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ふ り が な

 中井
な か い

 宏
ひろし

 職  名 准教授 

取得学位 博士（人間科学）・大阪大学大学院人間科学研究科 

学  歴 大阪大学大学院人間科学研究科 

受賞歴等 
2013年 国際交通安全学会学会賞（論文部門），2008年 日本応用心理学会学会賞（論

文部門）など 

所属学会 

日本心理学会，日本交通心理学会，日本応用心理学会，国際応用心理学会，日本教

育心理学会，日本安全教育学会，日本人間工学会，自動車技術会，交通科学研究会，

関西心理学会 

 

教 育 活 動 

（主な担当科目） 

2017年：社会心理学特論，消費者心理学，応用心理学統計法 

2016年：心理統計学特論，老年心理学特論，消費者心理学 

2015年：社会心理学特論，対人行動論，心理学研究法 

 

 

研 究 活 動 

（著書等） 

・運行管理の心理学―理論と実際―（2013）中高年職業ドライバー研究会(編), (公財)関西交通経済研究

センター発行, 担当：「リスク」pp.160-165 

 

（論文等） 

・Hiroshi NAKAI & Shinnosuke USUI (2017) How do user experiences with different transport modes affect the 

risk of traffic accidents? From the viewpoint of licence possession status. Accident Analysis and Prevention, 99, 

242-248. 

・Shingo MORIIZUMI, Shinnosuke USUI, & Hiroshi NAKAI (2016) Relationship between traffic violations and 

risk-taking in daily life. Japanese Journal of Applied Psychology, 43(special edition), 46-52. 

・中井 宏・臼井伸之介（2015） 先行車と追従車の車種が高速道路走行中の車間時間に及ぼす影響 労

働科学, 90(4), 130-137. 

・中井 宏・小川和久（2014）バス乗務員の心理的ストレス反応の構造 ―感情コントロール教育のため

に― 心理学研究, 85(4), 373-382. 

・中井 宏 (2014) 自動車教習所の現状と課題 交通科学, 45(1), 1–2 

・中井 宏 (2013) 自己評価の観点を取り入れたドライバー教育について 交通安全教育，48(7), 6–17. 

・中井 宏・臼井伸之介 (2012) 安全態度と環境要因がシミュレータでの速度と車間距離に及ぼす影響 

応用心理学研究, 38(2), 91–98. 

・Shingo MORIIZUMI, Shinnosuke USUI, & Hiroshi NAKAI (2012) The Relationship Between the Tendency of 



  
 

Young Commercial Drivers to Take Risks in Daily Life and Accident Involvement. In L. Dorn (Ed.), DRIVER 

BEHAVIOUR AND TRAINING Volume Ⅴ, Ashgate Publishing, 187-195.  

・Hiroshi NAKAI & Shinnosuke USUI (2012) Comparing the self-assessed and examiner-assessed driving skills of 

Japanese driving school students. IATSS Research, 35(2), 90–97.  

・中井 宏・臼井伸之介 (2012) 同乗者に安心をもたらす運転とは 交通科学, 43(2), 65–66. 

・中井 宏・臼井伸之介 (2011) 交差点内の台形ハンプが通過ドライバーに及ぼす影響 ―速度抑制効果

の持続性とその波及性― 人間工学, 47(5), 222–228. 

・中井 宏・臼井伸之介 (2011) 二輪での運転経験が四輪での左折行動に及ぼす影響 交通科学, 42(2), 

61–62. 

・Hiroshi NAKAI (2011) A study on the accuracy of self-assessed driving skill. Journal of Maritime Researches, 

1(1), 19–32. 

 

（研究発表等） 

・中井 宏・森泉慎吾・太子のぞみ・蓮花一己・木村年晶 2017, 6 バス乗務員における車線変更/進路変

更時の運転行動分析 日本交通心理学会第 82回大会 

・中井 宏・岡 真裕美・臼井伸之介・森泉慎吾 2016, 9 小学校内での負傷予防を目指した安全教育の

有効性検証 日本応用心理学会第 83回大会 

・Hiroshi NAKAI & Shinnosuke USUI 2016, 7 The effect of experience with using different modes of transport on 

the risk of traffic accidents : From the viewpoint of licence possession status. 31st International Congress of 

Psychology, Yokohama, Japan. 

・中井 宏 2016, 6 自転車乗車中の出会い頭事故における死亡リスクを高める要因 日本人間工学会第

57 回大会 

・中井 宏 2016, 6 単路横断中の事故における死亡リスクを高める要因 日本交通心理学会第 81回大会 

・岡 真裕美・森泉慎吾・太子のぞみ・中井 宏・安達悠子・臼井伸之介 2015, 12 児童の自主性を生か

した安全教育の効果－校外版「ひなどり」の実践－ 日本人間工学会平成 27 年度関西支部大会 

・岡 真裕美・安達悠子・中井 宏・臼井伸之介 2015, 6 救急搬送データにおける 6歳から 12歳児童の

事故の分析(2) 日本人間工学会第 56回大会 

・中井 宏・小川和久 2015, 6 バス乗務員に対する感情コントロール教育の効果測定 日本交通心理学会

第 80回大会 

・中井 宏 2015, 6 児童に対する安全教育の実践 日本交通心理学会第 80回大会 大会記念シンポジウ

ム 

・中井 宏・岡 真裕美・臼井伸之介 2014, 12 小学校における安全教育プログラム「校内版ひなどり」

の実践 日本人間工学会平成 26年度中国四国支部・関西支部合同大会 

・岡 真裕美・安達悠子・中井 宏・臼井伸之介 2014, 12 救急搬送データにおける 6歳から 12歳児童

の事故の分析 日本人間工学会平成 26年度中国四国支部・関西支部合同大会 

・Shingo MORIIZUMI, Shinnosuke USUI, & Hiroshi NAKAI 2014, 7 Relationship between the tendency to take 

risks in daily life and traffic violations. 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France. 



