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カーブ緩急認知における情報提供の効果に関する研究
Effects of Information Provision on Driver Cognition of Curve Sharpness
徳永ロベルトアブラハム＊ 近江 隆洋＊＊
中川 剛士＊＊＊＊ 浅野 基樹＊＊＊＊＊

萩原

亨＊＊＊

Roberto Abraham TOKUNAGA, Takahiro OUMI,
Toru HAGIWARA, Koji NAKAGAWA, and Motoki ASANO

本研究では、パソコンを用いたシミュレーション形式でカーブ形状認知における効果的な情報
提供方法について検討を行った。本実験では、カーブ情報として３種類の音声情報と３種類の警
戒標識を用いた。また、この実験では６つのカーブを評価対象とした。なお、この実験では２８９人
の被験者が主観的評価を行った。各被験者には、６つのカーブパターンをパソコン上で提示した。
カーブ緩急判定の際、被験者は提示されたビデオ映像の中から最も重要視した要素を１つ選択し
た。カーブの事前評価と事後評価に点数を付与し、情報別の重要度分布から情報提供がカーブ緩
急判定に与える影響について分析した。
結果として、次のような知見を得ることができた。
１）標識情報・音声情報は、情報なしよりもカーブ緩急判定に有効であることを示した。
２）正しいカーブ情報を含んだ表示パターンは、情報がない表示パターンより「予想通り」に近
い事後評価を示した。
３）警戒標識による情報提供は事前・事後評価並びに重要度の評価において音声情報よりカーブ
緩急判定への影響度が大きいことを示した。
４）
線形が厳しくかつ曲線長が極端に大きかったカーブでは、著者らが提案した警戒標識が事前・
事後評価において効果を示す傾向を示した。
≪キーワード：交通安全、交通情報、カーブ緩急情報、人間工学≫
The effects of information on a driver’s judgment of curve sharpness were investigated by the
personal computer simulation system. Three kinds of traffic sign and three kinds of voice
guidance system were proposed to inform curve depth accurately. Six curve sections were picked
up for sharpness assessment. ２
８９ subjects estimated the sharpness subjectively. They saw six
different curve patterns displayed on the computer screen. Also, they selected from video scene
the most important cue for judging curve sharpness. Scatter plots of pre−judgment scores vs.
post−judgment scores are used to analyze the effects of information on sharpness judgment. In
consequence, following results were found :
１）Road sign and voice guidance were effective on curve sharpness estimation than that without
road information.
２）On display patterns those contained correct curve information, the curve post−evaluation
were near of “just as expected” than those without curve information.
３）The road sign information showed a significant effect and it was valued as important factor
than those of the voice guidance in the curve sharpness estimation.
４）On curves extremely sharp and long simultaneously, the curve signs proposed in this study
showed effective tendencies in the curve sharpness estimation.
≪Keywords : Traffic Safety, Traffic Information, Curve Sharpness Information, and Human Factors≫
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１．はじめに
北海道の交通事故１）は、都道府県別の交通事故死者
数が平成１
２年度で９年連続全国１位を記録しており、
死者数を減少させることが大きな課題となっている。
特に、国道区間においては全道路種別の事故発生件数
の割合が２
６％であるのに対し、死亡事故件数は４５％を
占めており、重大事故が多発していることが明らかで
ある。更に、これらの事故を形態別に見るとカーブ区
間での事故は交差点と比較して件数的には少ないもの
の死者数が多い傾向が示されている（図−１参照）。
上記のような現状において、交通事故の増大防止の
ため様々な分野において交通事故対策が取り組まれて

