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凍結防止剤散布におけるオペレータの現地作業判断支援に関する研究

Study on Operator’s Onsite Decision Supporting for Anti-freezing Agent Spreading
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報　文

道路管理者は、冬期の路面管理を効率的に行うため、凍結が発生しやすい区間のみを対象とし、その時の路面状
況に応じて凍結防止剤の散布を行っている。そのため、現地での凍結防止剤散布を担うオペレータ（以下、オペ）
の路面状況の判断は非常に重要である。しかしながら、近年は我が国の人口の高齢化に伴い、散布作業に従事して
いる熟練オペの高齢化や離職が急速に進み、新たなオペの確保・育成が困難になっている。
このような中、近年では凍結防止剤散布にICTの活用や自動化が試行されるなど、現地オペの判断・操作を支援

する技術の開発が進められている。しかし、導入コストが高い等の理由もあり、普及が進んでいるとは言えない。
また、これらの技術がオペの散布作業判断・操作の技量にどのような効果をもたらすのかを人間工学的に評価した
例は著者らが知りうる限り見受けられない。
本研究では、安価で的確な凍結防止剤散布作業の判断・操作を可能にする支援技術の確立を目指している。その

ため、凍結防止剤散布作業時における熟練オペおよび未熟オペの判断・操作を被験者実験において計測し、両者の
違いを把握するとともに情報提供の有無と情報提供方法がオペの判断・操作にもたらす効果について調べた。本文
では、研究概要、結果および今後の課題について述べる。
《キーワード：冬期路面管理、散布作業、判断支援、情報提供、オペレータ》
　　
In�order� to�make�efficiently� the�winter�road�surface�maintenance,� road�authorities� look�solely�where�road�

surface�tends�to�be� iced�up�and�apply�anti-freezing�agent�corresponding�to�the�road�surface�conditions�of� the�
time.�That� is,� the� identification�of�road�surface�conditions�by�operators�who�apply�anti-freezing�agent�onsite� is�
important.�However,�as�Japan�has�seen�demographic�aging� in�recent�years,�many�skilled�operators�have�been�
aging�and�retiring.�It�has�been�difficult�to�foster�newly�recruited�operators.�
In� light� of� the� above,� a� technology� for� helping� decision� and� to� operate� the� spreader� has� been�under�

development�and�the�use�of�ICT�for�anti-freezing�agent�application�and�its�automation�have�been�attempted�in�
recent�years.�However�the�technology�has�not�achieved�widespread�use� for�reasons�that� include� its�high�cost.�
In�addition,�no�research�examples�have�been� found�that�assessed,� from�the�viewpoint�of�human� factors,� the�
effectiveness�of�such�technology�at� improving�the�ability�of�operators�to�properly�determine�the�road�surface�
conditions�and�to�properly�operate�the�spreader.
The�authors�aim�to�establish�a� low-cost� technology� for�supporting� the�accurate�decision�and�operation�of�

spreader.�For�that�purpose,� this�study� identified�how�skilled�operators�differ� from� inexperienced�operators� in�
identifying�the�conditions�on�the�road�surface�and�operating�the�anti-freezing�agent�spreader.�Such�identification�
was�done�by� recording� the�decisions� of� subjects� and� their� operation� in� a� test.�Also,� the� effectiveness� of�
information�provision�(i.e.,�whether� information�was�or�was�not�provided�and�how� it�was�provided)�on� the�
identification�of�the�road�surface�conditions�and�operation�of�the�spreader�was�examined.
《Keywords:�Road�Surface�Maintenance,�Spreading,�Decision�Support,�Information�Providing,�Operator》
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に

積雪寒冷地の道路管理者は、冬期においても安全・
確実な交通機能を保持するため、除排雪等の冬期道路
管理を恒常的に実施している。しかしながら、昨今の
厳しい財政事情から冬期道路管理においてもより一層
の効率化が求められている。そのため、道路管理者は
冬期道路管理の一環である凍結防止剤散布においては
路面の「凍結が発生しやすい区間を対象とし、路面状
態に応じて散布を実施」1)している。よって、現地で
散布作業を行っているオペレータ（以下、オペ）の路
面状態の的確な判断が非常に重要である。他方、オペ
が現地で具体的にどのような情報を基に状況判断を行
っているのかについても未解明の部分が多い。
このような中、近年は新たなオペを確保・育成する

