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今年も雨の季節がやってきました。日本の気候も変わってきているのかここ数年、
以前は滅多に体験しなかったような豪雨に見舞われて驚くこともあります。そうでなく
ても梅雨どきの運転は視界が悪くなったり、路面が滑りやすくなったりと、普段よりも
さらに安全に気を配った運転が求められます。そこで今月は、日々クルマを走らせて
SUBARU車の走りの性能を磨き上げているドライビングのスペシャリストを講師に
迎え、雨の季節の安全運転術を指南してもらいました。

雨の季節の安全運転術

スバルドライビングアカデミーの
インストラクターが伝授する
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Special Thanks

水谷亮一（株式会社SUBARU 技術本部　車両運動開発部　車両研究実験第二課／スバルドライビングアカデミーインストラクター）

スバルドライビングアカデミー（SDA）：2016年にスタートした車両開発に携わるエンジニアのドライビングスキルと評価
能力を高めるためのプログラム。超高速領域や限界領域での車両コントロール技能を習得する走行訓練などを通じ、エンジ
ニアが同じ基準でクルマをきちんと評価できる能力を高めるのがねらい。

雨季の安全運転術　　　　　 お出かけ前のチェック編雨季の安全運転術　　　　　 ウェット走行の心がけ編

雨の季節の安全運転術

ワイパーのゴムが劣化してくると、使った時にスジが入ったり拭きム
ラができたりしてキレイに拭けなくなります。そうなる前に定期的に
点検して交換しておくことをおすすめします。

ワイパー

タイヤの溝は、濡れた路面で水を掻き出す重要な役割を担っています。
摩耗して溝が少なくなると水掻き能力が落ち、タイヤがしっかりと
接地することができず、制動距離が伸びてしまいます。どんなに性能
の優れたクルマでも摩耗したタイヤを履いていてはその性能を発揮
することができません。梅雨に入る前にタイヤの溝をしっかり確認し
ておくことをおすすめします。

タイヤ

急発進、急ハンドル、急制動など“急”のつく操作はしないようにしま
しょう。ウェット路面はドライ路面と比較するとμ（摩擦係数）が低くな
るため、停止距離が伸びます。特に一般道の場合は舗装状態が均一
ではなく、わだちやマンホールがあったり、落ち葉が落ちていたりと、
路面のμがめまぐるしく変わっているため、急制動で思った位置に
ピタリと停止するのは困難です。車間距離を十分にとり、停止時も早め
に減速して余裕をもって制動するのが鉄則です。

急のつく操作はしない

雨天時は、付着した水滴でサイドミラーが見えづらくなります。右左
折時や車線変更、合流の際はミラーだけに頼らず目視を併用しま
しょう。また、後退時も後方、側方を確認しながらゆっくりと行ないます。
バックモニターがあれば便利ですが、モニター画面だけに頼ると
後側方から接近してくる歩行者や車両を見落とすことがあるので、
かならず目視で確認しましょう。

目視の併用

フロントガラスの内側に埃や汚れがあると曇りやすくなります。また、
外側は油膜が付着していると夜間、対向車のライトで幻惑されやす
くなります。ドライブ前にガラスの両面をきれいに拭いておきましょう。
ガラス外側に撥水剤を塗布しておくと、撥水効果が向上し、油膜の
付着を抑えてくれるので雨天時のクリアな視界確保に役立ちます。

ガラス

シューズや服装が濡れた状態で運転するのは危険です。特に濡れた
長靴や革底のシューズは滑りやすく、的確にペダル操作することが
できません。濡れた長袖シャツは、腕にまとわりつくためステアリング
操作の妨げになります。梅雨シーズンは車内にレインコートやタオル、
車外に出る際に使う長靴（もしくは運転用の運動靴）を常備しておく
とよいでしょう。

ドライバー

12

アイサイト装着車には専用の撥水剤がありますので、
販売店にご相談ください。

One Point 
Advice
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雨の季節の安全運転術

雨季の安全運転術　　　　　 防衛運転編雨季の安全運転術　　　　　 走行中のヒヤリ！ こんな時はどうする？編

豪雨の時など、水が道路を覆ってしまうと、タイヤと路面との間に水が
入って浮いた状態になってしまうハイドロプレーニング現象が起きや
すくなります。ハイドロプレーニング現象が起きた時はハンドルが
急に軽くなったように感じますが、そんな時は慌てずに速度を落とし
タイヤが路面をとらえるのを待ちましょう。アスファルトが濡れて
路面の色が黒っぽく変わってきた時は、まだ舗装が排水力を発揮し
ている状況ですが、路面が湖面のように上空を反射しているような
状況では舗装の排水能力を超えていることが考えられますので、特に
注意しましょう。