図−１

道路形状別による事故発生状況（国道）

いる。このような交通事故対策の中で最も多く行われ
ているのが、比較的簡易に設置することが可能な道路
付属施設である。これらの道路付属施設は、高い効果
を発揮しているものと思われるが、一部では道路標識
の林立や設置効果が十分に発揮されていない標識等が
採用されている場合も見受けられる。
当研究室では、この問題に対して有効な交通事故対
策の提案を目標とした研究を様々な観点からアプロー
チしてきた。この中で、平成１
２年度にはカーブ情報獲
得プロセスにおけるカーブ曲折方向の認知とカーブ緩
急認知の２つの項目に着目し、カーブ発見地点及び
カーブ形状判定について調査研究２，３，４）を行った。実験
は、急カーブ及び事故多発地点が多い一般国道３
９３号
（赤井川⇔小樽区間）
において実施した。結果として、
カーブ視認性調査では道路前方の景観と標識、シェブ
ロン等の交通施設により認知している傾向が示され
た。また、
カーブ形状判定調査では曲線半径が小さく、
曲線長が長いカーブでカーブ形状の認識にミスが生じ
やすい傾向があることが分かった。このようなカーブ
形状の判定ミスは、シェブロンや警戒標識等の有無に
関わらず様々なカーブで見られたことから、現行のシ
ェブロンや警戒標識等の交通施設では、カーブ形状を

図−２

調査区間（一般国道３９３号）

認識させるためには限界があるものと考えられた。そ
のため、カーブの線形をドライバーにイメージさせる

２．実験方法

情報提供施設の検討が課題とされた。
本研究では、以上のような経緯・課題を踏まえた

本研究では、独立変数として警戒標識、音声情報及

カーブ形状認知における効果的な情報提供形式につい

び道路環境を設定し、これらの影響を評価する従属変

て検討を行うこととした。本文では、この研究の実験

数として、主観的評価によるカーブ通過前後での形状

結果について報告する。

判定方法を採用した。具体的には、赤井川村⇔小樽区
間を結ぶ一般国道３
９
３号を走行し、ビデオ収録した映
像を AVI ファイル形式に変換した。その後、収録し
た映像をパソコンに取り込み、人工的に作成した道路

１
０
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標識の画像及び音声情報の合成による幾つかのコース
パターンを作成した。これらのコースを用いて、室内
実験を実施した。被験者は、パソコンの画面上に表示
された映像からカーブの緩急判定を行った。本研究で
は、これらの結果を基に効果的な情報提供方法につい
て検討した。以下に、本研究において実施した実験の
詳細について記述する。
２．１．走行映像の作成
実験に用いる映像を撮影するため、平成１
３年１０月２１
日に一般国道３
９３号を走行した。撮影区間は kp２〜１２
までを a 区間、kp１７〜２
２を b 区間として、この区間
（図−２参照）を往復し撮影を行った。なお、走行速
度は４
０km/h として、低速で対象区間を走行し映像を
撮影した。映像収録は、一般車両の通行による影響や
交通の妨げにならないよう、一定区間ごとに停止しな
がら行った。なお、実験で用いる映像がどの地点のも
のかを正確に把握するため、GPS を車両に設置した。
写真−３に、映像収録用に用いた車両を示す。