ことが困難2)になっており、現在作業に従事している
熟練オペに頼らざるを得ない状況にある。また、これ
らのオペの高齢化も進んでおり、今後後継者を確保・
育成できなければ、経験の浅いまたは経験のないオペ
（以下、未熟オペ）が作業を行うことになるため、作
業の質の低下が懸念される。このため、未熟オペでも
現地にて的確に状況を判断し、正確な散布作業を可能
とする支援技術（現地状況判断支援技術）の早期開発
が望まれる。しかし、これを実現させるためには熟練
オペと未熟オペによる能力の違いや情報提供による判
断支援技術が散布作業にどのような効果をもたらすの
かを明らかにする必要がある。
本研究では、凍結防止剤散布作業においてオペの作

業経験や熟練度に左右されずに的確な状況判断を可能
とするための支援技術を提案し、当該作業の正確性確
保および向上に資することを目指している。

り

本研究では、平成26年度3)の被験者実験において熟
練度が異なるオペの路面状態の認知・判断および散布
装置の操作状況をオペのメンタルワークロード（以下、
MW)4)により計測・評価した。また、凍結防止剤散布
車に搭載した情報端末による情報提供がオペの路面状
態の認知・判断および散布操作の正確性向上に寄与す
るか否かおよびその度合も調査した。その結果、現状
の凍結防止剤散布作業（情報なし）では未熟オペの認
知・判断・操作に遅れが生じるとともに主観的MWも
操作時に著しく上昇することが分かった。他方、熟練
オペの場合は認知・判断にばらつきを示したが、操作

の正確性が比較的高いことが分かった。また、主観的
MWは操作時に増加を示したが、未熟オペに比べて変
動が少なかった。
情報提供による効果については、オペの熟練度によ
って違いはあるが、情報提供が凍結防止剤散布作業に
おける認知・判断・操作の正確性向上および主観的
MWの改善に寄与していることが分かった。しかし、
情報提供による効果に個人差（ばらつき）があること
も分かり、情報提供方法に関する更なる検討が必要だ
った。
以上のことから、平成27年度は過年度に引き続き熟
練オペ・未熟オペの路面状態の認知・判断および散布
装置の操作状況を調べるとともに、オペの判断を支援
する情報提供方法が認知・判断・操作、主観的MWに
もたらす効果について調べた。具体的には、情報の有
無・種別（情報なし・音声のみ・画像のみおよび音声
+画像）によるオペの認知・判断・操作および主観的
MWの変化とその度合いから、未熟オペおよび熟練オ
ペの作業正確性向上と主観的MWの軽減に最も寄与す
る情報提供方法について調査した。

本研究では、凍結防止剤散布の現地作業判断支援技
術の構築に向けて、凍結防止剤散布作業におけるオ
ペの課題処理能力を過年度と同様にMWによって定量
化および評価した。特定の課題を遂行する人間のMW
は、客観的および主観的に評価が可能であるが、それ
ぞれに長所と短所があるため、両者を同時に用いて調
べることが望ましいことから、平成27年度の研究でも
その2つの評価手法を用いることとした。

に

凍結防止剤散布作業におけるオペの認知・判断・操
作時のMWを客観的に計測する方法として、被験者の
行動を計測した。具体的には、被験者が車内助手席に
座り、予め設定した凍結防止剤散布区間に対して、前
方の散布すべき区間の路面状態を情報なしで認知・判
断した地点（認知距離）、散布を開始した地点（散布
開始距離）および散布を終了した地点（散布終了距離）
の計3地点（距離）を計測・評価した。また、車内に
設置したタブレット端末を介して路面状態等の情報を
音声のみ、画像のみおよび音声+画像による3つの方
法で被験者に提供し、これらの認知距離、散布開始距
離および散布終了距離の違いとその度合いを調べた。
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主観的方法によるMWの計測には、被験者本人がア
ンケート形式で評価する方法を採用し、過年度と同様
に凍結防止剤散布オペでも容易に理解できるように設
問内容等を改良したNASA-Task Load Index（以下、
NASA-TLX)5, 6, 7, 8)を用いた。
NASA-TLXは、精神的要求、身体的要求、忙しさ、

