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霧発生条件下で求められる自発光式ＬＥＤ視線誘導灯の光度性能
Required Luminous Intensity of LED Delineators under Foggy Conditions
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霧発生による視界不良条件下において、道路線形や道路情報の認知性を高めることが求められてい
る。これに対し、道路管理者は、様々な反射型道路付属物や自発光型道路付属物を路側に設置し、ド
ライバーへよりよい運転環境を提供している。本研究は、昼夜における異なる視界条件下において、
自発光式 LED 視線誘導灯の視認性の主観的評価を実施している。本実験は、2004年夏期の48日間に
亘り、北海道東部の道路において、自然の霧発生条件下で実施した。本試験道路は、延長200m、幅
員7.5m である。視界条件は、昼夜並びに天候条件（晴天時１回、濃霧発生時２回）により変化させた。
筆者らは、観測対象として自発光式 LED 視線誘導灯３種類を設置し、同視線誘導灯の光度性能に関
して実験した。20人の女性が被験者として実験に参加し、各対象物の見やすさ、まぶしさ並びに50㎞
/h での運転走行を想定した場合の安全性について数秒間のうちに評価した。本実験の結果、濃霧発
生時に自発光式 LED 視線誘導灯を発光させることは、昼夜の霧発生時の主観的見やすさ評価に対し、
肯定的な影響を及ぼした。特に、夜間の霧発生による視界不良時において、被験者の視認性が向上す
る等の大きな効果が見られた。また、光度が強すぎると被験者からまぶしすぎて我慢できないと評価
される場合もあり、濃霧発生による視界不良状況の濃淡に応じて、自発光式 LED 視線誘導灯の光度
を調整する必要がある。視界約100m の濃霧発生時において、観測距離200m から同視線誘導灯を視
認するためには、昼間では概ね1,000cd、夜間では概ね70cd の光度がそれぞれ求められることが分か
った。
《キーワード：LED、光度、視認性、霧》
There are calls to make it easier for drivers to recognize the road alignment under conditions of
reduced visibility. Road administrators have installed various retroreﬂective or light-emitting road
accessories to improve the driving environment. This study involved the subjective visibility
evaluation of LED delineators under diﬀerent visibility conditions both at nighttime and daytime.
The experiment was conducted using a road in eastern Hokkaido under natural foggy conditions,
taking 48 days in the summer of 2004. The road segment was 200 m in length and 7.5 m in width.
The conditions were two time conditions（daytime and nighttime）and three weather conditions
（one clear and two dense fog conditions）. The authors employed three types of LED delineators
to examine visibility based on the luminous intensity of their light-emitting diodes（LEDs）.
Twenty women participated as subjects. They evaluated within a few seconds the visibility, glare,
and safety of each test accessory while driving at 50 km/h. In heavy fog, LED delineators, which
are light-emitting delineators, earned a high rating of subjective visibility under fog at nighttime
and daytime. These accessories were found to be particularly effective under poor visibility
conditions of nighttime fog. It was also recognized that the luminous intensity of the light-emitting
elements in the delineators required adjustment depending on the degree of visibility reduction
due to fog: Some subjects complained of glare when the luminous intensity was too high. To make
the delineator "visible" from the observation distance of 200 m under foggy conditions with a
visibility distance of 100 m, luminous intensities of 1,000 cd and 70 cd are desirable for daytime and
nighttime, respectively.
《Key words: LED, luminous intensity, visibility, fog》
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１．はじめに
霧発生による視界不良条件下において、道路線形や
道路情報の認知性を高めることが求められている。こ
れに対し、道路管理者は、様々な再帰反射型道路付属
物や自発光式道路付属物を路側に設置し、ドライバー
へよりよい運転環境を提供している。設置される反射
型道路付属物の例は、区画線、視線誘導標、警戒標識
及びシェブロン標識である。霧発生条件下における視
認性を確保するために、これらの付属物に適用される
素材及び色は多種多様となっている。筆者らは、異な
る視界条件下で様々な再帰反射型道路付属物の主観的
な視認性評価について研究してきている。2003年夏期
に、異なる視界条件を対象とし、再帰反射型道路付属
物の反射性能及び色が対象物の視認性の主観的評価に
及ぼす効果について実験を行った。本実験の結果、高
い反射性能を有する材料や蛍光色を用いた対象物は、
昼夜間の霧発生条件下において、主観的な視認性評価
が高くなることが分かった。
著しい視界不良の発生区間で高いパフォーマンスが
求められる道路などでは、ドライバーの認知性を高め
るために、様々な色、形状の自発光式 LED 視線誘導
灯が設置されている。萩原や Allen R.W らの研究者
が自発光式 LED 視線誘導灯の視認性評価を研究して
きた。これらの研究によれば、昼間の霧発生条件下で
十分な視認性を確保するためには、高い光度性能が必
要であることが明らかにされた。しかし、夜間の霧発
生条件下で、同程度の視認性は、より低い光度性能に
より確保される。過度に高い光度は、逆に、夜間の走
行において、まぶしすぎる状態を引き起こす懸念があ
る。そこで、昼夜条件と視界不良条件におけるドライ
バーの視認特性を踏まえた光度の調整が求められてい
る。しかし、自発光式 LED 視線誘導灯の光度性能に
ついてドライバーの視点から網羅的に取り扱った研究
は少ない。筆者らは、昼夜及び霧発生条件が自発光式
LED 視線誘導灯の視認性に対して及ぼす影響を把握
するために、2004年夏期に実地実験を行った。
２．実験の目的及び方法
２．
１ 実験の目的
本実験の目的は、以下の通りである。
１）昼夜及び霧発生条件が自発光式 LED 視線誘導
灯の視認性の主観的評価に及ぼす影響を明らか
にすること。
２）昼夜間の霧発生条件下で求められる自発光式
LED視線誘導灯の光度性能を明らかにすること。
２．
２ 実験場所及び期間
実験は、北海道白糠町（釧路市西隣）の町道マリン
通りを借用し行った。町道は、太平洋岸と一般国道38
号の間に位置している。実験区間は、太平洋岸の海岸
線に面して東西方向に伸びる直線200m の平坦部であ
る。この地域は、春から夏にかけて、海霧（移流霧）
の発生地帯として知られている。釧路地方気象台によ
れば、釧路市の年間霧発生日数（30年平均）は、112
日間である。本実験の観測期間は、2004年７月15日〜
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図－１

