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提言にあたって

旧来、道路交通サービスを向上するための手段は主に新規路線の建設、道路ネットワ

ークの拡充でありました。近年、道路ネットワークの整備が進み、あるいは人口減少時代で

路線の新設が必ずしも有効な選択肢とされなくなっている中で、道路を作るだけではなく、

現存する道路の使い方を工夫することが重要となっています。

名古屋高速道路は、整備計画路線の全線開通を目前にしています。これは全国の高

速道路の中でも相当に早い整備状況であり、上記の使い方の工夫、交通運用や情報提

供といったソフト施策の改良がより一層求められていると言えるでしょう。

今回の女性意見交換会では、いかにすれば「利用しやすく、安全な」道路にできるかに

ついて、主にユーザーの視点から考えてみました。利用者が本当に欲しいサービスは何か、

現在行われている取り組みにもさらに改善できることがあるのではないか・・・。大変活発か

つ真剣な議論の末、１４個の提言にまとめることができました。運転前・運転中の情報提供

や、メリハリのある速度抑制施策、ドライバーマナーの啓発など、多様な観点を盛り込むこと

ができたのではないかと思います。分かりやすい情報提供の方法に関しては、女性ならで

はの意見が特に多く得られたという印象を持っております。

高速道路が怖い、分かりにくいという意見は、特に女性に多いとの調査データがあり、私

の身の回りでもそのような声が多く聞かれます。しかしその理由には、性差による空間認知

特性等の違いによるものだけでなく、日常生活での交通行動のパターンや高速道路そのも

のへの慣れによるところもあると考えられます。ここでの提言の多くは、女性に限らず、名古

屋高速道路に不慣れなドライバーなど、様々な利用者の方に役立つものであると確信して

います。

名古屋高速道路女性意見交換会 座長

浅野 美帆
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１ はじめに

名古屋高速道路は、名古屋都市圏の中心地に位置する約 10km の都心環状線を

核として６方向に放射線道路が伸び、名二環（名古屋第二環状自動車道）や伊勢湾岸

自動車道などの周辺高速道路と一体的にネットワークを形成し、一日約30万台、約４５

万人の方が利用する名古屋都市圏の大動脈となっています。

現在の供用延長は77.3㎞で、整備計画延長81.2㎞の約95％が供用し、残る建設

区間の高速4号東海線（六番北～木場間）3.9㎞についても、平成25年内完成予定と

なっており、早期の全線供用が望まれます。

名古屋高速道路の特徴としては、首都圏・阪神圏の基幹道路である首都高速道路

や阪神高速道路と同じ規格で建設されている“都市高速道路”であり、市街地の限られ

たスペースに効率的に造られており、急カーブや分合流部が多く、出入口の間隔も密で

多いことが挙げられます。このため、東名高速道路や名神高速道路に代表される高規

格幹線道路の“都市間高速道路”に比べて、「怖い」「難しい」「よく分からない」などと言

った声が多く聞かれる現状もあります。

名古屋高速道路公社（以下「公社」といいます。）が行った「利用に関するアンケート」

で、名古屋高速道路の印象を男女別に聞いたところ、男性ドライバーの印象は「早く目

的地に到着できる」、「走りやすい」などのプラスのイメージが女性より多い結果となり、女

性ドライバーの印象は「分合流が難しい」、「カーブが多い」などのマイナスのイメージが

男性より多い状況でした。

公社では、これまでも交通工学を専門とする学識経験者などで組織する調査検討委

員会を設置し、交通安全対策、情報提供のあり方、渋滞対策などについて調査・検討し、

鋭意改善に取り組まれているところでありますが、今回、新たな試みとして、名古屋高速

道路に対しマイナスのイメージが先行しがちな女性ドライバーの立場、視点から、女性な

らではの特徴も踏まえて、「より安全で利用しやすい」名古屋高速道路を目指した改善

策を提案することとなりました。

以上のことから、交通工学や交通心理学を専門とする女性学識経験者、日頃より名

古屋高速道路を利用されている女性モニター及び女性公社職員により構成する「名古

屋高速道路女性意見交換会（サブネーム：名高速ウーマン・ブレイン）」を組織し、これ

まで議論を重ね、ここに「より安全で利用しやすい名古屋高速道路を目指した提言書」

をまとめさせていただきました。
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２ より“利用しやすい”名古屋高速道路を目指した提言