努力、達成度および不満度の6項目の評価尺度から構
成されている。 は、本研究に用いたNASA-TLX
の6項目とそれらの説明内容を示す。被験者は、アン
ケート用紙において与えられた各課題に対して尺度の
「小さい・大きい」、「少ない・多い」又は「良い・悪い」
の両極を持つ6項目の線分上に、評定尺度によって○
印で記入する。本研究では、被験者が記入した○印を
分析時に0～10の数値に変換し、6項目の評価尺度の平
均値を被験者の主観的MWとして用いた。

被験者実験は、平成28年2月1日～3日の3日間、夜間
（18:00～23:00）において、寒地土木研究所が所有する
苫小牧寒地試験道路で行った。実験期間中の3日間は
冬日で概ね晴れだった。当該試験道路は、延長2,700m
の長円形周回路で、アスファルト舗装された直線部
2区間（片側2車線区間1,200m、片側1車線の1,200m）

および半径50mの曲線部2区間によって構成されてい
る。各車線の幅員は3.5mであり、直線部は2％の横断
勾配を有する。なお、当該試験道路の周回路には街路
灯等の人工照明はない。

被験者は、全員が建設作業員で、未熟オペ7名（平
均年齢43.0歳、全員散布作業歴なし）および熟練オペ
12名（平均年齢57.3歳、平均散布作業歴7年）の計19
名とした。全ての被験者が男性で自動車運転免許保有
者であった。

本実験には、試験車両に2トントラックを用いた（
）。なお、当該車両は実験補助員が運転した。被

験者の行動（認知や散布操作状況）を計測するため、
凍結防止剤散布制御装置を模した液晶タッチパネル
（以下、操作パネル）を車内ダッシュボード前（助手
席右前方）に設置し、電源ボタン、散布量設定ボタン
および散布ON・OFFボタンを画面上に表示して被験
者がこれらを画面タッチで簡単に操作できるようにし
た（ および ）。
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散布操作パネルに表示された各ボタンの操作は、
GNSSを搭載する記録装置に10Hzで記録収集した。ま
た、被験者に前方の路面状態等の情報を提供するため
の情報端末を助手席左前方に設置し、湿潤・凍結路面
区間の起点の200前から情報提供を開始するアプリケ
ーションをインストールした（ ）。当該アプリケ
ーションには、予め設定した実験コースのレイアウト
に従って路面状態の測位等を組み込み、コース内にお
いて前方の凍結・湿潤路面の存在を各情報提供方法の
何れかで被験者に伝えた。

お

本実験は、前述の苫小牧寒地試験道路周回路2,700m
全区間を実験コースとして使用し、試験車両は実験コ
ースのKP0.3付近を起終点に反時計周りで周回路を約
40km/hで走行した（ ）。
�実験コースの路面状態は、乾燥路面を主とした。

実験コース内には、100mの湿潤路面および凍結路面
を各2区間（計4区間）敷設し、被験者はこれらの区間
において散布作業を行った。なお、湿潤路面・凍結路

面の配置は、毎日無作為に変更した。
情報端末による路面状態の情報提供は、上記4区間
中3区間で行われ、各々の区間において異なる情報提
供方法を採用した。残りの1区間は、情報なしとした。
また、同4区間における情報なしおよび3つの情報提供
方法の配置についても毎日無作為に変更した。