水膜が張った路面、水が溜まった凹み

走行中、対向車からの水はねにより視界不良になった時は焦らずワイ
パーを動かして視界が回復するのを待ちましょう。慌ててハンドルを
切ったり急ブレーキを踏むと、予期しないスリップや後続車からの追突
を招く危険があります。とにかく慌てないことが大切です。

対向車からの水はね

雨天時は橋や道路のつなぎ目、マンホールなどがとても滑りやすく
なるので注意しましょう。特にコーナーの途中にこれらがあると、タイ
ヤが乗った瞬間に横滑りを起こすきっかけになります。

マンホール、道路の継ぎ目（特にカーブ）

前を走っているクルマが急に減速したり、何かを避けるような動きを
した場合は、そこに大きな水溜りや障害物があったり、歩行者が現れ
たりすることが予想されます。自車も早めに減速し、余裕をもって
対処できるよう準備しておきます。

前走車の挙動

オーバースピードで進入し、コーナリング中に慌ててブレーキを踏む
とクルマが不安定になります。高速道路などではコーナー曲率や傾斜
の表示、前方注意の警告表示などがありますので、それらを見かけた
ら予め速度を落としましょう。ドライバーが気づかないうちに路面が
傾斜していて思った以上に速度が出てしまう場合もあります。減速は
エンジンブレーキを併用し、余裕をもって行ないましょう。

下りコーナー

視界が悪くなる雨天時には、周囲のクルマや歩行者に自車の存在や
動きをしっかりと伝えることが大切です。先に“減速は余裕をもって
穏やかに”と話しましたが、そこにはブレーキランプを点灯させること
で後続車にこれから減速することを早めに知らせるという意図も含
まれています。また、ライトを点灯することで、対向車や歩行者にも自
車の存在に気付いてもらうことができます。

自車の動きを周囲に知らせよう

これは、ABS（アンチロックブレーキシステム）が働いた時にブレーキ
ペダルに伝わってくる反動です。ABSは低μ路（滑りやすい路面）で
タイヤが滑ってロックするのを防ぐための制御です。ドライ路面では
滅多に経験することがない挙動ですので初めて体験すると驚かれる
方もいらっしゃいます。でも、驚いてブレーキを戻すことなくそのまま
ブレーキを踏み続けてください。ABSが介入した時は、タイヤの限界
を超えた走行をしているという黄色信号ととらえ、速度を抑えて慎重
に運転しましょう。

ブレーキを踏んだらゴゴゴ…という振動が！

重 量 バ ランスに 優 れ たSUBARUの シンメトリカ ル
AWDは、４輪にしっかりと荷重がかかるため、エンジン
の力が無駄なくタイヤと地面に伝わり、緻密なトルク
コントロールともあいまってさまざまな路面を安定し
て走ることができます。

One Point 
Advice

自車の傾斜角度を表示できるモデルは、速度表示と
併せてチェックするのも良いでしょう。

One Point 
Advice

周囲の明暗によって自動的にライトのON・OFFを制御
するオートライト機能が装備されている場合は活用しま
しょう。

One Point 
Advice

コーナリング時の横滑りや危険回避操舵時の車両安定
性 を 確 保 するビ ークル ダイナミクスコントロ ー ル

（VDC）は、クルマの挙動をコンピューターが常に監視・
分析し、車両挙動が不安定と判断した時にはブレーキ、
エンジン出力等を自動制御して車両を安定領域に戻し
ます。この制御が介入した時はメーター内の作動灯が
点滅して、ドライバーにクルマが滑っている、あるいは
不 安 定 状 態であることを伝えます。SUBARUでは、
VDCが働いた時にドライバーに違和感を与えない、自然
な介入フィーリングの制御を目指してチューニングし
ています。その結果、突然の豪雨やぬかるみなどで、
ヒヤリとするような場面に遭遇した場合にも安心して
運転していただけます。

One Point 
Advice

34
雨天時に危険を招きやすい場面を予め知っておき、そのような状況に出会ったときには、
十分に注意して、万が一の場合に備えた防衛運転を心がけ、事前に危険を回避しましょう。

雨天時には、ドライ路面を走っている時には起きない状況や
体験したことのないクルマの挙動が出ることがあります。
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雨の季節の安全運転術

イラストで見る、シーン別 雨の高速道路運転支援

SUBARUの運転支援技術で安心＆スマートに！
雨の日に慣れない高速道路を走るのは、初心者
ドライバーはもちろんベテランドライバーでも
緊張感が伴うもの。ここでは、雨の高速道路での
５つのシーンと、そんなシーンでのSUBARUの
運転支援機能をイラストレーションでわかりやすく
紹介しましょう。