写真−１

GPS 及びデジタルビデオカメラを車内に
搭載した実験車両

２．２．対象カーブの選定
平成１
２年度に実施した実験の結果を基に、実験対象

・補助標識による情報量は増加するが、それを運転者

区間の全６
５カ所のカーブが特徴別に６つのグループに

が理解するのは難しい。

分類されたことから、各グループの特徴を最も示して

・見慣れないデザインの標識は、標識の内容自体解釈

いるカーブを１箇所ずつ選定し、これらのカーブ名を

するのに混乱する。

C１
０
０系〜C６
０
０系とした。表−１に、各グループの代

以上のような意見・指摘等を基に、本研究では標識

表として選定されたカーブの特徴、線形諸元（半径、

のデザインとしてできる限り簡易に線形をイメージさ

曲線長等）
、及び昨年度の調査結果等を示す。また、

せることが可能な警戒標識が望ましいと判断し、赤線

図−３に平面図とカーブ進入時の進行方向を示す。

で囲んだ標識タイプを採用することとした。
２．３．２．音声情報

２．３．情報提供方法

現在におけるカーナビゲーションシステム（以下、

２．３．１．警戒標識

CNS）の普及率は、２０％台になり今後の自動車の代替

本実験に用いた警戒標識は、現況で敷設されている

えと共に CNS の普及率は増加すると考えられる。CNS

警戒標識のタイプに加え、新たな試みとして道路線形

は、ルート選択の他、経路の誘導等様々な機能を有し

をより分かり易くイメージさせる標識について幾つか

ている。今後、その機能の発展による事故多発地点等

のデザインを作成したものである。特に、曲線長かつ

の情報提供あるいは急カーブや誤認のしやすいカーブ

カーブの奥行きをイメージさせるデザインを提案し

といったミクロ的な情報提供が可能になると考えられ

た。図−４に、所内職員、関連技術者と机上により検

る。この様な ITS 社会が発展する中で、音声による

討したデザインを示す。結果として、関係者からは以

情報提供がどの程度カーブ形状の認知に効果を果たす

下のように意見を得ることができた。

のか警戒標識と共に検証する必要があると考えた。本

・∠（角度）が勾配のように見える。

実験では、６種類の情報提供を行う事とした。音声情

・道路交角を示す円が小さすぎて、運転中に被験者は

報の内容を以下に示す。

判断できないのではないか。

①「次、右（左）カーブです」。

・道路標識に漢字を用いると、日本人しか理解できな

②「次、きつい右（左）カーブです」。

い。

③「次、非常にきつい右（左）カーブです」。
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表−１

図−３

実験対象カーブの特徴

調査対象カーブ区間の図面及びビデオ映像収録時の進行方向

これらは、曲線半径が小さくなるにつれ、
「カーブ
です」
、
「きついカーブです」
、「非常にきついカーブで

ととした。
２．３．３．情報提供パターン

す」の順で提示された。ただし、常に的確な情報が運

本実験の対象となったカーブ C１
００〜C６００を次のよ

転者に与えられるとは考えられ難い。そのため、全て

うに取りまとめる。C１００及び C２００に関しては、非常

のカーブに対し全てのパターンの音声情報を与えるこ

に厳しく比較的回り込んでいるカーブを選定した。そ

１
２
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のため、これらのカーブに標識を提示する際、通常型
９０度の警戒標識（A）若しくは著者らが提案した１８０
度回り込んでいる警戒標識（C）を使用した。次に厳
しいグループとして、C３
００及び C４０
０のカーブが設定
された。これらのカーブは、道路交角が９
０度以上、１８０
度以下のカーブとなっていた。この場合、通常型の警
戒標識若しくは著者らが提案した１２０度の警戒標識
（B）のいずれかを提示した。C５
００及び C６
０
０に関し
ては、道路交角が９
０度以下だったため、通常型の警戒
標識のみを設定した。
以上の標識表示パターン、音声情報４パターン（音
声無し、カーブです、きついカーブです、非常にきつ
いカーブです）を組み合わせると、本実験で用いたパ
ターン数は４
６パターンとなった。表−２に、これらの
組み合わせを示す。
２．４．実験内容
本研究では、一つのカーブに対して幾つかの種類の
情報提供を行った時のカーブ形状認知特性を把握する
ことを目的として、パソコンを用いた実験システムを
構築し、カーブ形状判定調査を行った。パソコンを用
いたのは、山間部における走行の映像を AVI ファイ
ルに変換し、警戒標識や音声情報を比較的容易に合成
できることが可能となるためである。

図−４

警戒標識デザイン

本実験では、カーブ形状判定（図−５参照）の際に
対象カーブの事前評価は、
「非常にきつい」
「きつい」
「普通」の３段階評価で行った。事前評価のタイミン

表−２

カーブの表示パターン

グは、カーブ進入前における映像内の標識が見えなく
なった時とした。一方、事後評価には「予想よりきつ
かった」
「予想と同じだった」
「予想より緩かった」の
３段階評価が設けられた。なお、事後評価は各カーブ
走行後（映像停止後）に行った。事前・事後評価の回
答は、パソコンに接続したテンキーを用いて行った。
事前評価の際、「非常にきつい」
は①、
「きつい」
は②、
「ふつう」は③を押すこととした。一方、事後評価で
は「予想よりきつかった」は①、「予想通り」は②、「予
想より緩かった」は③を押すよう被験者に指示した。
更に、被験者は各カーブの事後評価後に映像内の標
識・音声・道路背景等によるカーブ情報要素のうち、
カーブ進入前のカーブ緩急の判断材料として最も重要
視したものは何かという実験者の質問に口頭で答え
た。
２．４．１．実験期間及び被験者
実験は、平成１
４年２月から３月にかけて北海道大学
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図−５

