
                              

運転経験の違いが後続車によるあおり運転発生時の 

後方車間距離知覚に及ぼす影響 ＊ 
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Effect of Different Driving Experiences on Following Vehicle Distance When Perceiving Road Rage 
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In this study, we conducted a psychological experiment to identify the driving patterns of road rage that occurs from the following vehicle using 
a driving simulator. In the experiments, we divided the participants into experienced and inexperienced drivers to compare vehicle distance and 
degree of risk for normal driving versus backward-attentive driving (i.e., driving while paying attention to the vehicle to one’s rear) when perceiving 
road rage. The experimental results show that inexperienced drivers perceive shorter vehicle distances during normal driving than they do when 
engaging in backward-attentive driving. However, there was no changes in perception of vehicle distance for experienced drivers, and stable 
driving behavior was observed. These results suggest that experienced drivers maintain stable driving, and more readily avoid road rage. 
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1．ま え が き 

近年，あおり運転が大きな社会問題となっている．あおり運

転が生起する心理メカニズムについては，日本のみならず欧

米を含め数多くの研究がなされているが[1-3]，そのほとんど

はあおる側の心理行動を分析したものであり，あおられる側

の立場に立って，後続車のどのような運転行動があおり運転

として認識されやすいかについては検討が不充分である．あ

おり運転事例の相当数は，あおる意識が全くないにも関わら

ず「あおった」と勘違いされてしまう言わば認識のずれによる

ものであり[4]，後続車の運転パターンと「あおられ感」とい

う認知特性の定量的な評価が必要と考えられる． 

一方，車運転においては運転熟練者と非熟練者とで運転行

動と認知・判断の特性が異なっており，その特徴のひとつが運

転非熟練者による運転時の後方不注意が挙げられる[5][6]．

あおり運転においても同様に，車の運転経験の違いにより後

続車の運転行動に対して「あおられた」と判断される基準が異

なる可能性が考えられる．また，運転非熟練者に対して意識的

に後方車両に注意を払うような運転を促した場合，あおり運

転知覚の様相が変化する可能性も考えられる．このような運

転経験の違いによるあおり運転知覚の特徴の解明は，あおり

運転の撲滅のみならず交通安全教育にも役立つものと考えら

れる．  
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そこで本研究では，ドライビングシミュレータを用いてド

ライバがあおり運転を知覚した場合の後続車の運転パターン

の同定を行った．実験 1 は通常運転，実験 2 は後方注意運転

とし，あおり運転を認識した際に運転熟練者と非熟練者が知

覚された車間距離およびあおり運転の危険度を比較・検討し

た．なお，本研究ではドライビングシミュレータを用いたため，

実車実験とは緊張感や危険度の認識等において異なる可能性

もある．しかし，あおり運転における実証データが極めて少な

いことと，安全に実験データを取得する狙いでドライビング

シミュレータを用いて実験を行った． 

 

2．実 験１（通常運転） 
2.1.実験協力者 

実験協力者は，運転熟練者7名（20～50歳の男性4名と女

性3名，平均年齢38.6 歳，標準偏差10.4)と，非熟練者7名

（20～24歳の男性，平均年齢21.7歳，標準偏差0.76)の計14

名であった．運転熟練者と非熟練者を含む実験協力者全員が，

実験 1 と実験 2 のすべての実験に参加した．ここで，運転熟

練者はほぼ毎日車を運転する人，非熟練者は，車運転免許は持

っているが普段はほとんど運転をしない人と定義した．なお，

運転熟練者7名は全員，毎日通勤で自動車を運転していた． 

2.2. 実験シナリオ 

実験環境を図 1 に示す．実験環境の構築は，三咲デザイン

社開発のドライビングシミュレータ・プラットフォーム

（Sirius MSD01）[7]を使用した．道路は，片側3車線の直線

高速道路を模擬しており，中央帯4.5 m，側帯0.75 m，車線

幅3.5 m，車線境界線の長さと間隔はそれぞれ8 mと 12 mに
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設定した．自車両（自車）とあおり運転車（後続車）は中央車