に

被験者には、実験コース内走行時に前方の路面状態
を常に観察し、前方に凍結または湿潤路面を認知次第、
速やかに散布操作パネルの電源ボタンを押し、散布量
を設定するものとした。この時の凍結防止剤散布量設
定は、湿潤路面で20g/m2および凍結路面で30g/m2と
した。なお、路面状態の判断が的中か否かの判定は、
路面状態に応じて正しい散布量でセットされていれば
的中とした。
次いで、湿潤・凍結路面区間の起点・終点で散布
ON・OFFボタンを操作するものとした。 は、
認知距離、散布開始・終了距離の概念図を示す。認知
距離は、湿潤・凍結路面区間の起点（Kp1）に対し、
被験者が電源ボタンを操作した地点までの距離とし
た。また、散布開始距離は、Kp1に対し、散布ONボ
タンを操作した地点までの距離とした。散布終了距離
は、湿潤・凍結路面区間の終点（Kp2）に対し、散布
OFFボタンを操作した地点までの距離とした。なお、
上記課題遂行において車載情報端末から前方の路面状
態等に関する情報提供があった場合は、これを参考に
して良いこととした。

に
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被験者は、被験者待合室にて、実験担当者から配布
された質問用紙に氏名、運転歴、年間走行距離、散布
オペ経験の有無（有の場合は年数）等を記入した後、
本実験の目的、実験内容、実験手順、個人情報保護に
関する事項および安全確保に関するに留意点について
文章および口頭で説明を受け、実験協力承諾書用紙に
同意の署名をした。また、本実験では熟練度による差
を明確にするために、熟練オペは試験実施前に予め用
意した周回路のビデオ映像を数回観て走行経路等を覚
えた。
次に、被験者へ散布装置の操作方法等を確認した後、

実験コースの起点から終点に向けて前節の課題を遂行
しながら周回路を一周した。
走行終了後、被験者は被験者待合室に戻り、本実験

で課せられた課題に対する主観的MW評価方法につい
て説明を受けた後、散布作業によって被験者自身が感
じた主観的MWを質問用紙に記入した。

本章に示す は、熟練度別および情報有無・
種別による認知距離、散布開始距離および散布終了距
離の標本数、平均値、標準偏差（以下、σ）等を示
している。また、 は認知距離、散布開始距離
および散布終了距離の全データの百分位数（以下、パ
ーセンタイル）を箱ひげ図で表したものである。箱の
左端は、全データの25パーセンタイル、右端は75パー
センタイルおよび箱の中の線は50パーセンタイルを示
す。箱から延びるひげの端は箱の幅の1.5倍以内にあ
る最小値・最大値までの距離を示す。最小値以下・最
大値以上の値は、はずれ値を「○」で表し、異常値は
「＊」で示す。

および は、熟練度別および情報有無・種
別による認知距離を示す。
情報なしの平均認知距離は、未熟オペが-30m（σ

=9m）および熟練オペが-44m（σ=31m）となり、熟
練オペの平均認知距離にばらつきはあるが未熟オペよ
り長かった。また、音声のみの平均認知距離は、未熟
オペが-91m（σ=46m）および熟練オペが-91m（σ
＝53m）となり、両者ともに情報なしの時より平均認
知距離が伸びた。更に、画像のみの平均認知距離は、
未熟オペが-91m（σ=49m）および熟練オペが-87m（σ

＝54m）となり、両者とも音声のみとほぼ同様の結果
を示した。最後に、音声＋画像の平均認知距離は、未
熟オペが-140m（σ=70m）および熟練オペが-121m（σ
＝60m）となり、両者ともに他の情報提供方法に比べ
て最も長い平均認知距離となった。
熟練度および情報の有無・種別による認知距離の有
意差を調べるため、両側検定による分散分析（以下、
分散分析）を行った。その結果、熟練度による統計的
な有意差は認められなかったが、情報の有無・種別で
は有意差（F（3, 75）= 10.443, p < 0.05）が認められた。
また、Tukeyの正確有意差（HSD）検定による認知距
離の多重比較（以下、多重比較）では、未熟オペ・熟
練オペともに情報なし・音声＋画像間で有意差（α＝
0.05）が認められた。