実験箇所の位置図

８月31日までの48日間であった。図－２に対象道路付
属物並びに計測装置の設置概要図を示した。視程板
（黒
い板）を50m 間隔で設置し、被験者の目視により視
程が確認できるように配慮した。観測開始地点（０m）
に車両のヘッドライト部（1999年式：日産ブルーバー
ド SSS）を設置し、すれ違いビームにより常時点灯さ
せた。ヘッドライトの角度は、実車とほぼ同じ配光と
なるように調整した。
２．３ 被験者
被験者は、アンケート形式により、自発光式 LED
視線誘導灯の主観的に視認性を評価した。被験者は、
６回の実験に参加した。実験ケース及び各回の被験者
数は、表－１に示す通りである。被験者は、30代〜
50代の女性であり、全員が運転免許証を有していた。
全被験者の視力は1.0以上であった。各実験ケース別
の被験者の運転暦と年齢構成は、図－３の通りである。
被験者を女性としたのは、基本的に同一被験者が各回
の実験ケースに参加するとの条件に対し、有利であっ
たことによる。
２．４ 自発光式 LED 視線誘導灯
実験対象とした自発光式 LED 視線誘導灯は3種類
（Ａ、Ｂ、Ｃ）とした。現地設置した対象物の性能（名
称、使用材料、色、技術仕様及び大きさ）については、
表－２に示す通りである。
１）Ａタイプは緑色、光度は昼間750cd、夜間150cd
である。
２）Ｂタイプは緑色、通常の設定時での光度が昼間
1,000cd、夜間200cd である。通常の設定に加えて、
手動制御装置により光度を100％、80％、60％、
40％に調整できる。
３） Ｃタイプは橙色である。Ｃタイプの３分間の点灯時、
最初の１分30秒間は高い光度（CH: 昼間1,000cd、夜
間40cd）、次の１分30秒間は低い光度（CL：昼間
250cd、夜間15cd）の２段階により点灯させた。
３タイプの自発光式 LED 視線誘導灯は、同時に点
灯せず、１タイプの点灯時間は３分間とし、非点灯１
分間のインターバルの後、次のタイプが点灯するよう
に自動制御した。自発光式 LED 視線誘導灯は、１つ
の支柱に３種類を設置し、東向きに立っており、これ
に対し西向きに観測した。各自発光式 LED 視線誘導
灯を設置した支柱は、50m 間隔で各４基設置した。
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図－２
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対象とした道路付属物及び観測機器の設置
25