（１） ドライバーに伝わる案内標識などの検討

提言①
・街路情報板の表示内容の分かりやすさや設置ポイントの妥当性の検証

と、有効活用のための PＲ強化などの取り組み

現在、公社では、入口付近の街路（「街路情報板」）や料金所手前（「入口情報板」）などに、

電光表示による道路情報板でリアルタイムの情報が提供されています。街路情報板は設置

位置を厳選して、また、入口情報板は全ての料金所手前に設置されています。街路情報板

は、模式図などを用いて方面毎の渋滞状況や所要時間などを表示しているため、これから高

速道路を利用しようとするドライバーにとって、非常に有益な情報だと思われます。

しかしながら、ドライバーは一瞬のうちに表示内容を判読しなければならないことや、街路情

報板の設置箇所が限られていることなどから、街路情報板の存在や表示の意味がドライバー

にどの程度認知されているのか、どの程度有効に機能しているかなどの疑問点もあります。

街路景観への配慮やコストなどの面から、不用意に増設することは避けなければなりませ

んが、現在設置されているものが、分かりやすく有効に機能しているかの検証や、増設ニーズ

がどこにどの程度あるかなども含めた設置ポイントの妥当性の検証などに取り組むことが必要

だと思われます。

さらに、街路情報板の掲載方法や表示内容についても、男女でニーズや分かりやすさに違

いがあるかどうかなども検証し、より多くのお客様が分かりやすいと感じるような見せ方の工夫

なども検討されることを提言します。

また、今ある施設の有効活用や効果向上の観点から、街路情報板の設置箇所や表示内

容、情報板の見方のポイントなどを、お客様に積極的にＰＲすることを提言します。

提言② ・案内標識や看板の視認性の向上を意識した取り組み

案内標識や警戒標識などについては、全国統一のルールを踏まえながら、より分かりやす

く視認できるよう設置されています。看板についても、より効果が上がるよう設置箇所の状況も

考えて、自発光タイプや大型タイプの採用、色彩、デザインなどにも工夫され、設置されてい

ます。

しかしながら、標識や看板の設置箇所には限りがあり、必要な場所に過不足なく設置され

ているかどうかが分からないことや、ドライバーの慣れによる効果低下、そもそもドライバーが標

識や看板の存在に気づいていないなどということも考えられます。また、同じものでも、男女で

動的や色彩的に見え方が異なるとも言われています。さらに、例えば「カーブの後、１車線が

減り、さらに合流部がある」といったカーブの先の状況も分かるような、利用者の立場に立った

案内が望ましいと思われます。

標識や看板については、これらのことにも留意した視認性の向上が必要であり、多くのドライ

バーが一目で分かるような工夫・改良と、継続的な効果検証に取り組むことを提言します。
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提言③