以上の結果から、情報提供によって過年度と同様に
未熟・熟練オペ両者がより手前で散布すべき区間を認
知できるようになり、熟練度に関わらず散布判断・操
作のための時間的余裕ができたと言える。また、情報
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提供方法としては音声と画像を組み合わせて提供する
ことで前方の路面状態をより手前から認知可能にな
り、散布作業判断等の改善に繋がると考えられる。

および は、熟練度別および情報有無・種
別による散布開始距離を示す。
情報なしの平均散布開始距離は、未熟オペが3m（σ

=3m）および熟練オペが12m（σ=10m）であった。
また、音声のみの平均散布開始距離は、未熟オペが
5m（σ=5m）および熟練オペが24m（σ＝30m）で
あった。更に、画像のみの平均散布開始距離は、未熟
オペが4m（σ=3m）および熟練オペが6m（σ＝4m）
であった。最後に、音声＋画像の平均散布開始距離は、
未熟オペが10m（σ=7m）および熟練オペが7m（σ
＝7m）であった。
分散分析の結果は、未熟オペと熟練オペの間に統計

的な有意差（F（1, 69）= 4.349, p < 0.05）を示し、両
者間の違いを確認した。他方、情報の有無・種別によ
る有意差は認められなかった。また、多重比較では未
熟オペ・熟練オペともに情報の有無・種別による有意

差は認められなかった。
以上の結果は、未熟・熟練オペともにKp1に対して
全般的に散布作業の開始が遅れ、かつ熟練オペの全て
の値（遅れ）が未熟オペよりも大きいことを示した。
また、情報提供によって散布作業の開始が情報なしの
時より更に遅くなる場合があったことを示した。Kp1
に関する情報提供方法、情報の内容、提供のタイミン
グに改善の余地があると考えられるため、これらを踏
まえた更なる検討が必要である。

および は、熟練度別および情報有無・種
別による散布終了距離を示す。
情報なしの平均散布終了距離は、未熟オペが7m（σ
=5m）および熟練オペが7m（σ=9m）となり、未熟
オペとほぼ同様の値を示した。また、音声のみの平均
散布終了距離は、未熟オペが7m（σ=3m）および熟
練オペが8m（σ＝7m）だった。更に、画像のみの平
均散布終了距離は、未熟オペが7m（σ=5m）および
熟練オペが9m（σ＝8m）であった。最後に、音声＋
画像の平均散布終了距離は、未熟オペが7m（σ=1m）
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および熟練オペが15m（σ＝29m）であった。なお、
分散分析および多重比較の結果に統計的な有意差は認
められなかった。
以上の結果は、未熟・熟練オペともにKp2に対して

全般的に散布作業の終了が遅れたことを示した。ま
た、熟練オペの場合は、情報提供によって散布作業開
始が情報なしの時より更に遅くなったことを示した。
Kp1と同様に、Kp2に関する情報提供方法、内容、タ
イミングに改善の余地があると考えられるため、ここ
でもこれらを踏まえた更なる検討が必要である。

および は、熟練度別および情報有無・種
別による路面状態判断の的中率を示す。
情報なしの路面状態判断の的中率は未熟オペが86％

および熟練オペが50％となり、後者の的中率が最も低
い結果となった。また、音声のみの的中率は未熟オペ
が100％、熟練オペが75％であった。更に、画像のみ
の的中率は未熟オペが100％、熟練オペが83％であっ
た。最後に、音声＋画像の的中率は未熟・熟練オペと
もに100％であった。
当初、著者らは散布経験を有する熟練オペの路面状