線を走るものとし，自車と後続車は車線変更をしないように

設定した．後続車はセダン型の赤色の車であり，サイズは全長

（4.8 m）×全幅（1.8 m）×全高（1.5 m）であった．なお，

自然な走行環境を提示するために，左右両車線に 1 分に 1 台

ずつ任意の車両を時速90 km/hで出現させた． 

走行環境の映像は前方3面に設置した48インチ大型ディス

プレイ（ジョワイユ，JOY-48TVS）上に，後続車の映像はバッ

クミラー（ミラーモニター： マックスウィン，MR1026）およ

びサイドミラー（センチュリー，LCD-10000VH6）を通して提示

した．具体的には，CG 空間上に 4つのカメラを設置し，撮影

した映像を前方ディスプレイ，バックミラー，左右サイドミラ

ーに表示した．前方映像を撮影するカメラ（アイポイント）か

ら各カメラまでの距離を図 2 に示す．使用したミラーモニタ

ーは，サイズ285(W)×103(H)×23(D) mm，解像度720×225ピ

クセル，撮影範囲は22°（水平）×7°（垂直）であった．サ

イドミラーは，左右ともにサイズ252（W）×175（H）×32（D） mm，
解像度 800×600 ピクセルであり，撮影範囲は左サイド 20°

（水平）×15°（垂直），右サイド27°（水平）×20°（垂

直）であった（図 3 参照）．なお，ミラーモニターは，曲率

1400Rのバックミラーを想定した．ドライバのアイポイントの

高さは地面から 1.1 m であり，設定した車両タイプはセダン

型であった． 

車台はキースイッチを回すことによってエンジン起動音が

鳴るように設定し，車の走行音は前方に設置した 2 台のスピ

ーカから提示した．自車のハンドル右側には小型スイッチを

設置し，スイッチを操作してあおり運転の有無を判断するよ

う求めた．スイッチは押下する度に 1～10 までのディジタル

調整が可能であり，その値を危険度として記録した．押下する

前のスイッチの初期値は0であった． 

後続車は自車が150 m（初期車間距離）進んだ時に現れ，加

速度1.5 m/s2で加速しながら自車を追従した．自車と後続車

との車間距離が15 mに到達した時点，若しくは，実験協力者

がハンドルに設置したスイッチを押下した時点の何れかを

「あおり運転発生タイミング」と定義した．後続車は，あおり

運転発生タイミングにおける自車との車間距離を維持するよ

うに速度制御を行い，10 s間この車間距離を維持した．その

後，初期車間距離 150 m になるまで減速し，初期位置から再

び同様の加速・減速走行を繰り返した．実験データは，200 ms

のサンプリングレートで車間距離と車速を記録した．  

2.3. 実験内容 

自車の車速は，60 km/h，90 km/hと 120 km/hの3条件とし

た．60 km/h速度条件は，バイパス道において法定速度で走っ

た場合を想定して用意した．実験を開始する前に，実験協力者

全員がドライビングシミュレータ操作の初心者であったこと

から，車速60 km/h 条件で 5分間練習試行を実施した．練習

試行は本実験と同じ実験環境を用いており，前述のように左

右両車線に1分に 1台ずつ任意の車両を時速90 km/h で出現

させた．練習試行においては，実験者の合図に従い20 s間に

1 回後続車との車間距離を口頭で報告するよう求めた．なお，

練習試行は本実験における課題遂行に慣れさせる目的で行っ

ており，車間距離の正確さを求めるものではなかった． 

本実験の実験時間は各条件で10分間と設定し，後続車はこ

の期間加速と減速を繰り返した．実験協力者には，各条件で指

Fig.1  Experimental setup Fig.2  Distance between front camera and each 
camera (image of top view) [mm].  

Fig.3   Horizontal angle of view 
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定した車速を保ちながら運転し，バックミラーから見える後