２．
５ 視認性の主観的評価
被験者は、観測開始地点（０m）に立ち、高さ約
1.5m から、アンケート形式の評価シート（図－４）
を用いて静止状態で観測対象物の視認性を数秒間のう
ちに評価した。被験者による主要な評価項目は、対象
物の主観的見やすさ評価、主観的まぶしさ評価並びに
主観的安全性評価の三つとした。被験者は、６回の実
験ケースに参加し、評価を行った。
２．
６ 計測
観測開始地点に測定装置を収納する観測小屋を設置
した。電源は、商用電源を用いた。観測小屋は、デス
クトップパソコン２台及び自発光式 LED 視線誘導灯
の点灯制御装置を収納した。観測小屋内に輝度計、デ
ジタルカメラ（Canon 10D）
、
照度計（水平方向を観測）
を設置した。視程計は同観測小屋前方左に設置し、観
測小屋内のパソコンにより制御した。１台目のパソコ
ンはデジタルカメラを制御し、２分間隔のインターバ
ル撮影を行った。パソコンとデジタルカメラとは、

表－１

USB ケーブルで接続されている。なお、デジタルカ
メラの設定は焦点：無限大、露出：オートとした。道
路の無限遠点が中央となるような画角とした。２台目
のパソコンは、輝度値・照度値・視程値を自動的に２
分間隔で記録する LabView6.0を用いた計測システム
となっている。
①輝度：50m 先の視程板（黒い板）の輝度を Topcon
BM −8により取得。観測小屋内から西向き
に設置。
②照度：水平照度を Topcon IM −5M により取得。
観測小屋の屋上に水平方向に設置し、周囲環
境の照度を計測。
③視程：反射型方式の明星電気 TZE −4型により取得。
観測小屋（０m 地点）左前方に設置。なお、
目視による視程を確認するために、視程板
（黒
い板）を50m 間隔により設置。

実験ケースの概要

（a）年齢構成

（b）運転歴
図－３
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被験者構成
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表－２

対象とした道路付属物の使用材料、色、技術仕様及び大きさの一覧

［自発光式 LED 視線誘導灯Ａ］

［自発光式 LED 視線誘導灯Ｂ］

［自発光式 LED 視線誘導灯Ｃ］

図－４
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評価シート
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３．調査結果
３．
１ 見えると回答した被験者数
図－５は、各観測距離（50、100、150、200m）に
おいて、各自発光式 LED 視線誘導灯が見えると回答
した被験者数を集計したものである。昼間及び夜間共
に、濃霧Ａは視程約200m、濃霧Ｂは視程約100m の視
界条件である。昼間の晴天及び濃霧Ａ（7月31日）の
ときは、全被験者の100％が視線誘導灯Ａは全ての観
測距離で見えると回答した。昼間の濃霧Ｂ（7月29日）
の条件下で、観測距離200m の視線誘導灯Ａが見える
と回答した被験者は30％に過ぎなかった。昼間の晴天
及び濃霧Ａ（7月31日）のときは、全被験者の100％が
視線誘導灯Ｂ、ＣＨ 並びにＣＬ は、全ての観測距離に