態の判断の的中率が未熟オペの的中率を上回ることを
想定していたが、結果は情報なしにおいて未熟オペの
路面状態の判断の的中率が熟練オペの的中率よりも高

く、かつ全ての情報提供方法で的中率が100％であっ
た。その理由については、この実験から明らかにする
ことはできなかったが、未熟オペ・熟練オペ間の年齢
差による視覚、判断速度、情報端末の使用経験等が影
響していることが考えられるため、今後はこれらの属
性も踏まえながら更なる検証を重ねることが望ましい
と考える。何れにせよ、前述の認知距離の結果と同様
に、ここでも情報提供は未熟・熟練オペ両者の的確な
路面状態の判断に有効であると言える。また、情報提
供方法としては音声と画像を組み合わせて提供するこ
とで前方の路面状態を確実に判断することが可能にな
り、散布作業判断等の改善に繋がると考えられる。

および は、熟練度別および情報有無・種
別による未熟オペおよび熟練オペの主観的MWを示
す。
情報なしの平均主観的MWは、未熟オペが6.3点（σ
=1.7点）および熟練オペが5.5点（σ=1.6点）となり、
未熟オペ・熟練オペともに主観的MWが最も高かっ
た。特に、未熟オペの主観的MWは、熟練度および情
報有無・種別の中で最も高い値となった。また、音声

p2_10.indd   8 2017/03/27   21:53:24



寒地土木研究所月報　№767　2017年４月 � 9

報有無・種別の中で最も高い値となった。また、音声
のみの平均主観的MWは、未熟オペが4.0点（σ=1.2点）
および熟練オペが3.5点（σ=1.1点）となり、情報提供
によって未熟オペ・熟練オペ両者の主観的MWが軽減
した。更に、画像のみの平均主観的MWは、未熟オペ
が3.2点（σ=1.2点）および熟練オペが1.9点（σ=1.1点）
となり、両者の主観的MWが音声のみの時より更に低
下した。最後に、音声＋画像の平均主観的MWは、未
熟オペが1.3点（σ=0.8点）および熟練オペが1.2点（σ
=1.2点）となり、未熟オペ・熟練オペともに主観的
MWが情報有無・種別の中で最も低下した。特に、未
熟オペの主観的MWは、情報なしからの減少幅が5.0
点と熟練オペの減少幅4.3点に比べて大きかった。
分散分析の結果では、熟練度間で有意差（F（1,�

76）=�4.875，p�<�0.05）が認められ、また情報有無・
種別でも有意差（F（3,�76）=�42.971，p�<�0.05）が示
された。また、多重比較においても未熟オペ・熟練オ
ペともに情報なしと3つの情報提供方法の間で主観的
MWが有意に軽減することを確認した（α＝0.05）。
以上の結果から、熟練度による変動やばらつきに差

はあるが、情報提供による主観的MWの軽減効果は未
熟オペ・熟練オペともに著しく、この中で音声＋画像
による主観的MWの軽減が最も大きいと考えられる。

本研究では、過年度に引き続き試験道路で被験者実
験を行い、情報の有無・種別（情報なし・音声のみ・
画像のみおよび音声＋画像）によるオペの認知・操作
および主観的MWの変化とその度合いを調べた。以下
に、当該実験において得た主な知見について述べる。
(ⅰ)�情報なしにおける熟練オペの散布区間認知距離
は、未熟オペのそれより長い。

(ⅱ)情報なしにおける熟練オペの主観的MWは、未熟
オペのそれより小さい。なお、上記(ⅰ)、(ⅱ)は
過年度の結果と同様である。

(ⅲ)情報提供による主観的MWの軽減効果は、音声と
画像の組み合わせが最も大きい。

以上、本研究により、凍結防止剤散布作業への情報
提供は、熟練オペおよび未熟オペにかかわらず、認知、
判断、主観的MW等の改善に寄与することを確認した。
また、情報提供の有無・種別が散布作業開始・終了の

タイミングに影響を及ぼすことを確認したが、当該実
験の結果では情報提供により散布作業の開始・終了が
設定した開始・終了地点より遅くなったため、今後は
適切な情報提供方法、情報の内容、情報タイミングを
見出すための検討を引続き行う予定である。更に、路
面状態判断において熟練オペの的中率が未熟オペのそ
れより低かったため、オペの詳細な属性や実験条件を
踏まえた検討も併せて行う所存である。
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