・お客様の分かりやすさの向上という観点から、現在どこを走行しているの

かを分かりやすくするための工夫や改良、既に付されている「入口番号」

「出口番号」の有効活用とＰＲ強化の取り組み

名古屋高速道路の特徴として、比較的に短い延長の中に、路線や出入口、分岐点が多く

あるという点が挙げられます。さらに、高速道路の周囲は、高い遮音壁で囲まれている部分が

多く、周辺の景色が見えにくいという状況もあります。

結果として、経路選択や車線取りが複雑な道路であるにも関わらず、視覚的には変化や特

徴があまりないことが、｢怖い｣｢難しい｣｢よく分からない｣と感じる要因となっていると考えられま

す。

これらを補うためには、名古屋高速道路を走行する上でのポイントとなる箇所、例えば JCT

部などに、誰もが分かるような特徴的な図柄やランドマークの看板を配して、位置的な特徴を

持たせることで、現在位置を識別する目印を意図的に設置するというのもアイデアとして考え

られます。現在、既に空港や名古屋駅の方面を案内するために、飛行機や新幹線のマーク

が看板で表示されています。これらを含め、お客様の評価なども確認した上で、名古屋高速

道路を分かりやすくする観点からの取り組みを提言します。

また、出入口の名称には、出入口の位置する主な地名を用いていますが、土地勘の無い

方には、イメージしにくいという問題もあります。出入口名称を補うものとして、既に名古屋高速

道路には、各出入口に番号が付けられており、実際に出入口の案内看板にはその番号が表

示されています。

しかしながら、残念なことに、この番号が管理用番号なのか、お客様向けの番号なのか、

位置付けが不明確なところがあり、この番号の存在がお客様には十分認知されていないよう

に思われます。また、公社においても、この番号をお客様の出入口の識別に活用するような

お客様向けのＰＲが実施されていません。

今後、この出入口番号を、公社ホームページ（以下「ＨＰ」という。）や道路案内図・パンフレ

ットなどと連動させて、積極的にＰＲすることで、お客様の分かりやすさの向上に繋がるものと

思われますので、これらの取り組みを提言します。

提言④
・より分かりやすく、利用しやすい観点からの出口案内標識の表示方法の

検討の取り組み

出口案内標識については、出口上空に該当出口名と主要目的地を、手前の出口分岐本

線上空に接続道路名や主要目的地が案内されており、他の高速道路で見られるような「次

の出口」の案内表示が、名古屋高速道路にはありません。これは、情報量が多くなり主要な

情報が伝わりにくくなることに配慮したものであり、分岐が多い都心環状線などでは、次の出口

が特定できないため、表示が困難な面もあります。

しかしながら、「次の出口」案内は、ドライバーにとっては、自分が出る場所をあらかじめ意

識し、車線変更の準備をすることができるという利点があります。

他の高速道路の事例をそのまま適用することが必ずしも良いとは限らないため、名古屋高

速道路の特性も踏まえ、お客様の要望や評価なども収集した上で、より分かりやすく、利用し

やすい観点から最善の出口案内標識の表示方法を検討することを提言します。
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提言⑤
・より分かりやすく、利用しやすい観点からの、分岐部での案内標識や路

面標示の彩色方法の検討の取り組み

名古屋高速道路では、分岐部での路線案内は、案内標識と路面に白で地名と矢印を表

示（路面標示）しており、案内のために色分けした事例はありませんが、他の高速道路では、

分岐や出口手前などでの路線選択を分かりやすくする工夫として、方向別に路面標示と標識

を連動させて色分けしている事例があります。このような色分けの表示は非常に分かりやすく、

また、色舗装の方法によっては速度抑制の効果もあるのではないでしょうか。

案内標識の彩色の仕方は、標識令によるところであるため、今後の関係機関との調整が必

要になる事項と思われます。しかし、より分かりやすい標識や看板への改良という観点から、

取り組んでいく必要があると考えられるため、彩色が「案内」を意図したものなのか、「安全性

向上」を意図したものなのかなど表示の意味が適切にドライバーに伝わるように検証を行うとと

もに、お客様の要望や評価なども収集した上で、最善の方法を検討することを提言します。

（２） お客様に伝わる道路案内図・パンフレットについての改善

提言⑥
・不慣れなお客様に、道路案内図などを有効活用してもらえるよう、配布

方法の改善や入手方法のＰＲ強化などの取り組み

名古屋高速道路は分合流や出入口が多いため、初心者など不慣れなお客様が安心・快

適に走行するためには、道路案内図などにより事前に走行ルートを確認しておくことが何よりも

重要となります。このため、公社では名古屋高速道路の情報や出入口詳細図などを記載した

アクセスガイドマップ、車線情報などを記載したミニマップを作成し、配布しており、入手方法

についてはＨＰで紹介しています。

しかしながら、公社で実施したアンケート結果によると、これらの道路案内図の認知度が低

く、事前の走行ルート確認のために有効な道路案内図が、お客様に十分活用されていない

可能性があります。このため、お客様がこれらの道路案内図を容易に入手できるようＨＰでの

ダウンロードも含めた配布方法の改善や入手方法のＰＲ強化などに取り組むことを提言しま

す。

提言⑦
・初心者や地図が苦手なお客様を対象とした、より分かりやすい道路案内

図・パンフレットの作成などの取り組み

不慣れなお客様が、より安心・快適に走行できることを支援するため、初心者や地図が苦

手なお客様を対象とした、経路選択や車線選択のための情報、事故発生が多いポイントや速

度抑制ポイントなどを記載した、より分かりやすく工夫を凝らした道路案内図・パンフレットの作

成に取り組むことを提言します。

また、男女で地図の読み方が異なるとも言われており、こうしたことにも配慮した道路案内

図・パンフレットの作成が必要だと思われます。
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（３） お客様を意識したＨＰの改良