図－５
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おいて見えると回答した。視界不良が著しい昼間の濃
霧Ｂ（７月29日）の条件下では、観測距離200m で視
線誘導灯Ｂが見えると回答した被験者は80％、視線誘
導灯ＣＨ が見えると回答した被験者は100％、視線誘
導灯ＣＬが見えると回答した被験者は35％であった。
夜間の濃霧Ｂ（７月29日）、すなわち視程約100m
の状態では、全ての被験者が観測距離150m で視線誘
導灯Ａ、Ｂ、ＣＨ、ＣＬ が見えると回答した。しかし
ながら、観測距離200m ではこれらの視線誘導灯が見
えると回答した被験者は８〜９割にとどまった。
このように自発光式 LED 視線誘導灯の視認距離は、
昼夜の各天候条件下で区画線の視認距離よりも大きく
なった。

各自発光式 LED 視線誘導灯を各観測距離で見えると判断した被験者数
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３．
２ 主観的見やすさ評価
図－６は、昼夜の各天候条件下での各観測距離（50、
100、150、200m）における各自発光式 LED 視線誘導
灯の主観的見やすさ評価の結果を示したものである。
表－３は、昼夜の各天候条件下における各観測距離で
の各視線誘導灯の主観的見やすさ評価について多重比
較分析結果を示したものである。
昼間の観測距離50m 及び100m では、各天候条件に
おいて、各視線誘導灯が平均値で概ね４〜７の評価が
得られた。観測距離150m において、
昼間の晴天時では、
各視線誘導灯共に、平均値で６〜７の高い評価が得ら
れている。しかし、視界条件が悪化するに従って、各
視線誘導灯の評価値が明確に低下する傾向にある。昼
間の濃霧 B（7月29日）の場合、最も評価の高い視線
誘導灯ＣＨは平均値で５の評価を得ているが、他の視
線誘導灯Ａ、Ｂ、ＣＬについては、２〜４の評価に低
下している。観測距離200m では、視界条件の違いと
各視線誘導灯の評価値の変化について、著しい傾向が
表れている。昼間の晴天時では、各視線誘導灯が平均
値で６〜７の高い評価が得られている。しかし、視界
条件が悪化するに従って、各視線誘導灯の評価値が低

図－６
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下する傾向が顕著に表れている。視界不良状況が著し
い状態である昼間の濃霧Ｂ（７月29日）の場合、視線
誘導灯Ａ、Ｂ、ＣＬの評価値は０〜１程度であり、ほ
とんど見えないか、わずかに見える程度に近づいた。
なお、視線誘導灯ＣＨだけは、平均の評価値が４程度
となっており、濃霧条件下でも比較的評価がよい評価
を得た。これは、視線誘導灯ＣＨ の光度が1,000cd と
高い性能を有していること、並びに色が橙色であるこ
とによるものと考えられており、昼間の視界不良条件
下で高い性能を発揮した。
夜間の観測距離50m、100m、150m では、各天候条
件において、各視線誘導灯が平均値で概ね５〜７の高
い評価が得られた。観測距離200m では、夜間の晴天
時では、各視線誘導灯の平均値が６〜７の高い評価が
得られた。しかし、視界条件が悪化するに従って、各
評価値も低下した。夜間の濃霧Ａ（７月31日）では各
視線誘導灯の主観的見やすさ評価の平均値が概ね５〜
６程度であるのに対し、視界不良状況が著しい夜間の
濃霧Ｂ（７月29日）では各視線誘導灯の主観的見やす
さ評価の平均値が概ね３〜５程度に低下している。

