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はじめに

　これまで日本はシートベルト着用者率
の向上、規制・取り締まりの強化、衝突
安全ボディの普及等の対策が成果を上
げ、死亡事故につながる重大事故や悪
質な違反は減少しつつあります。昨今
は、新たな交通事故対策として、先進
安全運転支援装置を搭載した車も普及
してきており、その一つである衝突被害
軽減ブレーキ（AEB※１）搭載車は非搭
載車と比べ対四輪車追突事故率も低
減されているという結果も報告されてい
ます※２。
　しかし、AEBの普及率はまだまだ
少ないですし、その機能も万能では
ありません。また、事故のほとんどは
ヒューマンエラーが原因ですので、事
故撲滅には至っていません。2017年
において第１当事者となった四輪車の

法令違反別事故件数を見ると約75%
が安全運転義務違反となっています
（図１）。この安全運転義務違反と
は一体どういう違反のことを指すので
しょうか。
　道路交通法の第70条には安全運
転の義務という項目があり、「車両等
の運転者は、当該車両等のハンドル、
ブレーキその他の装置を確実に操作
し、かつ、道路、交通及び当該車両等
の状況に応じ、他人に危害を及ぼさな
いような速度と方法で運転しなけれ
ばならない。」とされています。同じく
事故の第１当事者となった四輪車の
安全運転義務違反だけを取り上げて
見てみますと、この中で最も多い比率
を占めているのが安全不確認の41%、
次いで前方不注意の脇見21%、動静
不注視15%と続きます（図２）。これ
らはどう違うのでしょうか。
　一般的に車の運転をする時には「認

知」⇒「判断」⇒「操作」というプロセ
スを繰り返しています。その中でこれら
違反の位置付けを図３に示します。こ
れによれば認知に関わる部分でのエ
ラーが７割以上という結果となってい
ます。つまり状況や相手車両や歩行者
等をきちんと見ていないということに
なります。このような前方不注意にも
２種類あります。一つは、外在的と言
われるもので、そもそも見なければい
けない対象を見ていないものです。例
えば、脇見運転がこれに該当します。
携帯電話を操作しながら運転していた
というのもこれに該当します。近年の
携帯端末の普及と相まって運転中に
メールの文章を作成する、画面の注視
といった脇見の誘惑にかられる機会
が多くなっています。もう一つは、内在
的と言われるものです。これは「意識
の脇見」で、考え事やぼんやりして実
質的に見ていない漫然運転、居眠りを

していたといった類のものです。
　次に判断に関わるところでのエラー
が約17%です。これには相手や状況を
認知していたものの、接近速度や位
置を見誤った、相手が譲ってくれると
思った、交通規制に対する認識や、交
通環境に対する認識を誤ったという
ようなものです。
　最後に、操作に関する違反は残り約
８%程度です。この例としては、ブレー
キとアクセルを踏み間違った、ハンド
ル操作が適切でなかった等です。
　安全運転義務違反はこれまで述べ
てきたように主に認知・判断の領域
で起こっている違反、言い換えれば主
に運転者の内面が引き起こす違反で、
それだけに事故やヒヤリハットを経験
しなければ、運転者がその不安全性
に気づきにくいとも言えます。次に安
全運転義務違反による事故事例のう
ち、認知の遅れが原因の事例を二つ
紹介します。

事故事例（１）
前方不注意 

（外在的〜脇見をしていて）

■ 事故の概要（図４）
　Ａは、毎日通る道路を時速約45km
で走行中、遠くに先行車のＢ車を発見
しました。十分に距離があるという安
心感から、普段から気になっている沿
道左側の飲食店の様子を見ました。
視線を前方に戻すと、遠くを走行して
いるはずのＢ車が渋滞のため停止し
ているのに気がつき、慌てて急ブレー
キをかけましたが間に合わず追突して

しまいました。普段から渋滞する道で
あることは認識していましたが、この
時は忘れていました。Ｂ車は、追突さ
れて前に押し出され、前車Ｘ車に玉突
き衝突してしまいました。
■ 事故から学ぶ
　前方が非常に開けていることでか
えって油断をしてしまった事例です。ま
た十分すぎる車間距離を保っているこ
とで油断して追突した例もあります。
前に車が居なくても交差道路から車
両が合流してこないとも限りません。
いかに安全に思えても、脇見運転はど
んな場合でも危険であると言えます。

事故事例（２）
前方不注意 

（内在的〜考え事をしていて）

■ 事故の概要（図５）
　Ａは、幅3.7ｍの見通しの良い通
い慣れた道路を時速約40kmで走行
中、考え事をしていたため、前方交
差点の一時停止標識を見落とし、そ
のまま交差点に進入してしまいまし
た。このため、交差点を右方から進
行してきたＢ車の左側面に自車前面
が衝突し、自車は左前方の田んぼに
転落しました。Ａは、衝突するまで、
Ｂ車にまったく気づきませんでした。
Ｂは、自車が優先道路なので、交差
点では相手が停止するだろうとの意
識から、左右の安全を確認せず時速
約45kmで走行していました。交差点
の14ｍ手前で初めてＡ車に気づきブ
レーキをかけましたが、間に合わず
衝突しました。

■ 事故から学ぶ
　この事故はＡの漫然運転による前
方不注意が主な原因です。Ａは前日
から心配事があり、あまり眠れず考え
事をしながら運転していたために一時
停止標識を見落とし、さらに交差車両
にも気づかず、衝突してしまいました。
普段からよく通る道では、緊張感が薄
くなりがちですし、これまで不安全な
運転だったとしても、たまたま事故に
ならなかっただけかもしれません。ま
た、Ｂは優先道路だから、交差道路か
ら来る車は当然停止するものだという
先入観が強く働き、相手の動きをよく
見ていなかったようです。

　昨今の車両運転者（第1当）の事故
の法令違反は脇見や考え事といった
発見の遅れにつながる行為や、安易な
思い込み、予測の甘さからくる判断ミ
スなど安全運転義務違反によるもの
が多いのが特徴で、これらの原因は運
転者の内面に由来することから、まず
は前や周囲をよく見て運転に集中する
こと、安易な思い込みはせず、考えら
れる危険を鋭く読むことが大切です。
また急ぎ、焦り、様々な悩みといった
心の不安定な状況で運転すること、疲
れや病気なども「認知」⇒「判断」⇒
「操作」のプロセスに影響を与えるこ
とを理解し、安全運転を心掛けましょ
う。心の乱れや体調不良は、安全運転
を妨げるものだと認識し、こういう状
態の場合は早めに運転を中止すると
いった強い意志が求められます。

※１　AEB：Autonomous Emergency Braking
※２　衝突被害軽減ブレーキ（ＡＥＢ装置）の対四輪車追突事故低減効果の分析結果、イタルダ、(2018)
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図１　四輪車（１当）法令違反別
構成率（全事故・2017年）

図２　運転のプロセスと四輪車（１当）安全運転義務違反内訳別
構成率（全事故・2017年）

図３　運転のプロセスと安全運転
義務違反の主な違反項目
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