提言⑧
・お客様が欲しい情報を容易に取り出せるようなＨＰの見せ方の工夫、改

善の取り組み

名古屋高速道路を利用する際には、事前に公社ＨＰで、注意情報や規制情報の入手や、

走行ルートや利用料金を把握しておくことが、安心・快適に走行するためには、非常に重要と

なります。

現行の公社ＨＰは、トップページに様々な情報が掲載されていて、色使いも多く、写真もたく

さん使われており、お客様が取り出したい情報が分かりにくくなっているように見受けられます。

他団体が採用しているようなドライバーズサイトと企業情報サイトを分けることや、統一感を

持ったシンプルな構成、デザインなどの工夫と改良が必要と思われます。何よりもお客様の興

味を引く、おしゃれでつい見たくなるようなＨＰ、必要な情報を容易に入手できるHPを目指して、

リニューアルに取り組むことを提言します。

特に、通行止めなどの緊急性や優先度の高い情報は、よりお客様が入手しやすいよう、分

かりやすさの工夫に取り組むことを提言します。

提言⑨

・動画や映像シミュレーションなどにより、お客様が走行前に実際の走行を

イメージできるようなＨＰなどでのサービス提供や、路線案内サービスの

操作性・判読性の向上や内容充実に向けた取り組み

都市間高速道路（東名高速道路など）の走行方法やルールが、一般的に広く浸透してい

るため、名古屋高速道路を利用する場合には、都市間高速道路との違いを理解した上で走

行することが、安心・快適な走行に繋がると思われます。多くの方が戸惑う点としては、入口

から進入した後の本線合流が右側車線への合流もあること、急カーブの直後にも分岐点があ

ること、車線数が必ずしも一定でないことなどが挙げられます。

このようなことから、名古屋高速道路に不慣れなお客様は、事前に走行方法やルート、車

線取りをイメージしておくことが、安心・快適で安全な走行に役立つと思われます。

このため、従来の道路案内図などの配布やＨＰ上の経路案内サービスに加えて、お客様が

走行前に、実際の走行をイメージできるようなサポート体制の充実やサービス提供について

取り組むことを提言します。

例えば、実際の映像を用いた運転イメージシミュレーションなどのサービスをＨＰ上で提供

すれば、初めて名古屋高速道路を利用しようとする方にとっては、非常に有用なサービスに

なると思われます。他にも、映像シミュレーションと経路検索システムを連動させることや、事

故発生の多いポイントの注意喚起・情報提供、安全な走行方法をナビゲーションするサービ

スなどを連動させることで、ＨＰとしての付加価値の向上や安全運転への啓蒙にもつながるも

のと思われます。

また、現在ＨＰ上で名古屋高速道路の地図情報が提供されていますが、必ずしも使い勝手

が良いものにはなっていないと思われます。外部システムなどとの連携も含めて、操作性、判

読性の高いサービスに改良することや、提供内容を充実することなど、事前の走行イメージの

サポートという観点から必要な取り組みをすることを提言します。
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（４） サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）の検討

提言⑩
・ＳＡ・ＰＡの設置について、名古屋高速道路の魅力向上や費用対効果も

踏まえた長期的な視点で、必要性も含めた検討の取り組み

現在、名古屋高速道路には、利用距離が短いことや、都市高速道路としてのスペースなど

の制約があることなどから、ＳＡ・ＰＡは設置されていません。名古屋高速道路の魅力向上や

今後の高齢者利用の増加への対応のためにも、公社施設の有効活用や他団体の路外パー

キングなども参考に費用対効果も踏まえた上で、ＳＡ・ＰＡの設置について、長期的な視点で、

必要性も含めた検討に取り組むことを提言します。
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３ より“安全な”名古屋高速道路を目指した提言