カーブ緩急判定実験の概要図（被験者用の説明資料）

工学部及び北海道運転免許試験場で行い、２
８９人が被

離、実験の感想等）に関するアンケートに答えた。

験者として参加した。実験に参加した被験者の属性を
表−３に示す。

表−３

被験者構成（２８９人）

２．４．２．実験手順
実験実施時に、被験者はまず実験目的や実験内容等
について説明を受けた。被験者は、作業内容を理解す
るまで練習を繰返し、その後本番の実験を行った。本
番の実験では、時間の経過による被験者の集中力の低

３．実験結果

下を考慮し、各カーブパターンにつき１分程の映像を

３．１．カーブ別の事前評価分布と事後評価分布

６回評価してもらい、全体の実験時間が１
０分程度とな

図−６は、各系のカーブ実験における事前評価分布

るように設定した。その為、
各被験者は前述の４
６パター

を示したものである。C１００・２００系は、共に同様な傾

ンからランダムに選択した６個のパターンを評価した。

向を示し「非常にきつい」と判断している割合が他の

実験の流れとして、被験者は調査区間を走行してい

系列と比べて最も高かった。一方、比較的きつい系列

る映像を見ながら対象カーブ進入前のカーブのきつさ

である C３０
０・４００系では「きつい」と評価された割合

を事前評価した。その後、映像を更に再生し、画面上

が最も高く、C５００・６００系では「普通」と判断された

のカーブを通過した後にきつさを事後評価した。評価

割合が増加し、他の評価の率を大きく上回った。

は、前述したように事前事後共に３段階評価であっ

図−７は、各系のカーブ実験における事後評価分布

た。事前評価の判定タイミングは、カーブ進入前にお

を示したものである。事後評価では、事前評価と異なっ

いて全ての情報が提供された後とした。事後評価は、

た結果が示された。C１００・４００系では、「予想以上」

走行画像の終了後とした。なお、各事後評価後に被験

が最も高い割合であった。これは、C１００・C４０
０とも

者はカーブ緩急の判定に最も重要視した要素について

半径と曲線長の比が他カーブに比べて大きかったこと

答えた。被験者は、この作業を６回繰り返して行い、

が影響したためと考えられる。一方、C２００・３００系で

最後に被験者自身の運転経験等（運転暦、年間走行距

は「予想通り」、C５００・６００系では「予想以下」が高

１
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くなった。
表−１では、昨年度の走行実験における事前・事後
評価を示している。本実験の結果と比較してみると、
各系のカーブに対する事前評価・事後評価に同じよう
な傾向があると言えた。
３．２．情報提供が事前評価・事後評価に与えた影響
カーブの事前評価と事後評価において、被験者がテ
ンキーで評価した点数を用いて情報別の重要度分布か
ら情報が判定に与える影響を分析した。事前評価の「非
常にきつい」
「きつい」
「普通」
に対して、１点・２点・

図−６

事前評価の割合

図−７

事後評価の割合

３点と評価点を付与した。事後評価も同様に、
「予想
以上」
「予想通り」
「予想以下」に対して１点・２点・
３点と評価点を付与した。また、実験後に被験者が答
えたアンケートから、カーブ緩急判断の際にパソコン
の画面で再生された映像の中で最も重要視した認知材
料と事前評価の関係についても分析した。
１）C１
０
０系カーブ
図−８より、各カーブパターンにおいて得られた事
前・事後の評価平均点の関係を示す。横軸は、事前評
価における点数の平均値を示している。縦軸は、事後
評価の点数の平均値を示している。事前評価では、情
報が最も的確だった C１
３
３が「非常にきつい（１点）
」
に最も近づいた。事後評価では、警戒標識及び音声情
報の内容が的確になるにつれ、被験者の事後評価が「予
想 通 り（２点）に 近 づ い た。一 方、C１０
０・C１１１・C
１
２１のように誤情報が混じる若しくは情報が欠けた
時、事後評価の値が「予想通り（２点）
」から離れる
傾向を示した。この場合、標識情報・音声情報ともに
表示されなかった C１
０
０が最も「予想通り（２点）」か
ら離れ、
「予想以上（１点）
」に近づいた。
図−９より、特にカーブ緩急判定時の評価材料とし
て重点を置かれたものは警戒標識（a）と道路の見通
し情況を主とした道路背景（b）であった。事前評価

