・事故件数・負傷者数の推移と政府目標 

0

50

100

150

200

250

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

事
故

件
数

（
万

件
）
・
負
傷

者
数

（
万

人
）

死
者

数
（
人
）

死者数（人） 事故件数（万件） 負傷者数（万人）

死者数（人）
事故件数（万件）

負傷者数（万人）第7次交通安全基本計画 第8次交通安全基本計画 第9次交通安全基本計画 第10次交通安全基本計画

【車両の安全対策による死者数（30日以内）削除目標】

平成22年までに死者数を2,000人減（平成11年比） 平成32年までに死者数を1,000人減（平成22年比）

目標年：平成32年

死者数

2,500人以下

●

▲

負傷者数

50万人以下

目標年：平成27年

死者数

3,000人以下

●

▲

負傷者数

70万人以下

第10次目標

第9次目標
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2.2.2.2. 今年今年今年今年度の度の度の度の検討内容検討内容検討内容検討内容    

平成 29 年度においては①自動ブレーキの事後評価、②さらなる死者数削減のた

めの事故分析の２点について議論することとしたい。 

検討は、昨年度と同様に車両安全対策事故調査・分析検討会と検討内容に応じて

連携した体制によって議論を行う。（図２） 

 

 

図 2. 平成 29 年度の検討内容と検討体制 

 

2.12.12.12.1 交政審目標に対するレビュー（先進安全技術の事後評価）交政審目標に対するレビュー（先進安全技術の事後評価）交政審目標に対するレビュー（先進安全技術の事後評価）交政審目標に対するレビュー（先進安全技術の事後評価）：車両安全対策検討会：車両安全対策検討会：車両安全対策検討会：車両安全対策検討会    

昨年度は、自動ブレーキ、バックカメラ、ふらつき警報、車間距離警報などの先

進安全技術の事後評価として、当該技術を標準装備している型式と非装備である型

式とで事故率を比較したほか、先進安全技術の普及による交通事故死者数の削減効

果を推計した。（図３） 

 

車両安全対策検討会車両安全対策検討会車両安全対策検討会車両安全対策検討会

結果報告

＜平成29年度実施内容（案）＞

②さらなる死者数削減のための事故分析②さらなる死者数削減のための事故分析②さらなる死者数削減のための事故分析②さらなる死者数削減のための事故分析

•ヒヤリハットデータベースを用いた
「自転車対四輪」追加分析

•交通事故の実態をリスクアセスメント
（頻度・強度）の観点から整理

車両安全対策

事故調査・分析検討会

①自動ブレーキの事後評価
1台毎の装備状況を考慮した自動ブレーキ
の事後評価

＜平成29年度実施内容（案）＞

さらなる死者数削減のための事故分析さらなる死者数削減のための事故分析さらなる死者数削減のための事故分析さらなる死者数削減のための事故分析

•ヒヤリハットデータベースを用いた
「自転車対四輪」追加分析

•交通事故の実態をリスクアセスメント
（頻度・強度）の観点から整理

検討
要請
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図 3. 平成 28 年度事後効果評価結果 

（平成 28 年度 第３回車両安全対策検討会資料より） 

 

昨年度の推計では、安全技術の装備状況について、車両型式を用いて分類するこ

とにより、より精緻な分析が可能となったが、安全技術の性能のばらつきや、1 台

毎の装備状況まで考慮されていなかったため、安全技術の性能のばらつき考慮した

より詳細な分析の実施、安全技術をオプション設定している型式に対する分析の精

緻化が課題となっている。 

これを踏まえ、今年度は、昨年度に実施した事後評価の深掘りとして、先進安全

技術のうち高い安全効果が見込まれる自動ブレーキについて、現在メーカーや車種

ごとに仕様・性能に差がある（対車両（低速・全速）、対歩行者）ことを踏まえた

分析を実施する。また、類別区分番号等を活用した分析の精緻化の実現可能性につ

いて検討を行う。 
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2.2.2.2.2222 さらなるさらなるさらなるさらなる死者数削減に向けた死者数削減に向けた死者数削減に向けた死者数削減に向けた事故事故事故事故分析分析分析分析：事故調査・分析検討会：事故調査・分析検討会：事故調査・分析検討会：事故調査・分析検討会    

これまでの安全対策において十分に効果が現れていない「人対四輪」及び「自転

車対四輪」の事故について、タクシーに搭載されたドライブレコーダを活用したヒ

ヤリハット・データベース1の分析を実施した。 

「人対四輪」の事故については、歩行者出現状況及び事故回避状況の分析結果を

踏まえ、今後の対策の方向性を取りまとめるとともに、「自転車対四輪」の事故に

ついて、致死率の高い追突事故における自転車の挙動パターンの分類を行った。 

本年度は、昨年度からの継続として、自転車対四輪事故の追加分析を行う。 

 

また、これまで「人対四輪」及び「自転車対四輪」に関する事故分析を実施して

きた事故調査・分析検討会における次期テーマの選定を行うため、平成 25 年度に

実施したマクロ事故データ分析と同様の分析（交通事故の実態をリスクアセスメン

ト（頻度・強度）の観点から整理）を平成 25～28 年度のデータに基づき実施す

る。（図４） 

 

図 4. マクロ事故データ分析（頻度・強度別分析） 

（平成 25 年度 第３回車両安全対策検討会資料より）  

                                                 
1東京農工大学管理 
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3.3.3.3. 具体的な検討方法具体的な検討方法具体的な検討方法具体的な検討方法    