続車の車速や車間距離といった後続車の運転パターンから，

「あおられた」と感じた瞬間にハンドル右側のスイッチを押

すように指示した．同時に，実験協力者自身が感じ取った危険

度を，1～10 までの 10 段階でスイッチを調整して報告しても

らった．なお，報告の際には，危険度10を「確実に衝突が発

生する状況である」と説明を加え，危険度を 1 からスタート

して1割ずつ増加するものと見なして判断するよう求めた． 

実験においては，実験協力者がスイッチを押さずに車間距

離が 15 m に到達し，自動的にあおり運転の距離判断となった

セッションはなかった．なお，実験中実験協力者が自車の指定

車速を過度に意識し，通常運転行動の妨げになる（運転時の前

方・後方不注意等）可能性を排除するために，自車の指定車速

に±10 km/hの幅を設けて運転してもらった． 

2.4. 実験結果と考察 

あおり運転発生タイミングにおける，運転熟練者と非熟練

者の平均車間距離，および，平均危険度を図4と図5に示す．

図中のエラーバーは標準偏差を指す．図から，運転熟練者は車

速が変化してもあおり運転知覚時の車間距離がほとんど変わ

らないが，運転非熟練者は自車の車速の上昇に伴い車間距離

を広く知覚する傾向のあることが見て取れる．これらから，運

転非熟練者は低速では狭い車間距離，高速ではより広い車間

距離をもって「あおられた」と感じていると考えられる．この

車間距離は，低速の場合（車速60 km/h）には20  m程度と短

く，車速120 km/hの場合には30 m程度と大きな広がりが見

られた． 

本稿では，実験協力者による危険度の回答値を間隔尺度と

見なして分析した．車間距離について，運転熟練者または非熟

練者の運転経験を実験協力者間要因，車速の 3 条件を実験協

力者内要因として 2 要因の分散分析を行った．その結果，運

転経験の主効果（F(1,12) = 0.73, P = 0.41），車速の主効

果（F(2,12) = 0.93, P = 0.41）ともに有意差が認められな

かった．また，運転経験と車速の交互作用にも有意差は認めら

れなかった（F(2,24) = 0.89, P = 0.42）．即ち，実験協力

者の車間距離知覚のばらつきが大きく，車速が変化しても知

覚した車間距離がほとんど変わらないことが分かった． 

有意差は見られなかったものの，図 4 からは運転非熟練者

の見かけの車間距離が自車の車速の増加に伴い上昇する様子

が伺われる．運転非熟練者は低速の場合は短い車間距離，高速

の場合は比較的広い車間距離を持って「あおられた」と認識さ

れる可能性が考えられる．一方，運転熟練者は，自車の車速に

関係なく常に安定した車間距離を意識しながら運転していた

と考えられる．危険度については，運転熟練者が 60 km/h 速

度条件において若干低くなったものの，運転熟練者と非熟練

者ともに車速の変化に関係なく危険度がほぼ一定であった．

また，危険度は概ね 6 程度と高く，あおり運転を極めて危険

な運転と認識していた可能性が考えられる． 

 

3．実 験２（後方注意運転） 
3.1. 実験内容 

実験 1 では，運転熟練者と非熟練者のあおり運転発生時の

車間距離知覚を比較・検討した．その結果，運転熟練者は車速

に関係なく安定した車間距離を意識しながら運転しているこ

とが分かった．一方，運転非熟練者は車速の変化に伴い「あお

り運転」と認識する車間距離が変化した．運転熟練者と非熟練

者は車運転時の認知・判断の特性が異なっており[5][6]，その

ひとつに運転時の後方不注意が挙げられる．そのために，例え

ば意識的に後方車両に注意を払うような運転を促した場合，

あおり運転知覚時の後続者との車間距離に変化が起きないだ

ろうか．自車の運転行動の見直しによりあおり運転知覚の様

相が変化するのであれば，あおり運転生起の仕組みの解明だ

けでなく交通安全教育にも役立つものと考えられる． 

そこで実験 2 では，後方車両の動きに注意を払うように事

前教示を行い，自車の運転行動を変えた場合のあおり運転知

覚の様相を調べた．実験協力者と実験環境，実験内容は実験1

と同様であった．ただし，実験ではバックミラーを通して後続

車の動きに気を配りながら運転するよう指示した． 

Fig.4  Mean distance headway for normal driving 
(Error bars denote the standard deviations). 

Fig.5  Subjective evaluation of degree of danger (Error  
bars denote the standard deviations). 
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3.2. 実験結果と考察 

あおり運転発生タイミングにおける，運転熟練者と非熟練

者の平均車間距離と危険度を図 6 と図 7 に示す．実験 1 と同

様に，車間距離について，運転経験を実験協力者間要因，車速

の3条件を実験協力者内要因として，2要因の分散分析を行っ

た．その結果，運転経験の主効果（F(1,12) = 0.90, P = 0.36），

車速の主効果（F(2,12) = 1.68, P = 0.21）ともに有意差は

認められなかった．また，運転経験と車速の交互作用にも有意

差は認められなかった（F(2,24) = 0.74, P = 0.49）． 

分散分析の結果，運転熟練者と非熟練者ともに，車速が変化

しても知覚した車間距離がほとんど変わらないことが分かっ

た．即ち，低速運転や高速運転といった運転パターンとは関係

なく，両者ともに一定の車間距離を持って「安全距離」と認識

していた可能性が考えられる．しかし，この「安全距離」は運

転熟練者と非熟練者とで異なっており，運転熟練者は知覚し

た車間距離が25 m程度と通常運転時と同様であったが，非熟

練者は 35 m 以上と通常運転時と比べて大きく伸びていた．運

転非熟練者は，後方車両に気を配りながら運転することによ

り，比較的広い車間距離でも危険を感じた可能性が考えられ

る． 

なお，図6からは，運転熟練者の車速120 km/h条件におけ

る車間距離が，他の低速条件より若干増えている様子が伺わ

れる．運転熟練者においても，車速を更に増加させた場合に知

覚する車間距離が上昇する可能性が考えられ，今後実験条件

を増やして検証する必要がある． 

危険度については，運転熟練者と非熟練者ともに車速の変

化に関係なくほぼ一定であった．しかし，実験 1 と比較する

と，運転熟練者が知覚した危険度は概ね 6 程度と通常運転時

と変わらなかったが，運転非熟練者は危険度が 4 程度と通常

運転時と比べて大幅に低下した． 

 