図−８

事前・事後評価の関係（C１
００系）

時に、
「非常にきつい（１点）
」に近かった表示パター
ンでは、著者らが提案した１
８０度標識が表示されてお
り、この場合は警戒標識が最重要視されていた。
一方、
残り全ての表示パターンでは、道路背景が重要視され
ていた。なお、道路背景を重要視しているパターンで
は、警戒標識や音声を重要視する被験者の割合が減少
した。また、１
８
０度の警戒標識が重要視されていたパ
ターンでは音声情報が道路背景の重要度よりも低い割
合を示した。
２）C２
０
０系カーブ
図−１
０より、C２
０
０系カーブの事前・事後評価の関
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図−９

事前評価・重要度の関係（C１００系）
１
５

係を示す。事前評価では、音声情報・標識情報ともに
内容が的確だった C２
３
３が「非常にきつい（１点）
」に
最も近くなった。事後評価では、１
８
０度の警戒標識が
表示された C２０
３・C２１
３・C２３
３の事後評価平均が最も
「予想通り（２点）
」に近い値を示していることが分
かる。その他の表示パターンは、C１０
０系のカーブほ
どではないが、
「予想通り（２点）
」を離れ、「予想以
上（１点）
」に近づく傾向を示した。この図では、標
識情報・音声情報ともに表示されなかった C２００の事
後評価が最も「予想以上（１点）
」に近づいたことを
示している。

図−１０ 事前・事後評価の関係（C２０
０系）

図−１
１より、C１０
０系カーブと同様に重要視された
情報は、警戒標識（a）と道路背景（b）であった。
事前評価が「非常にきつい（１点）
」に近くなった表
示パターンは、１
８
０度標識が表示されたものであり、
警戒標識の重要度が最も高くなった。他のパターンで
は、道路背景を重要視する傾向が強かった。特に、事
前評価が「きつい（２点）
」に近い表示パターンのグ
ループが道路背景を最重要視した。
３）C３
０
０系カーブ
図−１
２より、C３０
０系カーブの事前・事後評価の関
係を示す。事前評価では、各表示パターンの情報内容

図−１１ 事前評価・重要度の関係（C２
００系）

の違いによる特徴的な傾向は示されず、
「きつい（２
点）」
周辺の幅広い範囲で評価されていた。この中で、
「きつい（２点）」から離れ、「非常にきつい（１点）」
に最も近づいたパターンは通常型標識及び「非常にき
ついカーブ」が表示された C３
３１だった。一方、「普通
（３点）
」に最も近づいたパターンは標識情報・音声
情報とも表示されなかった C３０
０だった。事後評価で
は、前述の C３
３
１の事後評価が最も「予想通り（２点）」
に近くなった。なお、他の表示パターンの場合も「予
想通り（２点）
」付近にとどまり、情報の違いによる
差は見られなかった。
図−１
３より、全てのパターンで道路背景（b）の重

図−１２ 事前・事後評価の関係（C３０
０系）

要度が最も高くなった。事前評価において最も「非常
にきつい（１点）
」に近かった C３
３１では、道路背景に
次いで重要視された項目は音声情報だった。C３３１が
最も「非常にきつい（１点）」に近づいた理由として、
音声情報の重要度が他の表示パターンより高かったた
めと考えられる。その他、１
２０度の標識が表示された
パターンでは、道路背景に次いで１
２０度標識（c）が重
要視され、音声情報を上回る傾向を示した。
４）C４
０
０系カーブ
図−１
４より、C４
０
０系カーブの事前・事後評価の関
係を示す。事前評価では、標識情報・音声情報ともに
１
６

図−１３ 事前評価・重要度の関係（C３
００系）
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的確だった C４
２
２が「きつい（２点）
」から最も離れ、
「非常にきつい（１点）
」に大きく近づいた。一方、
１２０度標識のみを表示した C４
０
２は「きつい（２点）」
を上回って全表示パターンの中で最も高い事前評価点
が課せられた。なお、標識情報・音声情報ともに表示
されなかった C４０
０は、他の表示パターンと同様に前
述の C４
０
２と C４
２２の間にとどまった。事後評価では、
C４
０
２の事後評価平均が最も「予想通り（２点）
」に近
くなった。一方、標識・音声ともに誤情報を表示した
C４
１
１は、全パターンの中で最も「予想以上（１点）
」
に近い表示パターンとなった。