夜間走行時の前方視界を向上
するヘッドライトのハイビーム
ですが、対向車や先行車への
配 慮 から、頻 繁にHigh、Low
を切り替えながら運転する必要
があります。また、ハイビーム
への切り替えを忘れてしまう
ことも。

高速道路での渋滞時は、先行車の動きに
合わせて加減速を調整しながら、複数車
線では左右の車両の動きにも注意が必要
です。さらに、自分が行きたい場所に行く
ためのレーンを探したり、上方に表示され
ている交通情報やルート情報もチェック
しなければなりません。夜の雨天時など、
悪化した視界の中で、余裕をもってこれ
らの作業をすべて行なうのはベテラン
ドライバーでも注意力と緊張感を要します。
同乗者がいれば、案内表示を確認して
ドライバーに進むべきレーンを指示する
などサポートしてもらうと良いでしょう。

小刻みな操作で疲れないように、渋滞時のハンズオフ走行と発進をアシスト。渋滞時のストレスが飛躍的
に軽減されます。ペダル操作、ステアリング操作をクルマに任せられるので、ドライバーは周囲の車両の
動きや交通情報収集にも気を配ることができ、気持ちに余裕をもって安全に走行することができます。

（自動車専用道路上での渋滞時（0㎞/h～約50㎞/h）、一定の条件を満たしたときに作動します。）

対向車や先行車の位置を検知し、ハイビーム
の照射範囲を自動的にコントロールし、前方の
車両に眩しさを与えることなく、常に明るい夜間
視界を確保します。High、Lowの切り替えに
煩わされることなく、遠方の障害物や標識を
確認することができます。

自動車専用道路のジャンクションなど
のカーブでは、進入するカーブの曲率
に合わせて、適切な速度に制御します。
また、料金所の手前ではETCゲートを
安全に通過できる速度まで減速します。
ツーリングアシストの運転支援機能を
オフにすることなく、スムーズに料金
所を通過できます。

0㎞/hから約120㎞/hの幅広い車速
域で、アクセル、ブレーキ、ステアリン
グ操作をアシストするツーリングアシ
ストは、区画線と先行車の両方を認識
することで優れたレーンキープ性能を
発揮します。慣れない高速道路を走行
していても、運転視界の上方に表示さ
れている細かい道路案内表示も安心し
て確認できます。

Scene1Scene4

Scene5 Scene2
Scene3

夜間走行時高速道路での
ジャンクションや料金所

視界不良時の都市高速道路走行 渋滞時の追従走行

高速道路での
レーンチェンジ

アダプティブ
ドライビングビームを使うと…

カーブ前速度制御＆料金所前
速度制御(アイサイトX)を使うと…

ツーリングアシスト
（アイサイト ver.3〜）を使うと…

渋滞時ハンズオフアシスト＆
渋滞時発進アシスト(アイサイトX)
を使うと…

アクティブレーン
チェンジアシスト

（アイサイトX）を使うと…

Illustration ●TAIZO

自動車専用道路での高速走行時（約
70㎞/h～約120㎞/h）、ドライバーが
方向指示器を操作し、システムが作動可
能と判断すると、ステアリングを制御し
て車線変更のアシストを行ないます。
人の運転感覚に近い滑らかな制御を
行なうため安心です。

高速道路でのレーンチェンジは初心者が苦手とする
操作のひとつです。接近してくる後続車の速度がうま
くつかめないため、無理な加減速をしたりステアリ
ング操作がラフになったりとギクシャクした動きに
なりがちです。加えて雨天時にはサイドミラーも
雨滴で濡れてよく見えないため、タイミングよく
スムーズに車線を変更することができません。

慣れていない都市高速道路では、目的の出口が左右どちらにあるのか、ジャンクションで進むべ
きレーンはどこか、など、高速でクルマを操作しながら瞬時に道路案内表示を確認しなければな

らないことがあります。特に視界が悪い雨天時は案
内標識が見づらくなるため、出口の方向を間違えたり、
走行レーンを間違えてしまったりすることがあります。
そのような時は、無理な車線変更や減速はせず次の
出口で降りましょう。都市高速道路の場合はインター
間の距離が近いので、次の出口から一般道を使って
目的地まで行ってもタイムロスはわずかですので慌
てずに落ち着いて運転しましょう。

全車速追従機能付クルーズコントロールなどの
運転支援機能を使用中、ジャンクションや料金所
へのアプローチなど曲率の大きいコーナーで
前走車が居なくなると、設定速度が高すぎるため、
設定速度を下げるか減速して運転支援を中断
する必要があります。慣れない高速道路のジャン
クションや料金所で、うっかり速度が出過ぎて
ヒヤリということがないよう注意が必要です。
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