4．総合考察 
実験 1 の結果，運転熟練者は自車の車速が変化してもあお

り運転知覚時の車間距離がほとんど変わらなかったが，運転

非熟練者は，有意差は認められなかったものの車速の上昇に

伴い車間距離を広く知覚する様子が伺われる．実験 2 の後方

注意運転時の結果からは，車速60 km/hと 90 km/h条件にお

いて，運転熟練者と非熟練者ともに車速の変化による車間距

離知覚の変化は見られなかった．これらの車速条件において

運転熟練者は，通常運転時においても後方車両に注意を払い

ながら運転をしており，道路状況の把握が常にできていると

考えられる．一方，運転非熟練者は，後方車両への注意を促す

といった運転パターンの変更により，比較的安定した車間距

離を意識できたと考えられる． 

これらを検証するために，運転熟練者と非熟練者それぞれ

の実験1および実験2における車間距離について，2つの運転

パターン（通常運転と後方注意運転）と車速を実験協力者内要

因として 2 要因の分散分析を行った．その結果，運転熟練者

の場合は，運転パターンの主効果（F(1,6) = 0.02, P = 0.91），

車速の主効果（F(2,12) = 0.62, P = 0.55），運転パターン

と車速の交互作用（F(2,12) = 1.13, P = 0.35）ともに有意

差は認められなかった（図8参照）．一方，運転非熟練者の場

合は，運転パターンの主効果に有意差（F(1,6) = 6.73, P ＜ 

0.05）が認められ，後方注意運転の場合の車間距離が通常運転

時に比べて有意に長くなった（図9参照）．運転非熟練者は，

後方注意運転時により広く車間距離を維持しようとする意識

が働きやすくなったと考えられる． 

危険度については，運転熟練者の場合は自車の速度に関係

なく，通常運転時においても後方注意運転時と同様に変わら

なかった（F(1,6) = 0.49, P = 0.51）．これから，運転熟練

者は普段から一定の車間距離を持って「危険」と認識している

と言えよう．一方，運転非熟練者の場合は，後方の車両に気を

配ることにより逆に危険度が下がる結果となった（F(1,6) = 

11.10, P ＜ 0.05）．可能性として，後方注意運転を試みる

ことにより危険と感じる車間距離が伸び，その分危険度を少

なめに見積もったのではないかと考えられる．即ち，後方注意

により，比較的安全な車間距離を維持しようとする意識が働

いた可能性が考えられる．  

Fig.6  Mean distance headway for backward-attentive 
driving (Error bars denote the standard). 

Fig.7  Subjective evaluation of degree of danger (Error  
bars denote the standard deviations). 
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実験1および実験２の結果（図4と図6）から，あおり運転

を知覚するタイミングにおける車間距離の平均値は，通常運

転時には25 m程度，後方注意運転時は30 m程度であること

が見て取れる．即ち，後続車との車間距離が概ね 30 m 程度に

なると「あおり運転」と知覚する可能性が考えられる．この知

覚距離30 mを車間時間[8][9]に直すと，車速60 km/hの場合

は1.8 s，車速120 km/hでは0.9 sとなる．松永[9]によると，

人間の認知・反応時間を考慮した安全な車間時間はおよそ2 s

程度である．本実験のすべての車速条件において，「あおり運

転」と知覚する車間時間がこの安全な車間時間より短いこと

から，あおり運転は衝突の可能性が極めて高い危険な運転で

あると考えられる． 

今回の実験では平面画像によるシミュレータ環境を用いて

おり，奥行知覚の欠如による車間距離知覚への影響も考えら

れる．また，運転時の緊張感や危険度の認識においても，実車

とシミュレータでは異なる可能性も考えられ[10][11]，今後

は実車を使って同様の検討を行い，あおり運転の未然防止に

役立てたいと考えている． 

 

５．まとめ  
本研究では，ドライビングシミュレータを用いてドライバ

があおり運転を知覚した場合の後続車との車間距離知覚を調

べた．実験結果について統計処理を行った結果，運転非熟練者

に限って，後方注意運転を促した場合の車間距離が通常運転

時に比べて長くなった．また，ドライビングシミュレータ実験

における後続車によるあおり運転知覚には，車速による影響

は比較的小さいことが分かった． 
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Fig.8  Comparison distance headway between normal driving 
and backward-attentive driving for experienced drivers. 

Fig.9  Comparison distance headway between normal driving 
and backward-attentive driving for inexperienced drivers. 
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