各自発光式 LED 視線誘導灯の主観的見やすさ評価
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表－３

昼夜の観測距離別に見た自発光式 LED 視線誘導灯の主観的見やすさ評価の多重比較分析

３．
３ 主観的まぶしさ評価
図－７は、昼夜の各天候条件下の各観測距離での視
線誘導灯Ａ、Ｂ、ＣＨ、ＣＬ の主観的まぶしさ評価の
結果を示している。昼間において、天候条件並びに視
程が晴れから濃霧Ａ、濃霧Ｂへと悪化するに従って、
主観的まぶしさ評価はやや低くなった。
夜間では、視線誘導灯Ｂは各天候条件下での各観測
距離において最大のまぶしさ評価を得ており、まぶし
さの度合いが高くなっている。次いで視線誘導灯Ａ、
三番目に視線誘導灯ＣＨ、第四番目にＣＬ である。視
線誘導灯Ｂの光度は200cd であり、これらの視線誘導
灯の中で最大である。視線誘導灯Ｂの主観的まぶしさ
評価は各天候条件下の観測距離50m 及び100m で平均
値４以上を得ている。これは、まぶしすぎて我慢でき
ない状態に近づいていることを示している。主観的ま
ぶしさ評価は、観測距離150m 及び200m では減少した。

図－７
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図－８は、視線誘導灯Ｂの発光光度を手動制御装置
により、100％、80％、60％及び40％に変化させたとき
の主観的まぶしさ評価の結果を示したものである。昼間
の場合、100% とは光度1,000cd、80％は800cd、60 ％
は600cd、40％は400cd である。同様に、夜間の場合
100％が光度200cd、80％が160cd、60％が120cd、40
％が80cd である。昼間の各天候条件下の各観測距離
において、発光する光度が減少するに従って、主観的
まぶしさ評価は低下した。夜間の各天候条件下の各観
測距離において、発光する光度が減少するに伴い、主
観的まぶしさ評価は急激に低下した。観測距離50m
及び100m では、霧が発生している状態でさえ、主観
的なまぶしさ評価が平均値で４以上を示している場合
が見られ、まぶしすぎて我慢できない状態に近づいて
いると言える。

自発光式 LED 視線誘導灯の主観的まぶしさ評価
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図－８

自発光式 LED 視線誘導灯 B の光度を変化させたときのまぶしさ評価

３．
４ 主観的安全性評価
自発光式 LED 視線誘導灯の主観的安全性評価の結
果は、図－９に示す通りである。各視線誘導灯が設置
されている支柱は、50m 間隔で４基設置されている。
連続した４基をまとまて、各視線誘導灯の主観的安全
性を評価した。昼間の晴天時においては、Ａ、Ｂ、ＣＨ、
ＣＬの各視線誘導灯の主観的安全性評価は、平均値で
概ね６以上であった。霧発生に伴い、各主観的安全性
評価が低下する傾向が見られた。昼間の濃霧Ｂ（７月
29日）の場合、視線誘導灯Ａ及びＢタイプは平均値で
５以上を得ているが、ＣＨタイプが平均値で４程度、
ＣＬが平均値で３程度まで低下している。
他方、夜間の晴天時においては、Ａ、Ｂ、ＣＨ、ＣＬ
の各自発光式 LED 視線誘導灯の主観的安全性評価に
ついては、平均値で５〜６程度を得ている。これらの
評価については、視界不良状況が進行した状態である
夜間の濃霧Ａ（７月28日）
、視界不良状況が著しい状
態である夜間の濃霧Ｂ（７月29日）においても、夜間
の晴天時と比較してほぼ同等かわずかに低下するに留
まっている。なお、夜間の濃霧Ｂ（７月29日）におい
ては、主観的安全性評価の平均値がＢ、Ａ、ＣＨ、ＣＬ
の順となっており、各視線誘導灯の発光体の光度が高
い順と一致している。全般的に、夜間において自発光
式 LED 視線誘導灯により発光させることは、濃霧に
よる視界不良発生時において、安全性の観点から、高
く肯定的な傾向が発揮された。なお、本実験時におけ
る区画線の安全性評価は、昼間の濃霧Ａ及び濃霧Ｂの
とき平均値で６及び５程度、夜間の濃霧Ａ及び濃霧Ｂ
のとき平均値で４及び３程度であった。
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図－９