（１） 効果的な速度抑制の取り組み

提言⑪
・速度抑制効果の高い白黒パトロールカーの巡回頻度の増加や、自動速

度取締装置の増設についての警察への要請などの取り組み

都市間高速道路と比べて、構造的に分合流部が多い名古屋高速道路では、自ずと車線

変更の機会が多くなり、また、短い区間で行う必要があります。車線変更のタイミングは、周り

の車の走行速度が速いほど難しく、名古屋高速道路に不慣れなドライバーにとって、名古屋

高速道路を難しく感じさせる要因の一つになっていると思われます。速度の速すぎる車が少

なくなれば、車線変更もよりスムーズとなり、走りやすいと感じる高速道路になるのではないで

しょうか。

この速度抑制には、警察の白黒パトロールカーの巡回、自動速度取締装置の設置などが

最も効果的であると思われます。これまでも公社では、警察と連携して、自動速度取締装置

の設置による速度抑制対策を実施し、白黒パトロールカーの巡回頻度の増加や、更なる自動

速度取締装置の増設の要請を行っていると聞きますが、引き続き、他団体の事例なども参考

に、自動速度取締装置のより効果的な設置位置の検討や、警察への継続的な要請を行うこ

とを提言します。

提言⑫
・事故多発時間帯や雨天時での道路巡回車による効果的な速度抑制対

策の検討や対策方法の改善などの取り組み

警察への要請とは別に、公社自ら実施できる速度抑制対策については、これまでの対策

効果の検証や改善に取り組むことが望ましいと思われます。公社では、事故多発時間帯、渋

滞発生時、雨天時など、事故の発生状況も勘案した上で、道路巡回車の車載表示による注

意喚起や交通事故抑制監視が実施されています。また、道路巡回車を並走させることによる

走行車両の速度低減など、工夫がなされた対策も取り入れられています。

今後も引き続き、事故の発生状況やお客様の反応なども検証しつつ、状況に応じたメリハリ

のある効果的な巡回や監視となるよう、改善・工夫に努められることを提言します。
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（２） デザイン的な視点による安全対策の取り組み

提言⑬
・人間行動に潜在的に働きかけるデザインを念頭においた安全対策の検

討などの取り組み

これまでも公社では、交通事故の安全対策として、注意喚起のためにカラー舗装や山形減

速マーク、エスコートラインなどの路面標示がなされています。また、東山トンネルでは走りにく

いと感じることにより減速を促す路面の凹凸が導入されています。これらの安全対策は、ドライ

バーに安全行動を促すねらいがあり、五感に訴えることで、人間行動に潜在的に働きかける

デザインがポイントとなります。

今後の安全対策の採用や改良にあたっては、事前のシミュレーションなどによる実際の走

行速度に応じた男女別ドライバーの見え方の検証や、交通心理学の知見なども取り入れて、

潜在的に人間行動に働きかけるデザインを念頭に対策を検討されることを提言します。

（３） ゆずり合いなどを意識した双方向の広報、啓発活動

提言⑭
・分合流付近ではドライバー同士がゆずり合えるような、広くお客様まで浸

透・展開できる双方向の広報・啓発活動の取り組み

より多くの方が、安全・快適に名古屋高速道路を利用するためには、何よりも個々のドライ

バーの安全に対する意識と、それに基づく慎重な運転、周りの車に対するゆずり合いの配慮

が重要となります。このため、公社ではドライバーの安全運転のための啓発活動として、ラジオ

広報、交通安全の県民運動、公社ＨＰでの広報などを通じて、取り組まれている状況です。

しかしながら、道路管理者側からの一方的な啓発活動では、その効果にも自ずと限界があ

ることから、広くお客様まで浸透・展開できるような、双方向の広報・啓発活動に取り組むこと

を提言します。

また、特に次のような項目についてのＰＲ強化に取り組むことを提言します。

・ 右側車線に分合流車の出入りがあることのＰＲやそのためのゆずり合いのＰＲ

・ 高機能舗装の効果や自動車性能の進歩などにより、自らの運転技術を過信することが

ないよう、ドライバーの意識改革が必要であり、そのためのＰＲ展開

・ 車間距離を取ることのＰＲ

・ 速度が速すぎる車への啓発活動

・ 都市間高速道路との違いのＰＲ
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４ おわりに

本意見交換会では、議論を重ね「より安全で利用しやすい名古屋高速道路を目指した提

言」についての検討を進め、ここに成案を得ました。議論を進めていく中では、既に様々な対

策がなされていることが確認できましたが、一方で、それらがお客様に伝わっていないこと、

有効に活用されていない面もあることが分かりました。

名古屋高速道路がより安全で利用しやすく、更に有効に機能することは、名古屋都市圏に

おける市民生活の利便性や産業経済活動の活発化のため大変重要と考えられます。

この提言書が、今後の名古屋高速道路の施策に大いに反映され、女性ドライバーのみな

らず、名古屋高速道路を利用される全てのお客様の安全で快適なドライブに貢献できること

を切に期待するものです。

名古屋高速道路女性意見交換会

－より安全で利用しやすい名古屋高速道路を目指して－

意見交換会メンバー

氏 名 所 属 等

浅 野 美 帆
ア サ ノ ミ ホ

名古屋大学大学院工学研究科助教 （座長）

佐 藤 仁 美
サ ト ウ ヒ ト ミ

名古屋大学大学院環境学研究科助教
意見交換会

女性学識経験者

小野寺 理 江
オ ノ デ ラ マ サ エ

金城学院大学人間科学部多元心理学科非常勤講師

名古屋高速道路

女性モニター
3名 平成 24 年度名古屋高速道路モニター

名古屋高速道路公社

女性職員
2名

計 8名

（順不同 敬称略）