3333.1.1.1.1 自動ブレーキ自動ブレーキ自動ブレーキ自動ブレーキの事後評価の事後評価の事後評価の事後評価    

((((１１１１)))) 事後評価の事後評価の事後評価の事後評価の方法方法方法方法    

アアアア    事後評価方法の流れ事後評価方法の流れ事後評価方法の流れ事後評価方法の流れ    

図５に事後評価方法の流れを示す。事後評価は、自動車メーカーからの協力を

得ながら（後述）、ITARDAのマクロデータを用いて、以下の手順で評価する。 

(a) 自動ブレーキが対象とするマクロデータ集計条件（①）と車両ごとの自動ブ

レーキの装備の有無・仕様によるタイプ分け（②）により対象事故を集計す

る 

(b) 自動ブレーキの装備の有無・仕様ごとの保有台数を調査し、保有台数あたり

の事故件数（死者数）を算出する（③、④） 

(c) 自動ブレーキの有無・仕様ごとの事故件数を比較し、評価する（⑤） 

(d) 自動ブレーキが装備されている群を対策されていない場合に置き換えた検討

により事故削減効果を推計する（⑥） 

※ 類別区分番号等の情報を活用することにより、昨年度の事後評価と比較して

どの程度の分析の精緻化が可能になるかについても検討を行う。 

イイイイ    自動ブレーキの自動ブレーキの自動ブレーキの自動ブレーキの装備状況装備状況装備状況装備状況・・・・仕様仕様仕様仕様によるによるによるによるタイプタイプタイプタイプ分け分け分け分け    

ア(a)②における自動ブレーキの装備の有無・仕様によるタイプ分けは、下表

のとおりである。 

 タイプ 

対車両自動ブレーキ（低速※） Ａ 

対車両自動ブレーキ Ｂ 

対歩行者自動ブレーキ Ｃ 

自動ブレーキなし Ｄ 

 ※作動速度域が 30km/h以下のもの 

 

((((２２２２)))) 実施の実施の実施の実施の課題課題課題課題    

上記手順で評価をするためには、自動車メーカーからの協力を得ながら、車両型

式毎の自動ブレーキの性能区分を把握する必要がある。 
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図 5.事後評価方法  



 7 

3333.2 .2 .2 .2 さらなる死者さらなる死者さらなる死者さらなる死者数数数数削減のための事故分析削減のための事故分析削減のための事故分析削減のための事故分析((((事故調査・分析検討会と連携し事故調査・分析検討会と連携し事故調査・分析検討会と連携し事故調査・分析検討会と連携してててて実施実施実施実施))))    

((((１１１１)))) 「自転車「自転車「自転車「自転車対対対対四輪」事故四輪」事故四輪」事故四輪」事故詳細分析詳細分析詳細分析詳細分析    

平成 28 年度まで調査において、充分に安全対策効果が現れていない事故類型と

して、「人対四輪」、「自転車対四輪」を取り上げ、マクロ事故データによる死亡

事故の実態把握と課題抽出を行なってきた。平成 27 年度においては「人対四輪」

における課題について、ドライブレコーダデータを用いた試行的分析を行い、平成

28 年度はヒヤリハットデータベースによって、「人対四輪」では歩行者出現状況、

事故回避状況の分析を実施し、「自転車対四輪」では自転車の挙動パターンの分

類、行動変化のタイミングの分析を行った。 

平成 29 年度は、ヒヤリハットデータベースによって「自転車対四輪」の詳細分

析を実施することとしたい。具体的な検討項目は以下の通りである。 

� 自転車対四輪類型における事故回避状況の整理 

� 自転車の挙動が変化したときの四輪の速度と自転車までの距離との比較 

� 事故データとの比較 

 

図 6. ヒヤリハットデータベース（農工大管理）の解析画面の例 

 

((((２２２２)))) 交通事故のリスクアセスメント交通事故のリスクアセスメント交通事故のリスクアセスメント交通事故のリスクアセスメント整理整理整理整理    

平成 25～28 年交通事故データから交通事故の実態をリスクアセスメント（頻

度・強度）の観点から整理を行う。頻度を死亡事故件数、強度を死亡事故率として

事故形態別に整理する。あわせて、年次推移についても分析を行う。 

交通事故全体の年次推移の傾向と各事故類型における年次推移の傾向を比較する

ことで、対策が有効に機能しているかを検討する。 
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＜ヒヤリハットデータベース（東京農工大管理）の概要＞ 

2002 年に自動車技術会にて、交通事故の低減対策を検討する目的でドライブレコ

ーダを用いたヒヤリハットデータ収集を開始し、その運営体制を 2010 年から東京

農工大学に管理運営権を移した。農工大に管理運営権を移した後、車室外と車室内

の映像を記録できる 2 カメラ型ドライブレコーダを中心にデータ収集を行い、現在

全 10 万件を超えるヒヤリハットデータで分析を行える環境が整っている。人対四

輪、自転車対四輪に限定すると、人対四輪で約 7500 件、自転車対四輪で約 9500 件

のヒヤリハットデータが収録されており、ヒヤリハットデータにおける歩行者や自

転車の行動や事故の発生状況の分析に十分期待できる。 

データ収集場所としては、札幌市内、東京都内、秋田県由利本荘市内、静岡市

内、福岡市内と広範であり、各市内で通常業務を行うタクシー車両にてデータを収

集している。計測項目としては、前後左右加速度、進行方向速度、ブレーキ信号に

加え、GPSによるヒヤリハット発生場所の特定や映像データによるヒヤリハット要

因の推定も検討することができる。 

 

 

 

図 7. ヒヤリハットデータベース（農工大管理）のデータ収集場所と計測項目 

出典：http://web.tuat.ac.jp/~smrc/drcenter.html 