主観的安全性評価
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３．
５ 霧発生条件下で各観測距離において求められ
る光度性能
視認性評価実験の結果を踏まえ、観測距離50m、
100m、150m、200m における自発光式 LED 視線誘導
灯の光度と被験者による主観的見やすさ評価並びに主
観的まぶしさ評価の平均値をプロットしたところ、図
－10並びに図－11を得た。各天候時のプロットデータ
について単回帰式により直線近似すると共に、相関係
数 R2を求め、各グラフ中に記載した。自発光式 LED
視線誘導灯の光度と主観的みやすさ評価、ならびに光
度と主観的まぶしさ評価に比例関係が見られた。
観測距離50m では、晴天、濃霧Ａ（７月31日）及
び濃霧Ｂ（７月29日）の視界状況の違いとプロット値
に基づく直線近似に明確な差は見られなかった。観測
距離が100m、150m、200m と大きくなるに従って、
晴天、濃霧Ａ（７月31日）及び濃霧Ｂ（７月29日）の
視界状況の違いに伴い、各天候条件下の主観的見やす
さ評価の直線近似に差が見られた。主観的見やすさ評
価は、天候条件が悪化するに従って、低下した。主観
的まぶしさ評価は、天候条件の悪化並びに観測距離が
遠くなるに従って低下し、すなわちまぶしさの度合い
が小さくなった。
視程200m 程度の濃霧Ａにおいて、観測距離50m、
100m、150m、200m で主観的見やすさ評価値のラン
ク４以上を得るためには、自発光式 LED 視線誘導灯
の 光 度 が 概 ね250cd 以 上 が 要 求 さ れ る。 観 測 距 離
50m、100m、150m、200m で主観的まぶしさ評価の
ランク２以下を得るためには、光度が概ね500cd 以下
が要求される（表－４参照）
。
さらに、視界不良が著しくなった視程100m 程度の
濃霧Ｂにおいて、観測距離100m で主観的見やすさ評
価値の平均値のランク４以上を得るためには、光度
250cd が要求される。観測距離150m 並びに200m で
主観的見やすさ評価のランク４以上を得るためには、
光度概ね1,000cd 並びに1,000cd を超えることが要求さ
れる。観測距離100m、150m、200m で主観的まぶし

表－４
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さ評価のランク２以下を得るためには、光度概ね
800cd 以下が要求される。
夜間の濃霧Ａと濃霧Ｂにおいて、自発光式 LED 視
線誘導灯の主観的まぶしさ評価が高くなり、まぶしす
ぎる状態に近くなった。昼間の結果と同様に、自発光
式 LED 視線誘導灯の光度が高くなるに従って、各観
測距離における主観的見やすさ評価値及び主観的まぶ
しさ評価値共に、高くなった。
観測距離50m では、天候条件の違いに伴う視界不
良状況の差において、三つの回帰式の間で明確な差は
見られなかった。観測距離が100m、150m、200m と
大きくなるに従って、各視界条件の差に伴い、各主観
的見やすさ評価の回帰式の差が除々に見られた。同様
に、主観的まぶしさ評価の回帰式については、観測距
離150m、200m において、各視界状況の違いに伴う差
が少し見られた。
視程200m 程度の濃霧Ａにおいて観測距離50m、
100m、150m、200m で主観的見やすさ評価のランク
５以上を得るためには、光度概ね70cd 以上が要求さ
れる（表－４参照）。濃霧Ａの条件下で、各観測距離
で主観的まぶしさ評価のランク３以下を得るために
は、光度が概ね90cd 以下が要求される。表－４は、
昼夜の各天候条件下で主観的みやすさ評価及び主観的
まぶしさ評価の設定値を得るために要求される自発光
式 LED 視線誘導灯の光度の一覧を示している。