  
 

・中井 宏・臼井伸之介 2014, 6 高速道路走行中の車間距離に対する車種の影響 日本交通心理学会第

79 回大会 

・森泉慎吾・中井 宏・臼井伸之介 2014, 6 回送・空車時におけるバス事故の危険性 日本交通心理学

会第 79回大会 

・中井 宏・渕 真輝 2013, 9 操船者用ストレス尺度開発に向けて 日本心理学会第 77回大会 

・中井 宏・小川和久 2013, 6 年齢・経験の観点から見たバス乗務員のストレスと運転への影響 日本交

通心理学会第 78回大会 

・小川和久・中井 宏 2013, 6 バス乗務員に対するストレス診断ツールの開発 日本交通心理学会第 78

回大会 

・蓮花のぞみ・中井 宏・臼井伸之介 2013, 6 高齢ドライバーの運転行動と運転補償方略の関係 日本

交通心理学会第 78回大会 

・須和憲和・森泉慎吾・中井 宏・臼井伸之介 2013, 6 年齢と経験の観点からみたバス運転者の事故・

ヒヤリハットの分析 日本交通心理学会第 78回大会 

・Hiroshi NAKAI, Nozomi RENGE & Shinnosuke USUI 2012, 8 A comparison between self-assessed and 

instructor-assessed driving skills of Japanese licensed drivers. 5th International Conference on Traffic & 

Transport Psychology, Groningen, the Netherland. 

・Shingo MORIIZUMI, Hiroshi NAKAI & Shinnosuke USUI 2012, 8 Effect of tendency to take risks in daily life 

on future accident involvement. 5th International Conference on Traffic & Transport Psychology, Groningen, 

the Netherland. 

・Nozomi RENGE, Hiroshi NAKAI & Shinnosuke USUI 2012, 8 The relationship between driving behaviours 

and cognitive functions among elderly drivers. 5th International Conference on Traffic & Transport Psychology, 

Groningen, the Netherland. 

・中井 宏・蓮花のぞみ・臼井伸之介 2012, 6 場面別に見た運転技能の年代差 日本交通心理学会第 77

回大会 

・須和憲和・中井 宏・森泉慎吾・臼井伸之介 2012, 6 バス運転者の運転行動特性と急発進の心理的背

景 日本交通心理学会第 77 回大会 

・Shingo MORIIZUMI, Shinnosuke USUI & Hiroshi NAKAI 2011, 11 Relationship between the tendency of 

young commercial drivers to take risks in daily life and accident involvement. Proceedings of Fifth International 

Conference on Driver Behavior and Training, Paris, France 

・中井 宏・臼井伸之介 2011, 9 教習所卒業時の運転技能と免許取得後の運転の関連 日本心理学会第

75 回大会 

・中井 宏 2011, 9 ドライバー特性の観点から見た運転技能の自己評価 日本心理学会第 75回大会（日

本大学） 小講演 

・中井 宏・蓮花のぞみ・臼井伸之介 2011, 9 主観的運転技能の正確性に対する年齢の影響 ―自己評価

時の評価基準を考慮した検討― 日本応用心理学会第 78回大会 

・中井 宏・臼井伸之介 2011, 6 運転中のリスクテイキングの心的過程の分析 日本交通心理学会第 76

回大会 



  
 

 

 

社 会 活 動 

（現任） 

・日本交通心理学会 運営委員 2014年度～ 

   広報委員会委員長、編集委員、将来ビジョンWG 委員 

・神姫バス株式会社 適性診断業務検討委員会 委員 2013年 8月～ 

・神姫バス株式会社 運行管理者指導講習業務検討委員会 委員 2013年 8月～ 

・京都府道路交通環境安全推進連絡会議 アドバイザー委員 2012年 11月～ 

・愛知県 ドライバーのための運転マナー向上セミナー 講師 2016年度～ 

・大阪市立大学医学部附属病院 医療安全研修会 講師 2016年度～ 

・交通工学研究会 論文査読委員 2017年度～ 

（歴任） 

・滋賀県警察 指定自動車教習所指導員講習 講師 2014年度 

・大阪府警察 安全運転管理者講習 講師 2014年度 

・交通科学研究会 幹事，編集委員 2013年 9月～2015 年 3月 

・京都府警察 指定自動車教習所指導員講習 講師 2012年度～2014年度 

・京都府警察 指定自動車教習所副管理者講習 講師 2011年度～2013年度 

 

 