図−１４ 事前・事後評価の関係（C４００系）

図−１
５は、C４
００系カーブにおいて全ての表示パター
ンで道路背景（b）の重要度が最も高くなったことを
示している。また、１
２０度標識（c）が表示されたパター
ンでは、標識情報が道路背景に次いで重要視され、C
３００系カーブと同様に音声情報の重要度を上回る傾向
が認められた。
５）C５
００系カーブ及び C６
０
０系カーブ
図−１
６・図−１
８よ り、C５
００系 カ ー ブ 及 び C６００系
カーブの事前・事後評価の関係を示す。事前評価で
は、両カーブグループ共に通常型標識と「非常にきつ
い」という誤った音声情報を与えたパターン（C５３１・

図−１５ 事前評価・重要度の関係（C４０
０系）

C６
３
１）が「き つ い（２点）
」と 評 価 さ れ、「普 通（３
点）」寄りの評価を受けた他の表示パターンと異なる
ことを示した。一方、事後評価における C５
３
１・C６３１
の評価点は、
「予想通り（２点）
」に近い評価を受けた
他の表示パターンと異なって、
「予想以下（３点）
」に
最も近い評価点を受けた。
図−１
７・図−１
９よ り、C５
０
０系 カ ー ブ 及 び C６００系
カーブの事前評価と重要度の関係を示す。両カーブグ
ループともほぼ全ての表示パターンにおいて道路背景
（b）が重要視されていた。ただし、前述の C５３１・C
６
３１の場合は、音声情報が最重要視若しくは道路背景
に次いで重要度の高い項目となっていた。

図−１６ 事前・事後評価の関係（C５
００系）

３．２．カーブの方向による影響
以上に述べた結果を、事前評価と事後評価の関係か
らカーブの曲折方向別に分析することで以下のような
特徴を見出した。
・左カーブ…C２
００・C４０
０・C６
０
０系カーブ
情報なしのカーブでは、正しい情報の組み合わせよ
りも事前評価が「普通（３点）
」寄り若しくは「きつ
い（２点）
」寄りと高くなり、事後評価では「予想通
り（２点）
」寄り若しくは「予想以上（１点）
」と低く
なる傾向が認められた。しかし、誤情報の含まれたも
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図−１７ 事前評価・重要度の関係（C５００系）
１
７

図−１
８ 事前・事後評価の関係（C６
０
０系）

図−１
９ 事前評価・重要度の関係（C６００系）

のや情報が欠損すると、事前・事後評価が情報なしよ

の側面においても効果を示す傾向が見られた。

りばらつくことを示した。情報を提供するのであれ

以上のような結果から、情報内容の工夫によって道

ば、的確さが要求されると言えた。

路線形の的確な情報提供が十分に可能であること、そ

・右カーブ…C１０
０・C３０
０・C５
０
０系カーブ

して情報を提供するのであれば、的確さが重要である

情報なしのカーブでは、全ての事前評価が「普通（３

ことを示すことができたと言える。但し、本研究で行っ

点）
」寄り若しくは「きつい（２点）
」寄りと左カーブ

た実験は、室内において実施したものであるため、特

よりも高くなり、事後評価平均が「予想通り（２点）

別な条件下の他、実際の走行の際に発生する遠心力、

寄り若しくは「予想以上（１点）
」と左カーブより低

勾配、加減速度等による影響は考慮されていない。そ

くなる傾向が認められた。この様なカーブでは、情報

のため、カーブ区間における新たな情報提供方法に関

提供の効果が単純な傾向にあった。提供する情報の内

する指針を提案することを目的として、道路付属施設

容が的確である必要はあるが、左カーブほどではない

等による情報の内容についてより実践的な検証を更に

と言えた。よって、情報の効果はカーブの緩急による

進める必要がある。

影響に限らず、曲折方向の違いによっても異なること
が分かった。
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