昼夜において主観的見やすさ評価及び主観的まぶしさ評価の各評価値を達成するために要求される光度
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図－11
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夜間における光度と見やすさ評価、まぶしさ評価
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４．まとめ
2004年夏期の１ヶ月半に亘り、自発光式 LED 視線
誘導灯の視認性に関する評価実験を行った。評価実験
は、同区間において６回繰り返した。視界条件は、昼
間及び夜間の天候条件（晴天時１回、霧発生時２回）
により変化させた。
（１）視認距離
自発光式 LED 視線誘導灯を霧発生条件下で試験
道 路 区 間 に 設 置 し た。 昼 間 の 場 合、 光 度250 〜
1,000cd を対象とし、実験を行った。被験者による
自発光式 LED 視線誘導灯の視認距離は、区画線の
視認距離よりも大きくなった。昼間の視程約100m
の 条 件 下 で は、 全 て の 被 験 者 は 観 測 距 離50m、
100m、150m で 視 線 誘 導 灯 の A、B、CH、CL が 見
えると回答した。しかし、観測距離200m で視線誘
導灯を見えると回答した被験者数は減少した。しか
しながら、観測距離200m においても、全ての被験
者は視線誘導灯 CH が見えると回答した。視線誘導
灯 CH は、高い光度性能の1,000cd を有していた。
夜間では、光度15 〜 200cd を対象として実験を行
った。夜間の視程約100m の条件下では、全ての被
験者が観測距離50m、100m、150m において視線誘
導灯の A、B、CH、CL が見えると回答した。しかし、
観測距離200m で各視線誘導灯が見えると回答した
被験者数は減少した。
（２）霧発生条件下で要求される自発光式 LED 視線
誘導灯の光度
自発光式 LED 視線誘導灯の主観的見やすさ評価
及び主観的まぶしさ評価の結果を通じ、光度が高す
ぎるとき、ドライバーにとってまぶしすぎで我慢で
きない状態をもたらすことが分かった。視界条件に
基づき適正な光度を明らかにするために、自発光式
LED 視線誘導灯の光度を変化させた。
昼間の霧発生条件下では、光度1,000cd が要求さ
れる。これは、濃霧 A 及び濃霧 B の条件下で全て
の観測距離で主観的見やすさ評価のランク４以上を
得るときの実験結果に基づいている。また、主観的
まぶしさ評価はランク３以下を求めている。
夜間で視程約100m の霧発生時においては、主観
的見やすさ評価のランク５以上を得るためには、観
測距離200を除いて、光度100cd が要求される。し
かしながら、光度100cd では、全ての視界条件の観
測距離50m で主観的まぶしさ評価がランク３を超
えた。さらに、光度100cd では、全条件の観測距離
100m においても、主観的まぶしさ評価がランク３
に近づいている。夜間の霧発生条件下では、観測距
離50m や100m でのまぶしすぎる状態を回避するた
めには、光度70cd が要求される。
（３）自発光式 LED 視線誘導灯の設置効果
自発光式 LED 視線誘導灯を昼夜間の濃霧発生区
間に設置することは、ドライバーの視認性向上の観
点から大きな効果がある。ドライバーにとっては、
昼夜並びに天候条件に応じて光度を調整することが
重要である。本評価実験の結果から、昼夜間におけ
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る視界条件と観測距離に応じた適正な光度調整レベ
ルを提案することができる。このような適正な光度
は、視界不良条件下でドライバーが道路線形を認知
するために、より快適な条件を提供することになる。
さらに、適正な光度は、交通安全並びに道路のサー
ビス水準の確保に貢献するものと考えられる。
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